
税込(８％)価格

250ｇ　… ¥1,140 250ｇ　… ¥2,420

500ｇ　… ¥2,100 500ｇ　… ¥4,360

250ｇ　… ¥1,380 250ｇ　… ¥1,380

500ｇ　… ¥2,550 500ｇ　… ¥2,550

250ｇ　… ¥1,500 250ｇ　… ¥1,500

500ｇ　… ¥2,750 500ｇ　… ¥2,750

250ｇ　… ¥1,380

500ｇ　… ¥2,550

250ｇ　… ¥1,140

500ｇ　… ¥2,100

250ｇ　… ¥1,380

500ｇ　… ¥2,550

250ｇ　… ¥1,500

500ｇ　… ¥2,750

ブラックでも楽しめるすっきりとした味わい。

オーガニックのみで作ったアイス。

キリマンジャロの特長を生かしたブレンド。

特選チェ リ ボンアイス

オーガニッ クアイス

コクがあって、パンチのきいた味。

当店自慢のスペシャルアイスブレンド。

苦味の中にさわやかな後味が楽しめるブレンド。

バランスを調整した、エキゾチックな味わい

水出しコーヒーにもお勧め。

すっきりしたブレンドをお探しの方に。

ソフトな口当たりが特徴。

コク深さと甘い香りがバランス良く、当店自慢のスペシャルブレンドは上質豆のみ使用。

「マタリ」をふんだんに使用したブレンド。

マンデリンの特性を生かし、コクと甘味の

タ ンザニアブレンド

フレンチローストがお勧め。

特選チェ リ ボンブレンド

チェ リ ボンアイス

シュガー派にもミルク派にも。

ブルーマウンテンブレンド

オーガニックのみで作った体にも優しいブレンド。

オーガニッ クブレンド

当店の名前にちなんでつけた一番人気ブレンド。

コーヒーの王様をメインに配合。

ブルマンの香りと口当たりを残したブレンド。

・この一覧の表示価格は全て となっております。

チェ リ ボンマイルド ブレンド

モカマタ リ ブレンド

マンデリ ンブレンド
ビーンズ・ファクトリー チェリボン

松山市六軒家町4-3 ㈱日珈１Ｆ

営業時間AM9:00～PM6:00/定休日 土･日(変更有)

ご注文専用TEL.0120-51-7788
（携帯電話から.089-925-4687）

※ 当店では生豆の重量表示です※
生豆は焙煎すると約2倍に膨れますが、
重量は20％弱減ります。ご了承ください

ませ。

http://www.nikka-coffee.jp/

□本社

〒791-8021 松山市六軒家町4-3

TEL.089-925-4684 FAX.089-925-3358

□東予支店

〒799-1371 西条市周布1649-5

TEL.0898-76-2266 FAX.0898-76-2267

□大洲支店

〒795-0064 大洲市東大洲1117-10

TEL.0893-57-6001 FAX.0893-57-6002

□宇和島支店

〒798-0020 宇和島市高串一番耕地391

TEL.0895-22-5311 FAX.0895-22-5255
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250ｇ　… ¥1,500 250ｇ　… ¥1,450 250ｇ　… ¥1,500 250ｇ　… ¥1,500 250ｇ　… ¥1,620

