販売状況及びに欠品予測（2019年9月3日時点）
【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 ブルボン ナチュラル
1月欠品見込

セーハ・ダス・トレス・バハス イエローブルボン ナチュラル

カクェンジ イエローブルボン パルプドナチュラル

11月欠品見込
1月欠品見込

ポルテイアス ニシオカシュウイチ ナチュラル
オーロ・ベルデ パルプドナチュラル
コレゴ・ボン・デスティーニョ レッドカツアイPN
シティオ・トマジーニ レッドカツアイ PN
コヘゴ・ダ・プラタ レッドカツアイ PN
セーハ・ド・ボネ レッドカツアイ PN
カショエラ・ダ・グラマ イエローブルボン ナチュラル
フォルキーリャ・ド・リオ レッドカツアイ ナチュラル

パッセイオ イエローブルボン PN

1月欠品見込

-

9月18日(水)販売開始予定
10月中ごろ販売再開予定

在庫

備考

-

10月上旬販売開始予定
10月中旬ごろ販売再開予定

在庫

備考

【コロンビア】

商品名
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 COE2019 #18 エル・ディヴィソ
ブエナ・ヴィスタ農園 ゲイシャ
エル・ノガル農園 ピンクブルボン
ラ・エスメラルダ農園 フーリオ ピンクブルボン
コロンビア FLO&JAS（ウイラ）

欠品中 ／次回12月頃見込

【エクアドル】

商品名
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
ハビタット・フォレスト ブルボン ウォッシュド

9月欠品見込

【ボリビア】

商品名

在庫

レアンドラ アングロ
キャロライナ ビラロボス

備考
9月欠品見込
10月欠品見込

【ペルー】

商品名

在庫

備考
2月欠品見込

セコバサ
【ジャマイカ】

商品名

在庫

備考

在庫
-

10月中旬販売再開見込

在庫

備考

-

9月末頃販売開始予定
9月末頃販売開始予定
11月頃販売開始予定

ブルーマウンテンNo1
【ドミニカ】

商品名
プリンセサ ワイニーナチュラル

備考

【メキシコ】

商品名
デカフェＪＡＳ
フィンカ・グアダルーペ サフ H1 ナチュラル
フィンカ・チャンユル スターマヤ ハイドロファーメンテーション

メキシコ COE2019 #22 エル・カヘル農園 ブルボン

【ホンジュラス】

商品名
エル・ロブラル カトゥアイ ナチュラル
エル・セドロ
テパングアレ
バーニャデロス カトゥアイ
エル・ロブラル イエローカトゥアイ ウォッシュド
ラス・ペケーニャス IH90
ラ・フロール IH90
エル・セロン ティピカ
エル・プラン パライネマ ｳｫｯｼｭﾄﾞ
エル・プラン パライネマ ナチュラル
ホンジュラス COE2019 #18 エル・ロブレ

在庫
-

備考
9月末ごろ販売再開予定

10月中旬ごろ販売再開予定

11月ごろ販売再開予定
10月末ごろ販売予定

【グアテマラ】

商品名
エスペランサ パカマラ ウォッシュド
エル・インヘルト タンザニア カトゥアイ
ラ・フォリー
ラ・ソレダー
フロレンシア ブルボン
レタナ レッドブルボン
サン・フアン テキシク
サン・フアン コロンビアーノ
サン・ディエゴ ブエナ・ヴィスタ ゲイシャ
エスペランサ ラ・ベガ
エスペランサ ナチュラル
エスペランサ パカマラ
ヴィスタ・アル・ボスケ
フィンカ・カラウテ パライネマ アナエロビックハニー

グアテマラ COE2019 ＃17 ラス・ロサス

在庫

-

備考

9月3日(火)販売再開予定
9月9日(月)販売開始予定

10月中旬販売再開予定

11月頃販売開始

【コスタリカ】

商品名

在庫

ラ・カンデリージャ フリーウォッシュド
エルバス・レオンシオ ヴィジャサルチ BH
エルサル・ローラ カトゥーラ YH
ファラミ ブルボン レッドハニー
グラニートス・オルティス ネリー ナチュラル
ドン・オスカル エル・ポトレロ カトゥアイ RH
ラ・リア ピエサン カトゥアイ DFW
ドン・マヨ エル・ナシエンテス カトゥアイ YH
ハーモニー カゥアイ RH
ラ・カンデリージャ ハニー
ラ・カンデリージャ FW
アグリビッド SL28 ハニー
アグリビッド F1 ハニー
ラ・ピラ ティピカ ハニー
【Emblematic Coffee】

