N OSOTROS

COFFEE COUNTY で働く人たち

ノソトロス

今号からは、COFFEE COUNTY で働くスタッフの方々についてもご紹介。今回は、先述のカッピ
おいしいコーヒーと共に、生産地のテロワールやそのプロセスに込められた物語を届けるのが、COFFEE COUNTY
Shop Manager

変わらぬクオリティのコーヒーを届けているのか、気になっていた方もいるのでは？そこで今回の NOSOTROS

杉山輝久 / TERUHISA SUGIYAMA

では、COFFEE COUNTY ならではの買い付け方法についてご紹介。生産者や輸出業者とのやりとりを経て届い
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ングに参加されたお2人に、彼らのプロフィールやカッピングしたコーヒーの品評、カウンティへ

開店当初からのスタイル。ですが、海外渡航が難しくなってしまった今、生産者といかにコミュニケーションをとり、

た豆のサンプルの話題を中心に、同店代表・焙煎士である森崇顕さんにお話を伺いました。

の思いについて話を伺いました。

天神 stock のショップマネージャーとして入社し、今年で3年目の杉山さん。店舗の運営やコーヒーの抽出はもちろん、
春から開始した動画配信のための撮影・編集までを手がけられています。昨年には中米エルサルバドルの農園視察ツアー
に参加し、初めてコーヒーの生産地を訪れたのだそう。
「現地の人たちがどう暮らしてるのか、コーヒーの木がどんな風になっているのか。どんな設備があって、どんな処理がな
されているのか。もちろん知ってはいたけれど、実際に見ることができて、より “ コーヒーのおいしさを伝えたい ” という

コ ー ヒ ー は 今 、 どう買う？

どう選ぶ？

気持ちが強くなりました」
あまりコーヒーに興味がなかったという杉山さんの転機は、地元熊本のトラットリアで、ブラジル COE1位獲得のコー
ヒーを飲んだこと。「1,000円のコーヒー？」と、友人と冗談交じりに注文したその一杯に、大きな衝撃を受けます。当初
は果実感が分かりやすいコーヒーを好んで飲んでいたけれど、コーヒーを知るにつれ「美味しさと儚さは隣り合わせなの
だ」と感じ始めたのだそうです。
「今回の中で言えば、ホンジュラスのものが全体的に美味しかったです。中でも Jose de la Cruz Moreno はシトラス感や、
ダージリンのようなティーライクな感じや、マスカットのような甘さもあって。とてもキラキラした雰囲気のコーヒー
でした。Yerin Sagastume のものも気になったかな。こちらはキウイのような、黄色が頭にパッと浮かぶような味でした。
Donaldo Dubon はスパイス感が印象的で、カルダモンや白桃のようなニュアンスもあって…後味もスッキリ、お出汁に似
てるような感覚もありましたね。儚い余韻が残って、終わりまで綺麗なものが多かったです」

平常時であれば今は、夏前に現地で買い付けた豆の到着を日本

で待っている頃。気軽に海外へ行けなくなってしまった現状で

は、輸出業者から届いたサンプルを久留米本店でテストロース
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ト・カッピング、その中から買い付ける豆を選び発注する、と
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いうフローで対応しています。そんな中今回届いたのは、ホン

ジュラス、コロンビア、ブラジルの カ国から、計 種類のサ

（以下、 COE
）
Cup of Excellence

8

ンプル。まずは、ほとんどが

の話から伺いました。
COE

からもれたものだったというホンジュラスの豆について、 月

に行われた

COE の背景を読む

では、数百の応募ロットの
COE

87
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「今回ホンジュラスで行われた
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中からナショナルジャッジにより選出された ロットがインター

ロットがナショナル
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ナショナルセレクションにかけられました。うち ロットが

点以上を得点、 COE
の 称 号 を 獲 得 し、

ウィナーに選出。傾向として、サンタバルバラの生産者が出品

したパライネマ種が多く選ばれていました。ナショナルセレク

ションの段階で多くの良質なパカスが選外になってしまったと
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いうことで、素晴らしい品質のコーヒーの売り先が決まってな

4

い状態でした。そこで追加で送ってもらったものが今回のサン
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プルです。第一便は毎年購入している生産者のものを中心に

ロット、第二便で届いたものは 種のうち 種がパカスで、あ

そんな背景もあって、今回届いた 種を含むホンジュラスから
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とはブルボンとパライネマ、という内訳でした。

