2022年7月1日

シリーズ
SERIES

2022年7月1日

マンスリーコーヒーインフォメーション vol.196
ＭＯＮＴＨＬＹ

Republic of Rwanda

Skyｈill

ルワンダ共和国はアフリカ中央に位置する内陸国で「千の丘の国」
として知られ、その景色は天空に浮かぶ丘の如く美しいパノラマです。
「スカイヒル」という商品名は美しい故郷の風景に由来します。
ドーマン社の管理する全18ウォッシングステーション（2016年時点）
の中から、その年に出来の良い原料のみ買付けをします。国全体の生
産量が他アフリカ諸国と比べても少ない事から、単一農園等詳細な限
定をする代わりに複数のウォッシングステーションからカッピングを通
して選択することで品質の安定を図ります。
ウォッシングステーションでは、チェリー受け入れ時に目視で未成熟
・過熟をハンドピックする等品質へのこだわりに余念がありません。
ルワンダのコーヒーの生産量のおよそ半分は小規模農家がドライ
パーチメントの状態にまで仕上げていますが、欧米の援助によりウォ
ッシングステーショ
《ウォッシングステーションでの作業》
ンの建設が各地で
①果肉除去：アクアパルパー使用
進みプレミアムコー
※アクアパルパー…コーヒーチェリーの果肉を取る機械
ヒーの生産量は増え ②ミュシレージ除去：発酵槽を使用
つつあります。2008 ③水洗い
年からはカップオブ ④乾燥 アフリカンベッドでの天日乾燥。
※ハンドピックも行われます。
エクセレンスもおこ ⑤選別：ハンドピック
なわれています。

【焙煎度合】
■■■■■□□□
（ミディアムロースト 中煎り）
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ルワンダ～スカイヒル～

中煎り～

ポイント!!

焙煎士からのおすすめ

7

・紅茶の様なフレーバー
・柑橘系のスッキリとした酸味

2022

月号

Vol.516

・とろっとした甘みが
特徴のコーヒーです。

《ルワンダ〜スカイヒル〜概要》
地
域：ニャマシェケ地区
標
高：1,700ｍ〜1,900ｍ
格
付：350g中10欠点以内
精選/乾燥：ウォッシュド/アフリカンベッド
品
種：ブルボン種

【営業日カレンダー

7月】

タイ：ブッダが一晩泊まったとされる泉（中央）アカ族、リソー族コーヒー豆の精選風景（右）
ルワンダ：天日乾燥の様子（左）ハンドピックの様子（中央）農園風景（右）
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アイスへの切り替えは気温19℃が目安？「アイス／ホット」と気温の関係

休業日

『連敗に香り』一００七話
『やり過ぎ』１００八話

昔むかし浦島は
助けた亀に連れられて
竜宮城に来てみれば
絵にも描けない美しさ

乙姫さまのご馳走に
鯛や鮃の舞い踊り
ただ珍しく面白く
月日の立つのも夢の中

Vol.516
発行日/毎月１回１日発行
/2022年7月1日通常 第516号
発行所/富士コーヒー株式会社・総合企画室
HP/http://www.fujicoffee.co.jp
名古屋市中川区舟戸町6-18
TEL（052）362-1161 FAX（052）362-1801

31 先負

ホームページ ｈｔｔｐ://www.fujicoffee.co.jp
富士コーヒー社員の本音が垣間見える（？）社員ブログも随時更新中！
上記HP「お知らせ」タブか右のQRコードからご覧下さい！！

と、唄にもありますが、今日は真実を暴
露いたします。

今年も暑い夏の季節がやってきましたね。
珈琲元年では季節メニューのかき氷が始まりました♪今年はふわふわかき氷に、新たにふ
んわりとしたホイップクリームのトッピングが加わりました。
暑い夏、珈琲元年でひんやりふんわりかき氷、ぜひお試しください。（S.H）

海の日

橋本家のおじいちゃんは野球が好き。
幼少の頃、空き地で遊んだ三角ベースの
野球しか経験はないのだが、今ではカッ
プを片手にコーヒーの香りを味わいなが
らメジャーリーグのテレビ中継を楽しん
でいる。
おじいちゃんは大谷選手の所属するエ
ンジェルスの大フアンなのだが、このと
ころ、不機嫌が続いている。
それも当然だ。球団が十二連敗と沈ん
でいるからだ。
今日も今日とて…。
孫たちが三人ほど、遊びに来たのだが、
おじいちゃんは一人、テレビの前でコー
ヒーを片手に野球中継を見ながら静かに
しているだけ。
孫たちはおばあちゃんが出前で取って
くれた鰻重を食べ始めた。
山椒の香り……。
おじいちゃんがつぶやいた。
「あぁ、この三勝（山椒）が羨ましい…」

