販売状況及びに欠品予測（2021年7月2日時点）
※販売開始日程につきましては暫定的なスケジュールとなっており変更の可能性もございます。

【ブラジル】
商品名

備考

パッセイオ農園 イエローブルボン PN
トミオフクダ ブルボン ナチュラル
イエローブルボンPN 日陰干し

欠品時期と入荷状況
9月欠品見込/11月再開見込

9月欠品見込

カルモエステート アカイア ナチュラル ナノロット

ファゼンダ・カクェンジ イエローブルボン ＰＮ
セーハダストレスバハス イエローブルボン ナチュラル

7月欠品見込

アルト・リベルタージ パルプドナチュラル
フォルキーリャ・ドゥ・リオ ナチュラル
サン・アントニオ農園 ナチュラル
セーハ・ド・ボネ農園 ナチュラル
シティオ・トマジーニ パルプドナチュラル
コヘゴ・ダ・プラタ パルプドナチュラル

7月欠品見込
10月欠品見込
8月欠品見込
7月欠品見込
7月欠品見込

コヘゴ・ボン・デスティーニョ パルプドナチュラル

コヘゴ・ボン・デスティーニョ ウォッシュド
セルカ・デ・ペドラ・サンベネディート農園 PN
オーロ・ベルデ農園 パルプドナチュラル
【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 ブルボン
ビジャファティマ ティピカ
コロンビア Anei シエラネバダ FLOJAS

備考
カウカ
ウイラ
ウイラ

欠品時期と入荷状況

シエラネバダ

ラ・エスペランサ農園 カトゥーラ

9月初旬ごろ販売開始予定
10-11月ごろ販売開始予定
サンチュアリオ農園 イエローブルボン シトラススウィートネス
10-11月ごろ販売開始予定
コロンビアCOE2021 #20 ロス・ユーカリプトス
11-12月ごろ販売開始予定
サンチュアリオ農園 ブルボン
11-12月ごろ販売開始予定
サンチュアリオ農園 ティピカ
※コロナ及びにストライキの影響で船積みが大幅に遅れております。申し訳ございません。
ラ・ロマ農園 マリア・デルナルディータ カトゥーラ
ラ・エルメラルダ農園 ロビンソン ピンクブルボン

【ペルー】

商品名

備考

欠品時期と入荷状況
7月欠品見込

TUNKI イナンバリ農協
来クロップは、2022年2月頃を想定しております
【ボリビア】

商品名

備考

欠品時期と入荷状況
9月欠品見込

レアンドラ アングロ
【ジャマイカ】

商品名

備考

欠品時期と入荷状況

備考
-

欠品時期と入荷状況

備考
-

欠品時期と入荷状況

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

10-11月頃再開見込

【メキシコ】

商品名
デカフェＪＡＳ
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

7月末頃再開見込
8月欠品見込

【ホンジュラス】

商品名
バーニャデロス カトゥアイ
ラ・フロール IH90
ラ・フォルトゥーナ IH90
ラス・ウエルタス パカス ハニー
テパングアレ農園 ブルボン ウォッシュド
テパングアレ農園 ブルボン アナエロビック
エル・セドロ農園 レンピラ ウォッシュド
エル・モナルカ農園 IH90 ウォッシュド
ロス・ノガレス農園 IH90 ウォッシュド
エル・ロブラル農園 カトゥアイ ウォッシュド
エル・ロブラル農園 カトゥアイ ナチュラル
ラス・ウバス農園 IH90 ウォッシュド
ラ・ホヤ農園 IH90 ウォッシュド
エル・グアヤボ農園 ブルボン ウォッシュド
エル・ディアマンテ農園 ブルボン ナチュラル
リ・ミガロ農園 ブルボン ハニー
ロス・ピニョス農園 ティピカ・カルバハル ハニー

エル・プラン農園 パライネマ ウォッシュド

備考

欠品時期と入荷状況

サンチアゴ・プリングラ

8月欠品見込

サンチアゴ・プリングラ

チャギーテ
マルカラ
-

秋ごろより順次販売予定

備考

欠品時期と入荷状況

【グアテマラ】

商品名
アンティグア サンタクルス農園
ウエウエテナンゴ フェアトレードJAS
フロレンシア ブルボン
エル・インヘルト農園 タンザニア カトゥアイ
エル・インヘルト農園 マグノリア ナチュラル
エル・インヘルト農園 パタゴニア パカマラ
エル・インヘルト農園 パタゴニア パカマラ ナチュラル