のサンプルは期待以上にクオリティの高いものでした。いつも

買っている生産者の豆の中でも、チャレンジングなものや、い

つもとはちがう品種もあった。何が買えるか、今は確実にお伝

えすることはできませんが…それぞれによかったので、共同で

買い付けているロースターと各店、何を優先的に仕入れるのか

話して決めます。色々バリエーションを楽しんでもらえたらい

いと思うので、ブルボンのハニー、パライネマのナチュラルも

候補には入れておきたいかなという感じですね」

農園の豆の
San Benedetto

必然性のある美味しさを求める

2

ブラジルからのサンプルは、日本国内の商社で焙煎された状

態での到着。過去 年購入している

ニュークロップも含まれていました。現在も主に、エスプレッ

ソやブレンドに使用しているもの。いくつかの輸出業者の豆が

種類ほど、これまで買っている豆と併せて、初見の豆のサン

プルも届きました。

「 San Benedetto
農園の豆は、今年もこのまま継続して買うと思
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一口飲んで、なんだか考え込んでしまうような…最後の一滴まで美味しく、雑味なく終わるコーヒーを飲んで欲しい。コー
ヒーが好き、でもそれ以上に COFFEE COUNTY のことが好きで、共に働いているスタッフや、胸を張って提供できる
コーヒーを焙煎してくれる焙煎士たちのことを、心から信頼しているのだと話してくれました。
「僕たちのいる stock の店舗はパン屋と併設していることもあり、コーヒーを求めてくる人はあまり多くない。でもお客さ
んとの距離は近いので、コミュニケーションは取りやすいんです。だから僕らは、カウンティを好きになってもらうため
の〝入り口〟になればいいな、と思っています」
飲んで欲しいメニューは、一杯ごとに丁寧に淹れるハンドドリップのコーヒー。マシンで抽出するエスプレッソももち
ろん美味しいけれど、
「その人のために」と、人の手によって最初から最後まで抽出される液体を、訪れる人に届けたいの
だそう。
「最初から最後まで、人の手で淹れるコーヒーには、特別なぬくもりがあると思うんです。僕たちがコーヒーを通して届け
たい想いが、その一杯に込められているので」