編集後記

父の日
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浦島太郎は毎晩の接待を受けて、楽し
んだのなんのって。
中でも、鯛や鮃の二匹の魚の舞い踊り
に交じって、踊った、唄った、飲んだ、
喋ったのなんのって。
とくに、海の中でコーヒーが飲めたこ
とが嬉しかったようで、何杯も何杯もお
替りをしたそうです。
そこへ鰈（かれい）がやってきたので、
また一段と賑やかになった。ドンチャン
騒ぎも一段と盛り上がった。
そして、翌朝。
浦島太郎は、腰と膝に痛みを覚えて、
起きられなくなってしまった。
すぐに乙姫様に相談をすると、
「鯛と鮃の二匹との付き合いでやめてお
けばよかったんですよ」
「でも、もう一匹来たもんで」
「鰈（加齢）のせいですよ、きっと」

5月中旬の“梅雨の先取り”のような雨がちだった日々が過ぎ、全国各地で25℃を超える夏日が到来しています。そんな時季に口にしたくな
るのは、アイスコーヒーなどの冷たい飲み物です。
「ホットからアイスへの切り替え」は、気温が何度のときなのか。今年2月から5月にかけて
の特定日12日間の昼間(11〜15時)、ウェザーニュースアプリの利用者に「今飲みたいものは『ホット』か『アイス』か」を聞き取り、回答時の外気
温との相関を分析しました。5万件を超える回答総数のなかから「通年ホットまたはアイスを飲む」という回答を除外して、集計しています。
アイス率は19℃で過半数、夏日で80％まで上昇利用者からの回答と実際の気温を照らし合わせてみたところ、気温が18℃以下だとホ
ット、気温が19℃以上になるとアイスが優勢になるという結果に。気温19℃がホットからアイスへの切り替えポイントといえそうです。
気温12℃で20％だったアイス率は気温の上昇とともに増え続け、気温25℃の夏日になると、80％近くまで達しています。
飲み物と天気の関係は？実際に「アイス」の飲み物が飲みたくなるのは、どんな気象条件の日なのでしょうか。アイスコーヒーの売
れ行きをもとに、コンビニエンスストア大手のファミリーマート FF・スイーツ部のコーヒー担当に解説して頂きました。
「ホットコーヒーに比べてアイスコーヒーがよく売れる気象条件は『気温が高い』『湿度が高い』『晴れ』の3点です。
この中で最も重視するのは気温です。最高気温が25℃を上回るタイミングがホットコーヒーよりアイスコーヒーが優勢となる目安と
みています。例年だと、だいたいゴールデンウィーク頃になります。さらに、グンと暑くなる日のように、前日との温度差が大きいことも
アイス率が伸びる要因になります」(ファミリーマート FF・スイーツ部 コーヒー担当)
アイスコーヒーの売れ行きは3つの条件が揃う日が多くなる、梅雨明けの時季に大きく伸びるそうです。「S・Mサイズと比較してLサ
イズの売れ行きは、最も暑い時季に大きく伸長します」(同)
アイスコーヒーは、梅雨明けから8月のお盆のあたりまでが、1年中でもっとも売れる時期だそうです。最低気温が15℃を下回るとホッ
トが優勢に9月に入ると早くもホットコーヒーの勢いが増しはじめ、10月にはアイスとホットの売れ行きが完全に入れ替わると言います。
近年は残暑が長引く傾向があるにもかかわらず、9月からすでにホットコーヒーが売れはじめるのは、意外です。
「ホットコーヒーは1日の
最低気温が15℃を下回るタイミングを目安に売れ行きを伸ばします。通常、ホットコーヒーが1日のなかでもっとも売れるのは、7〜9時
という出勤前にあたる朝の時間帯です」(同)
盛夏とは異なり、9月に入ると日によっては涼しく感じられる朝もありますので、そうした肌寒さを感じるような朝に、それまでアイ
ス派だった人も“そろそろホットかな”という気分になるのではないでしょうか。季節の移り変わりに連動した「体感温度の変化」が、飲
（2022/05/25 ウェザーニュースより）
み物の選択と売れ行きに影響を与えているといえそうです。

