
【ブラジル】
商品名 在庫 備考
イエローブルボンPN 日陰干し
トミオフクダ　サンドライ　SC19
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
ポルテイアス　ニシオカシュウイチ　ナチュラル

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 2月欠品見込
トミオフクダ　ドライオンツリー 欠品中 2019年3月上旬再開見込(限定数量)

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ　COE2018PN#20 ｼﾃｨｵｽﾐﾄﾞｳﾛ - 4月下旬ごろ販売開始
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ COE2018N #6b ｼﾃｨｵﾀﾞﾄｰﾚ - 4月下旬ごろ販売開始

オーロ・ベルデ　パルプドナチュラル - 4月下旬ごろ販売開始
New Flavors サンチュアリオ・スル　イエローハニー - 4月下旬ごろ販売開始
コレゴ・ボン・デスティーニョ レッドカツアイPN - 5月中旬ごろ販売開始
コヘゴ・ダ・プラタ　レッドカツアイ　PN - 5月中旬ごろ販売開始
セーハ・ド・ボネ　レッドカツアイ　PN - 5月中旬ごろ販売開始

【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（ウイラ）
ラ・エスペランサ　カトゥーラ 3月欠品見込

コロンビアCOE2018　#23　カサブランカ - 4月ごろ販売開始見込み

マリア・ロペス　ゲイシャ　ウォッシュド - 4月下旬ごろ販売開始予定
ブエナ・ビスタ　ゲイシャ　ウォッシュド - 4月下旬ごろ販売開始予定
エル・ノガル　ピンクブルボン　ウォッシュド - 4月下旬ごろ販売開始予定
ラ・エスメラルダ　ピンクブルボン　ウォッシュド - 4月下旬ごろ販売開始予定
ラス・ユンタス　ピンクブルボン　ウォッシュド - 4月下旬ごろ販売開始予定
アルト・デル・オビスポ　ラ・エスペランサ　 - 4月下旬ごろ販売開始予定
ラ・ロマ　マリア・ベルナルディータ　カトゥーラ　ウォッシュド - 4月下旬ごろ販売開始予定

【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

サンタ・ロサ　シドラ　ウォッシュド - 6月ごろ販売再開予定
ロス・トゥカネス　シドラ　ウォッシュド - 6月ごろ販売再開予定
ハビタット・フォレスト　ブルボン　ウォッシュド - 6月ごろ販売再開予定

【ボリビア】
商品名 在庫 備考
レアンドラ　アングロ - 6月ごろ販売再開予定

【ペルー】
商品名 在庫 備考
ﾍﾟﾙｰ COE2018 #16 ﾗｼﾞｮｽﾃﾞﾙｿﾙ - 3月ごろ販売開始予定
セコバサ - 5月ごろ販売再開予定
CECOVASA Micro Lot　ヒポリート・パレーロ - 5月ごろ販売再開予定
CECOVASA Micro Lot　マルガリータ・ママーニ - 5月ごろ販売再開予定

【ジャマイカ】
商品名 在庫 備考
ブルーマウンテンNo1

販売状況及びに欠品予測（2019年2月1日時点）



【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 7月欠品見込

【メキシコ】
商品名 在庫 備考
デカフェＪＡＳ

【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

テパングアレ　アベル・メヒア　ウォッシュド 2月欠品見込
エル・プラン　パライネマ　ウォッシュド 2月欠品見込
エル・アグアカテ　ウォッシュド - 2月中旬販売開始予定

【グアテマラ】
商品名 在庫 備考
エル・インヘルト　タンザニア　カトゥアイ
エル・インヘルト　Micro Lot マラゴジッペ
ラ・フォリー
フロレンシア　ブルボン
ラ・ソレダー
エスペランサ　パカマラ　ウォッシュド 3月欠品見込
ヴィスタ・アル・ボスケ　 5月欠品見込
レタナ　レッドブルボン 5月欠品見込

サン・フアン　テキシク - 9月頃販売再開予定
サン・フアン　コロンビアーノ - 9月頃販売再開予定

【コスタリカ】
商品名 在庫 備考
ラ・カンデリージャ　フリーウォッシュド
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

エルバス　レオンシオ　ビジャサルチ　ブラックハニー 2月欠品見込
ラ・カンデリージャ　ハニー 2月欠品見込
ファラミ　ブルボン　レッドハニー 4月欠品見込
ドン・オスカル　エル・ポトレロ　レッドハニー 5月欠品見込
ラ・リア　ピエサン　DFW 6月欠品見込

【Emblem of Costa Rica　Project Lot】
エルバス　ローレナ　ルワンダティピカ　ホワイトハニー 2月欠品見込
ドンマヨ　ロス・トゥカネス　ブルボン　レッドハニー 4月欠品見込

【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 6月頃欠品見込

【ニカラグア】
商品名 在庫 備考
リモンシージョ　ジャバニカ　FW 2月欠品見込
ロス・アルトス　レッドカツアイ　ペルラネグラ 4月欠品見込
エル・ススピロ　オレンジブルボン　パルプドナチュラル 7月欠品見込
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月欠品見込

サンホセ　イエローパカマラ　PN - 8-9月頃販売再開予定



【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 3月欠品見込

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

【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
ポルン　アルフィナー
アルール・バダ
ゲガラン
マンデリン　クラシックブルボン
ペルマタガヨJAS/FLO/RA
コピルワック
ドロッサングール 欠品中 3月-4月頃販売再開予定

【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 2019年2月中旬販売開始

【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
イルガチェッフェG3 ナチュラル
リムG2　ハワ・イェンバー　カフェインレス

【タンザニア】
商品名 在庫 備考
AA　スノートップ - 2019年2月中旬販売再開予定
モンデュールＡＡ

【ルワンダ】
商品名 在庫 備考
ルワンダCOE2018　#4　ニャガタレCWS - 3月上旬販売開始
シンビ・ウォッシングステーション - 3月中旬販売再開見込
バフ ニャルシザウォッシングステーション　バロ - 3月以降販売再開見込
ココ・ウォッシングステーション - 3月以降販売再開見込
レメラ・ウォッシングステーション　ウォッシュド - 3月以降販売再開見込
レメラ・ウォッシングステーション　ナチュラル - 3月以降販売再開見込



【ブルンジ】
商品名 在庫 備考
ブジラ・ウォッシングステーション - 2月中旬販売再開
ブルンジCOE2018　#4　ブワイ・ウォッシングステーション - 2月中旬販売開始
ブジラ・ウォッシングステーション　ナチュラル - 3月頃販売再開見込
キビンゴ・ウォッシングステーション　ウォッシュド - 3月頃販売再開見込
ネンバ・ウォッシングステーション　ハニー - 3月頃販売再開見込

【ケニア】
商品名 在庫 備考
キアンジュキ　AB 3月頃欠品見込
ガチラゴ　AB 6月頃欠品見込
ケニア　ニュークロップ - 6-7月を目途に買付け中です


