
【ブラジル】
商品名 在庫 備考
イエローブルボンPN 日陰干し
ブラジル　トミオフクダ　サンドライ　SC19
カフンド農園　ジョゼ　パルプドナチュラル 11月頃欠品見込
セーハ・ダス・トレス・バハス　イエローブルボン　ナチュラル

パッセイオ　イエローブルボン　PN
アフォンソ・クラウディオ　シティオ・クリスト　セミウォッシュド

New Flavors Project サンチュアリオ・スル　スウィートシャワー 8月頃欠品見込
ブラジル　シティオ・トマズィーニ　カトゥアイ　ウォッシュド

ブラジル　ポルテイアス　ニシオカシュウイチ　ナチュラル

ブラジル　オウロ・ベルデ　パルプドナチュラル
ブラジル　トミオフクダ　DOT 欠品中 2018/12-2019/01頃再開見込

【コロンビア】
商品名 在庫 備考
サンチュアリオ　ブルボン

ビジャファティマ　ティピカ
ビジャファティマ　ブルボン
コロンビア　FLO&JAS（シエラネバダ）
フィンカ・ポルべニール　ＴＡＢＩ 8月ごろ終売

ラ・ソレダー　ピンクブルボン - 7月末頃販売開始予定
ブエナビスタ　ピンクブルボン - 7月末頃販売開始予定
ラ・エスペランサ　カトゥーラ - 7月末頃販売開始予定
エル・プラン　ルシオバルバノ - 7月末頃販売開始予定
エル・ミラドール　ウォッシュド - 7月末頃販売開始予定
エル・ミラドール　カシオペア　ハイドロハニー - 7月末頃販売開始予定

【エクアドル】
商品名 在庫 備考
ガラパゴス　サンクリストバル

【ボリビア】
商品名 在庫 備考
レアンドラ　アングロ - 8月頃欠品見込

【ペルー】
商品名 在庫 備考
セコバサ 12月頃欠品見込

【ジャマイカ】
商品名 在庫 備考
ブルーマウンテンNo1

【ドミニカ】
商品名 在庫 備考
プリンセサ ワイニーナチュラル 欠品中 10月頃再開見込

【メキシコ】
商品名 在庫 備考
デカフェＪＡＳ

販売状況及びに欠品予測（2018年7月23日時点）



【ホンジュラス】
商品名 在庫 備考
エル・ロブラル　イエローカトゥアイ　ウォッシュド 9月販売開始
エル・ロブル　カトゥアイ　ナチュラル 9月販売開始
エル・セドロ　ウォッシュド 9月販売開始
テパングアレ　アベル・メヒア　ウォッシュド 9月販売開始
エル・プラン　パライネマ　ウォッシュド 11月販売開始
エル・プラン　パライネマ　ナチュラル 11月販売開始

【グアテマラ】
商品名 在庫 備考
レタナ　イエローブルボン 7月欠品見込
フロレンシア　ブルボン
エル・インヘルト　タンザニア　カトゥアイ
ウエウエテナンゴ　FLO&JAS
エル・インヘルト　Micro Lot マラゴジッペ 在庫希少

エスペランサ　ラ・ベガ - 9月上旬販売再開
エスペランサ　パカマラ　ウォッシュド - 9月上旬販売再開
エスペランサ　カトゥーラ　ナチュラル - 9月上旬販売再開
ラ・フォリー - 8月上旬販売再開
ラ・ソレダー - 8月上旬販売再開
レタナ　レッドブルボン - 9月上旬販売再開
サンフアン　テキシク - 9月上旬販売再開
サンフアン　シプレサーダ・イ・コロンビアーノ - 9月上旬販売再開
ヴィスタ・アル・ボスケ　 - 10月上旬販売開始
ロス・コルティナス　ハニー - 10月上旬販売開始

【コスタリカ】
商品名 在庫 備考
ドンマヨ　ラ・ロマ　カトゥーラFW 9月欠品見込
ブルマス　ラ・ネナ　ビジャサルチ　レッドハニー 7月欠品見込
ラ・リア　ピエサン　DFW

ラ・カンデリージャ　フリーウォッシュド 8月上旬販売再開
ラ・カンデリージャ　ハニー 8月上旬販売再開
エルサル　ナンシー　カツーラ　イエローハニー 9月販売再開
エルバス　レオンシオ　ビジャサルチ　ブラックハニー 9月販売再開
ファラミ　ブルボン　レッドハニー 9月販売再開
グラニートス・オルティス　ネリー　レッドカツアイ　ﾅﾁｭﾗﾙ 10月販売再開
ドン・オスカル　エル・ポトレロ　レッドハニー 10月販売再開