珈琲小咄 ─ 1
マンスリーコーヒーインフォメーション ─ 4
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ṜṚṜṝभṒψؤṟभṓṛṚಆṛἜὨᾷᾠὨώԞॄἝὛἪΏ
ҔӣӌҔҩ๕њѡ
ரྊсɍɌӄ̷ҮӦһѠۃтчѾҁєૉстјрцќ̝ɎɌɎɏɍɌॉɍ໙рѾҬҲ̷һюҀரྊѠ࠙юҀ
๘ѣૉќ̝ૡѤ͑หޭ౪ࢀဲഝၒૡ͒ѝййѳю̞ȼȼ

ҔӣӌҔҩ๕͎ศު౧ࡽုച၏͏њѡȹ
͑җӦӏҗҬ͒ѝѤ̝༟ଛс༞ଛѠവьћޱџரྊѣหᅀᅵѹ҇เнҀєѶѣᆭѣૉќ̝ૡ
ѠѤ
͑หޭ౪ࢀ͒ѝййѳю̞
͑җӦӏҗҬ๘͒Ѥ̝
шѣҗӦӏҗҬɄหޭ౪ࢀɅѠѽјћரྊ҇लь࿌ь
ѳьѼлѝйл๘ќю̞ȼшѣѽлџ๘сຐъҁє༓थѤ̝ॶ̝ரྊᅵѤڵཥษѠɍɌӄ̷ҮӦһќюс̝
௴࿁ѹซ࠽৯ѣంဎѤɔӄ̷ҮӦһѣवॳᅵсหᅀъҁћйѳю̞ɎљѣᅵсਣьћйҀєѶ୍̝ᅗ
ѣ౪ࢀќѤஓ࿁ѠݢъҁћйҀரྊᅵѹரྊс̝ڵჭќٷьњѾйѷѣѝџјћйѳю̞ॆݑѝ
ьћ̝ஓ࿁ѠݢъҁћйҀரྊᅵѝரྊ҇౪ࢀѣඩќბࡌюҀ̝ หޭ౪ࢀɄҗӦӏҗҬɅၒૡѣຐ
сृซьѳьє̞ȼ
หޭ౪ࢀၒૡѠѽҀ౪ࢀѠ࠱њтரྊѣઘৌ҇लь̝ேૄᆎѝьћဲഝюҀшѝ҇͑หޭ
౪ࢀဲഝၒૡ͒ѝॿѨѳю̞ȼ

㻞㻜㻞㻞ᖺ㻣᭶㻝᪥


ҔӣӌҔҩ๕Ѡຍ໘љ݁оဣҁѽѠн
җӦӏҗҬ๘сຐъҁҀѝ̝ரྊѣ࿌Ѡ࠙юҀӞ̷Ӟсဦ҄ѿѳю̞ȼ

͎ક໘౭ஈ͏ѠेоဣҁѼѰы
ȼҗӦӏҗҬ๘ќ̝ڵჵ൏ѝџҀѣѤ͑ઘৌ͒ќю̞ȼ
༟рѾᄱрјєரྊрѾઘќબјєரྊ҇ਮьۃйєਮ҇࿌юҀரྊќзѿ̝шѣलݦ
นќબјєரྊ҇ਮьۃфѣс͑ઘৌ͒ќю̞ѷь݃Ѡ͑ઘৌ͒сѶѾҁџйѝൌဦџ
ૉѠџјћьѳйѳю̞ȼ

җӦӏҗҬ๘ќѳяဦ҄ҀѣѤ̝шѣ͑ઘৌ͒сหᅀъҁҀᅆॊќю̞ȼ
̜ͷ༟ଛрѾଦଙѿ̝ဲഝюѮт౪ࢀѣᄼૡс͑ࣥခࡌੑ౪ࢀ͒рѾหޭ౪ࢀɄҗӦӏҗҬɅѠဦ҄Ҁ̞ȼ
̜ͷҗӦӏҗҬ৫ૉࣅଅɄหޭ౪ࢀ৫ૉࣅଅɅޓړрѾ৫јєઘѤ̝९ഌѝьћઘৌѣหᅀ҇
̜̜ଦцҀૉсќтџй̞ȼ
̜ຠѠঞଅѣ฿Ѥൌဦᅆќю̞ॶ৫ѣ͑ࣥခࡌੑ౪ࢀဲഝၒૡ͒ќѤ̝ݢૉࣅଅќѷკૉࣅଅќѷ͑ࣥ
ခࡌੑ౪ࢀ͒҇৫ќтѳюс̝җӦӏҗҬ҇৫ќтҀѣѤҗӦӏҗҬ৫ૉࣅଅѕцќю୍̞јћ̝җӦӏ
җҬ৫ૉࣅଅޓړрѾѣઘќબјєரྊѤ̝९ഌѝьћઘৌѣหᅀ҇ଦцѾҁџй฿сӐҗӦһ
ќю̞ȼ