います。他にも ロット程はいいものがあったので、そちらも

購入予定。ブラジルに関してもそうですが、僕らはただなんと

なく継続して買う、ということは、当然しません。単純にクオ

リティの高いものができているからこそ、毎年買わせてもらっ

ている。この頃はわかりやすく派手な味のコーヒーが流行る傾

向にもあるようですが、僕らが伝えたいのは関わる人たちの真

摯な思いが伝わるコーヒーです。その土地の持つ個性や、品種

の味わいがストレートに出るようなものを基準に考えると、必

然的に伝統的な作り方をしているコーヒーを選ぶことになるん

ですよね」

流行とは関係なく、伝統的で、シンプルにおいしいコーヒーを

届けたいという思いを輸出業者ともしっかり共有しているから

こそ、少しの間現地に赴くことができなくても、買い付けには

支障が出ない。それはオープン当初から変わらぬ思いで、コー

ヒーに向き合ってきた森さんだからできることでもあります。そ

んな中今回は、以前からオファーを出していたコロンビアのサ

ンプルも到着しました。これに関しては単純に買い付けのため、

ということではなく、新しくコロンビアの輸出業者とダイレク

トトレードを始めるかを決めるためのリサーチ。こんな状況の

中でも、 COFFEE COUNTY
には、新たなチャレンジの兆しが

見えています。

新たな味を届けたい

らが取引を始めれば、日本では取り扱いのない農園の豆を輸入す

「輸出業者自体も日本とはまだパイプがない会社なので、もし僕

ることが可能になります。過去に取引をしたことのない相手で

すし、コロンビアは今情勢が不安定なので、期日通り納品され

るかなどの不安要素もありますが…。状況にもよりますが、現

地に出向くのであれば今年の秋冬あたりだと思っています。ひ

とまずその前にクオリティやバリエーションを見ることができ

てよかったですね。

全体的に収穫から日が浅く、かなりフレッシュな印象ではあ

り ま し た が、 品 質 の い い も の ば か り で し た。 あ と は シ ン グ ル

ファーマーのマイクロロットではなく、複数の生産者が集まって

協力しながらシングルバラエティを生産するコミュニティロッ

トの印象度が、非常に高かったです。焙煎していても飲んでみ

てもそうなのですが、綺麗な印象のものが多かった。この件に

関しては、新たな取り組みとして、前向きに検討していきたい

と思っています」

Roaster

栗原大嗣 / TAISHI KURIHARA
「香りが繊細で、どこか懐かしい、淡い味わいのコーヒーが好きです」という栗原さんは、製茶業の盛んな八女市、矢部村の
出身。日常的にお茶を飲む環境で育った彼は、一度は製茶業に就こうと、高校ではお茶を専攻していたほどのお茶好きでも
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あります。お茶で培った香りや味の感覚が、彼の目指すコーヒーのおいしさに繋がっているのだそう。
「僕の中には、自分のふるさとで見た素朴な花や木々、茶畑や田んぼの風景があって、おいしいコーヒーを飲むと、その記憶
が呼び起こされるような感覚になることがあります。皆さんにも、記憶をよみがえらせたり、生産地の情景を思い浮かべる
ような “ 体験 ” をして欲しいんです。カウンティのコーヒーには、産地やコーヒーに関わる人々に繋がるものがあるから、そ
こも楽しんでもらいたいと思っています」
大学時代、カフェのアルバイトをきっかけに、コーヒーについて学び始めた栗原さん。焙煎にはもともと興味がありまし
たが、初めてカウンティのコーヒーに出会った時、その果実やワインを思わせるアロマとフレーバーに「こんなコーヒーも
あるんだ」と衝撃を受け、焙煎士を志します。その後カウンティに入社し、カッピングを繰り返していく中で、森さんが豆
の状態や個性の見極めはもちろん、焙煎後2.3週間後を想定して焼いていることを知り、さらに感銘を受けたのだそう。カッ
ピングでは、ドライの状態での見極めも大事にしているという栗原さんにも、今回のサンプルの感想を伺いました。

性格と個性を注視する

カッピングを行う際には、とにかく全ての豆に対して同じ条

件に揃えることが重要です、と森さん。まずはドライの状態で

のアロマ、お湯を注いだ後、液体の状態でフレーバーをチェッ

クし、それぞれの豆が持つ〝品質〟と〝個性〟の情報を細かく

拾っていきます。厳密に点数をつける際にはドライの評価は入

らしい理由があります。
COFFEE COUNTY

りませんが、味だけではなく、アロマを注意深く評価するのに

も

か予想がほとんどつくからです。アロマはそのコーヒーの顔な

「なぜかというと、挽いた時のアロマでどういうコーヒーなの

んですよね。香りと味の複合体がフレーバーで、そしてそれが、

それぞれのコーヒーが持つ性格であり個性でしょ？だからそこ

を細かくみてあげないと、意味がないんですよ。品質が高いの

はもちろんなんだけど、こうやってそれぞれに個性のある豆を

買い付けてるのだから、その豆の特徴やそれぞれの美味しさを

最大限引き出して、伝えていくことができればと思っています」

最後に、コーヒーの文化や文脈を伝えるためにも、やはり自

身が現地を訪れ、そこで知ったこと、感じたことを、みなさん

に共有していきたいという思いは変わらない、と話してくれた

森さん。今回買い付ける豆がみなさんの元に届くのは、早くて

今年 月頃の予定です。これからどんなコーヒーがリリースさ

れていくのか、今からぜひ、お楽しみに。
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「今回届いたブラジルの中だと、現在も取り扱っている San Benedetto 農園の豆が良かったです。取り扱ったことのない農
園の豆も並んでいて、その中だと San Joan はベリー系が特徴的で良い印象でした。ホンジュラスに関しては、綺麗かつバ
ランスの良いコーヒーが多かったかな。その中だと、Edgardo Tinoco はドライの印象からフローラルを感じて、プラムやト
ロピカルな印象もあって好きでした。ほとんどがサンタバルバラエリアのものでしたが、離れたエリアにある Los Ocotes 農
園のコーヒーが個人的に好きで、毎年届くのを楽しみにしています。ラベンダーのような品のある香りと煎茶のように柔ら
かい甘みがあって、少し懐かしさを感じるんですよね。今年もカッピングできてよかったです」
自分が体験したことや、そこから学んだことや知ったこと、そこから何か感じるものが生まれて、コーヒーで表現できる
ようになるのではないかと、焙煎する中で考えるようになったという栗原さん。いつか生産地を訪れ、その出会いや風景の
記憶を自分のものにしたい、とも話してくれました。
「おいしいと感じる感覚は、自分の中にある記憶から発露するものだと思うから。その感覚を自分のものにするためにも、現
地に出向いて、いろいろなものを見てみたいなと思っています」

COFFEE COUNTY

デザイン／後藤修（Canek Inc.）
編集・写真／倉本亜里沙

http://coffeecounty.cc/

〒830-0018
Instagram

Kurume

福岡県久留米市通町102-8

TEL 0942-27-9499

FAX 0942-27-9499

coffeecounty/

COFFEE COUNTY
〒810-0011

Fukuoka

福岡県福岡市中央区高砂1丁目21-21

TEL 092-753-8321

COFFEE COUNTY

stock

〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲6-17
TEL 092-406-5178
Instagram

coffeecountystock/

YouTube
コーヒーの淹れ方など
動画を配信しています。