【Emblem of Costa Rica　Project Nano Lot】
エルバス　ローレナ　ルワンダティピカ　ホワイトハニー 9月下旬販売開始
ドンマヨ　ロス・トゥカネス　ブルボン　レッドハニー 9月下旬販売開始
ラ・リア　ピエサン　ティピカメホラード　ホワイトハニー 9月下旬販売開始
ロスアンヘレス　ドン・カジート　ゲイシャ　ホワイトハニー 9月下旬販売開始

モンテ・コペイ　ティエラ・プロミティーダ
ブルボン＆ビジャロボス　ダブルフリーウォッシュド 10月販売開始

ブルマス　エル・ポトレロ　ブルボン　ゴールデンハニー 10月販売開始

【エルサルバドル】
商品名 在庫 備考
サンタリタ　ブルボン　ナチュラル

サンタリタ　ブルボン
シャングリラ
ロマ・ラ・グロリア　パカマラ　フランシスコ・ブレンド　レッドハニー 10月上旬販売開始



【ニカラグア】
商品名 在庫 備考
ロス・アルトス　カトゥーラ　FW 8月欠品見込
サンホセ　ジャバニカ　FW 8月欠品見込
カサブランカ　ハイランド　パカマラ　DF 12月欠品見込
リモンシージョ　ジャバニカ　FW 16/17Crop　追加販売

リモンシージョ　レッドパカマラ　デリケートナチュラル 8月下旬販売開始
エル・ススピロ　オレンジブルボン　パルプドナチュラル 8月下旬販売開始
サンホセ　イエローパカマラ　パルプドナチュラル 8月下旬販売開始
ロス・アルトス　レッドカツアイ　ペルラネグラ 8月下旬販売開始

【パナマ】
商品名 在庫 備考
エスメラルダ　ダイヤモンドマウンテン

エスメラルダ　プライベートコレクション　ゲイシャ　ウォッシュド 10月下旬販売開始
エスメラルダ　プライベートコレクション　ゲイシャ　ナチュラル 10月下旬販売開始
ベルリナ　ナランハル　ゲイシャ　ウォッシュド 10月下旬販売開始
ベルリナ　ナランハル　ゲイシャ　ナチュラル 10月下旬販売開始
フィンカ・ルイス　パカマラ　ウォッシュド 10月下旬販売開始
フィンカ・ルイス　パカマラ　ナチュラル 10月下旬販売開始

【インドネシア】
商品名 在庫 備考
トバコ　マンデリン
スラウェシアラビカ
ドロッサングール
ポルン　アルフィナ
ペルマタガヨJAS/FLO/RA
アルール・バダ
ゲガラン
マンデリン　クラシックブルボン

【パプア　ニューギニア】
商品名 在庫 備考
ブヌン・ウー
タイガッド・クラシック 11月頃販売開始

【インド】
商品名 在庫 備考
モンスーン　マラバール

【イエメン】
商品名 在庫 備考
バニーマタル
マタリ　クラシックモカ

【エチオピア】
商品名 在庫 備考
イルガチェッフェG1　ウォッシュト
グジ　G1　ウォッシュド
イルガチェッフェ　G2　FLO JAS
グジ　G1　ナチュラル 15/16Crop 7月20日販売開始
イルガチェッフェG3 ナチュラル 欠品中 7月18日600kg追加販売予定　以降10月頃見込



【タンザニア】
商品名 在庫 備考
AA　スノートップ 9月頃欠品　来春再開見込
モンデュールＡＡ

【ルワンダ】
商品名 在庫 備考
バフ ニャルシザＣＷＳ 9月頃欠品見込
シンビ・ウォッシングステーション
ココ・ウォッシングステーション

【ブルンディ】
商品名 在庫 備考
ブジラ・ウォッシングステーション

【ケニア】
商品名 在庫 備考
キアマバラ　AB 9月頃欠品見込
キリマヒガ　AB 10月頃欠品見込
カリアイニ　AA 9月頃欠品見込

カグモイニ　AB - 7月18日販売再開
キアンジュキ　AB - 7月18日販売再開
ガチラゴ　AB - 7月18日販売開始