ศު౧ࡽњѡ
หޭ౪ࢀѝѤ̝ॶѣ౪ࢀѹᆛମѠ̝࿋ഒюҀ৷ჭ҇෪݈юҀҗӔ̷ҫќю̞ȼ
ϸଃъ҈сหޭ౪ࢀ৫ࣅଅќѤџй৾ȼ

༟ଛϸଃъ҈с̝หޭ౪ࢀ৫ૉࣅଅѣ৾

༟ϹଃѠവьҗӦӏҗҬ҇৫ќтџй୍̞
јћ ̝༟ѣϹଃѤҗӦӏҗҬсџцҁѥઘ
ৌсୟᅗџйૉѠџѿѳю̞ȼ

ઘɄᆎࣅଅɅѣ࿌͜ɓɌɌ܆
ϸଃɄ౦ഉࣅଅɅѣ࿌ȼ̜͜ɏɌɌ܆
ϹଃɄ༟ࣅଅɅѤ̝༟ɍɏɌɌ܆рѾઘ
ѣɍɌɌɌۃ҇܆йєࣟѣɏɌɌ܆с࿌ѝ
џѿѳю̞ȼ
ڵซѣ̝৾ࠋݢڠ๘҇หᅀюҀૉсќт
ѳю̞ȼࠋݢڠ๘ѣหᅀѠѤ̝ຬୟѝ࠱୯
࠽ࠗѣݢ༟৹сɑɌɌɌႯ݁ړ܆ќзҀૉс
ྣᅆќю̞ȼ

༟ଛϸଃсҗӦӏҗҬ҇ফ࿌ьє
৾ѝཿѮ̝༟Ϲଃѣ࿌
сൌтфलъҁѳю̞ȼ
ڵซ࠽̝ࠗઘҁৌѠ࠙юҀफݦೃ
сಈцѾҁћйѳю̞
๘ގઢঞɒࠗѤ̝ઘѣڵซ߇৾҇ৌ
ќтѳюɄ౪ࢀѣဲഝ̝ᅆॊсзѿѳюɅȼ
౿ဍ્ѣݚсȼ̝ॶѣ౪ࢀᄼૡрѾ̝หޭ౪ࢀɄҗӦӏҗҬɅѠ෪݈ъҁҀ৷ჭќю̞ȼᄼૡѣซѶѤџ
ф̝ଛтќзјћѷ̝ࡌѣ،̼ؑѣࡌੑૉ৷҇ႱєьєѷѣќзҁѥҗӦӏҗҬɄหޭ౪ࢀɅѠџѿѳю̞
Ʉ౪ࢀѠॻѾҁѳѐ҈Ʌȼ
หޭ౪ࢀ҇৫юҀᅆॊѝьћ̝ரྊѣݢૉࣅଅќџцҁѥџѾџйૉсᅆќю̞ȼ

ਘॉѤ̝ਈහѣૄᆎ҇
અ  Ѡ җ Ӧ ӏ җ Ҭ  ๘ѣ
 ޘᅆ ҇ ࡌ ੑ ъ ѐ ћ ෛтѳь
є̞ȼ ь ф Ѥ ਈ  හ ѣ ຠ
େҨҗһ҇щᅦ݁ъй̞ȼ

ਈහຠେҗӦӏҗҬ๘
ʄʐʐʌʏɖɋɋʓʓʓɊʊʐɽɊʃʋɊʆʌɋʐɽʔʁʏɋʏʄʅʎɽɾʁʎʑɋʖʁʅʉʋʇʑɾʁʐʏʑɋʏʄʋʄʅɋʇʁʅʃʁʊʖʁʅʎʅʐʏʑɋʅʊʒʋʅɿʁɊʄʐʉ
ȼ
หޭ౪ࢀဲഝၒૡѣޘᅆ͘җӦӏҗҬ๘ѣᅬݷѣєѶɄࠋݢڠ๘ѠљйћѤɎɌӍ̷ҫɅȼ
ʄʐʐʌʏɖɋɋʓʓʓɊʊʐɽɊʃʋɊʆʌɋʐɽʔʁʏɋʏʄʅʎɽɾʁʎʑɋʖʁʅʉʋʇʑɾʁʐʏʑɋʏʄʋʄʅɋʇʁʅʃʁʊʖʁʅʎʅʐʏʑɋʌʀʂɋɌɌɎɌɌɌɒɉɌɎɓɊʌʀʂȼ