-

ブルマス エル・ポトレロ ブルボン ゴールデンハニー

-

ブルマス エル・ポトレロ ブルボン ナチュラル
セロ・アルト ラ・ウニオン SL28 ナチュラル
モンテコペイ ラ・メサ ティピカ YH
コスタリカ COE2019 #14 エドガー サンロケ ハニー

備考
9月欠品見込

9月末頃販売再開予定

11月ごろ販売再開予定

10月上旬販売開始予定

10月下旬ごろ販売開始予定

【エルサルバドル】

商品名
サンタリタ ブルボン
サンタリタ ナチュラル
ロマ・ラ・グロリア パカマラ フランシスコブレンド

ロマ・ラ・グロリア パカマラ イエローハニー

エルサルバドルCOE2019 #16 ナサレス

【ニカラグア】
商品名

在庫

備考

-

10月下旬以降順次ご案内予定

在庫

備考

サン・ホセ イエローパカマラ パルプドナチュラル
リモンシージョ レッドパカマラ デリケートナチュラル

エル・ススピロ オレンジブルボン PN
ニカラグア B2Bコンペティション2019 #4
ブエナ・ヴィスタ農園 パカマラ
エル・スヤタル カトゥーラ FW
ブエノス・アイレス カトゥーラ FW
ラ・ラグーナ カトゥーラ ナチュラル
エル・ポルベニール ジャバニカ ナチュラル

カサブランカ カトゥーラ ナチュラル
ロス・カルプレス カサブランカ
【パナマ】
商品名
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
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

ベルリナ ナランハル ゲイシャ ウォッシュド
ベルリナ ナランハル ゲイシャ ナチュラル
フィンカ・ルイス パカマラ ウォッシュド
フィンカ・ルイス パカマラ ナチュラル

【インドネシア】
商品名
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
ドロッサングール
ペルマタガヨJAS/FLO/RA
コピルワック
【パプア ニューギニア】
商品名
ブヌン・ウー
タイガッド・クラシック

-

在庫
在庫

9月9日(月)販売開始予定

10月中旬販売開始予定

備考

11月ごろ販売開始予定

備考

10月欠品見込／2月ごろ販売再開予定

在庫

備考

【インド】
商品名
モンスーン マラバール

在庫

備考

【イエメン】
商品名
バニーマタル
マタリ クラシックモカ

在庫
-

9月末ごろ販売再開予定

備考

【エチオピア】
商品名
イルガチェッフェ G-1 コンガ ウォッシュド
リム G-2 ハワ・イェンバー カフェインレス
イルガチェッフェG-2 FLOJAS
グジ G-1 ウォッシュド
シェカ G-1 カヨカミノ農園 ナチュラル
イルガチェッフェ G-3 コンガ ナチュラル
グジ G-1 ケルチャ ナチュラル
【タンザニア】
商品名
AA スノートップ
モンデュールＡＡ
【ルワンダ】
商品名
シンビ・ウォッシングステーション

在庫

備考

-

9月9日(月)販売開始予定
9月18日(水)販売開始予定
10月ごろ販売再開予定

在庫

備考

在庫

バフ ニャルシザウォッシングステーション バロ

ココ・ウォッシングステーション
レメラ・ウォッシングステーション ウォッシュド
レメラ・ウォッシングステーション ナチュラル

【ブルンジ】
商品名

在庫

備考
9月欠品見込

キビンゴ・ウォッシングステーション ウォッシュド

【ケニア】
商品名
ングルエリ AA
チョロンギ AB
カグモイニ AA
ワチュリ AB
カリアイニ AA

備考
9月欠品見込
12月頃欠品見込
10月頃欠品見込
12月頃欠品見込
9月欠品見込

在庫
-

備考
10月欠品見込
9月18日販売開始予定
9月18日販売開始予定
10月販売開始予定