500ｇ　… ¥2,750 500ｇ　… ¥2,660 500ｇ　… ¥2,750 500ｇ　… ¥2,750 500ｇ　… ¥3,010

250ｇ　… ¥2,010 250ｇ　… ¥1,380 250ｇ　… ¥1,500 250ｇ　… ¥1,620 250ｇ　… ¥1,500

500ｇ　… ¥3,620 500ｇ　… ¥2,550 500ｇ　… ¥2,750 500ｇ　… ¥3,010 500ｇ　… ¥2,750

250ｇ　… ¥1,620 250ｇ　… ¥1,380 250ｇ　… ¥1,500 250ｇ　… ¥1,620 250ｇ　… ¥1,500

500ｇ　… ¥3,010 500ｇ　… ¥2,550 500ｇ　… ¥2,750 500ｇ　… ¥3,010 500ｇ　… ¥2,750

250ｇ　… ¥2,300 250ｇ　… ¥3,900 250ｇ　… ¥1,620 250ｇ　… ¥1,780 250ｇ　… ¥1,450

500ｇ　… ¥4,120 500ｇ　… ¥7,800 500ｇ　… ¥3,010 500ｇ　… ¥3,260 500ｇ　… ¥2,660

250ｇ　… ¥1,500 250ｇ　… ¥1,620 250ｇ　… ¥1,500

500ｇ　… ¥2,750 500ｇ　… ¥3,010 500ｇ　… ¥2,750

250ｇ　… ¥1,380 250ｇ　… ¥1,500

500ｇ　… ¥2,550 500ｇ　… ¥2,750

250ｇ　… ¥1,450

500ｇ　… ¥2,660

ケニア　 マサイ　 Ａ Ａ

収穫量わずか5％の貴重品。

マサイの力強さを感じる、しっかりとした

口当たりがよく、コクのあるすっきりとした後味。

ボディ感のある重厚で密度のある味

ナッツやチョコレートのような香りが特徴的。

上質な甘味が広がります。

癒しの世界へといざなう香り、力強いコクの中に

コスタ リ カ　 ピランゴスタ

珍しい乾燥工程「マリンサウナ」海風が成分の

分解を促進し、独自の風味を生み出します

ザンビア　 ナチュラル

贅沢なフルーツのような甘みと、カカオのような

苦みとコクが特徴

暖かみのある味となめらかな舌触り。

世界で唯一の樽詰出荷。 メキシコ特有の芳醇なコクと甘み。

グァ テマラ　 ウエウエテナンゴ

ブルーマウンテンNo1

高い香りとソフトな味わいは、まさにコーヒーの王様。

ブラジル　 オーガニッ ク

甘味と酸味があるのが特徴。

ブラジル　 ショ コラ

グァ テマラ　 アンティ グア

メ キシコ 　 オーガニッ ク

深入りしてカフェオレもおすすめ。

香水を想わせる華やかな風味。

夜空に輝く星と同様に、ミャンマーを担う

ニューギニア　 シグリ 　

一番星となるコーヒー

香り、コク、苦味のバランスが絶妙。

軽い苦みと独特のコク。

ミ ャンマー　 SEI ZAN

無農薬で栽培されたプレミアムコーヒー。

コロンビア　 オーガニッ ク

マンデリ ン　 Ｇ －１

香りやコクが際立ち、軽やかな酸味の余韻

ブラジルらしい味わい。

完熟したオレンジを感じさせる、

国連の自然保護区域内で作られ、

「神様からの贈り物」というに相応しい、

感じられる新しいモカコーヒー。

エチオピア　 ゲイシャ

完熟チェリーのみを使用した安定した品質

芳醇なコク、甘味あるグルメコーヒー。

カフェインが気になる方に。 甘味がありバランスの良さが特徴。

ＪＡＳ認定工場の徹底した品質管理の元、

機械式で選別される水洗式コーヒー。

グァ テマラ　 オーガニッ ク

バリ 　 アラビカ神山

この珈琲で生産者の生活を支えよう。

ガラパゴスのオーガニックコーヒー。

芳醇なフレーバーと甘味のある、

ガラパゴス　 サンタ クルス

インド ネシア　 ジャンボガヨ Ｇ 1

市場に出回る量がまだ少ない貴重豆。

しっかりとしたこく深さと香りが楽しめる

エチオピア　 グジ　 モカ

新エリア「グジ」で栽培。柑橘や草のような香りがかすかな酸味と甘味。

タ ンザニア・ リ マ　 AA　 キボー

ベリーやカシスの香り。

甘味と心地よい苦味が広がり、飲みごたえ抜群

一粒ずつ手摘みで収穫。

まろやかな苦味とすっきりとした甘味。

安全性の高いブランドコーヒー。

深みのある味と香り。アンデスの絶好の条件の元

エメ ラルド マウンテン ペルーチャンチャマイヨ

カフェイン残留率0.1以下と思えない芳醇な味わい 年間収穫量10,000袋程度の希少豆。

デ・ カフェ 　 コロンビア ホンジュラス　 Ｓ Ｈ Ｇ

濃厚な甘みとジューシーさを兼ね備えています

エルサルバド ル　 ブラッ クハニー

「ブラックハニー」と呼ばれる特別な精製方法

ブラジルショ コラ 　 ピーベリ ー

NEW
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