ラ・フォリー農園
ソレダー農園
レタナ農園
サンフアン農園 テキシク
エスペランサ ラ・ベガ
エスペランサ パカマラ
エスペランサ ナチュラル
ラ・グラヴィレア農園

7月欠品見込
倉庫移動中／7月初旬倉入れ予定

-

8月下旬販売再開予定
8月末頃販売再開予定
9月上旬販売開始予定

9月以降順次再開予定

【エルサルバドル】

商品名
サンタリタ ナチュラル

備考

欠品時期と入荷状況
7月欠品見込
7月欠品見込

ロマ・ラ・グロリア パカマラ フランシスコブレンド

マラカラ農園 ブルボン ウォッシュド
ディビナ・プロヴィデンシア オレンジブルボン ナチュラル

サンタリタ ブルボン ウォッシュド
サンタリタ ブルボン ナチュラル
サンタエレナ JAS
ロマ・ラ・グロリア パカマラ イエローハニー

ロマ・ラ・グロリア パカマラ ナチュラル

-

秋ごろより順次再開予定

【コスタリカ】

商品名
ラ・カンデリージャFW
グラニートス オルティス 1800 ウォッシュド
モンテコペイ エル・アルト カトゥーラYH
ラ・コンチャ サンタロサ ティピカWH
ラ・カンデリージャFW
ラ・カンデリージャ ハニー
エルマノス・ヴァルソ カトゥアイ ホワイトハニー
ラ・リア ピエサン2000 カトゥアイ ホワイトハニー

エルサル ローラ カトゥーラ イエローハニー
ヴィスタ・アル・バジェ フィデル ビジャサルチ RH

ドン・オスカル エル・ポトレロ レッドハニー
ハーモニー カトゥアイ レッドハニー
ドン・マヨ ロス・トゥカネス ブルボン レッドハニー

エルバス レオンシオ ブラックハニー
ドン・リト ラ・アルトゥーラ フリーウォッシュド
ラ・ファミリア ロス・シプレス フリーウォッシュド
シュマバ エル・ボスケ ビジャサルチ ナチュラル

セロ・アルト ラ・ウニオンSL28 ナチュラル
エルサル サンタルシア ゲイシャ レッドハニー
ドン・オスカル エル・コヨーテ ビジャロボス RH
ロス・アンヘレス ケブラダ・グランデ モカ WH
ラ・リア ピエサン エチオピア47 イエローハニー
モンテ・コペイ エル・アルコン ビジャロボス DFW
ドン・マヨ ロス・トゥカネス ゲイシャ アナエロビック

アグリビッド オレンジティピカ ハニー
ラ・ピラ ティピカ ハニー
ラ・コンチャ ティピカ ホワイトハニー

【ニカラグア】
商品名
ブエノスアイレス カトゥーラ FW
エル・スヤタル カトゥーラ FW
サンホセ ジャバニカ FW
エル・ススピロ オレンジブルボン PN
リモンシージョ パカマラ ナチュラル
サンホセ イエローパカマラ ウォッシュド
ラス・デリシャス ジャバニカ アナエロビックナチュラル

エル・セドロ パカマラ ウォッシュド
ラ・ラグーナ カトゥーラ ナチュラル
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
エル・ナランホ ディピルト マラカトゥーラ ハニー

カサブランカ 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 ロス・カルプレス
エンバシー レッドカトゥアイ パルプドナチュラル

Cup of Excellence2021 #8 ラ・ピコナ ハニー

【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 Private Collection ゲイシャ ウォッシュド
エスメラルダ Private Collection ゲイシャ ナチュラル

アウロマール 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

備考

欠品時期と入荷状況

19/20追加ラインナップ
19/20追加ラインナップ

8月頃切り替え予定
7月欠品見込
7/6(火)販売開始予定
7/6(火)販売開始予定
8月頃切り替え予定
7月下旬ごろ販売再開

-

8月末ごろ販売再開

9月上旬ごろ販売再開

秋ごろより順次販売予定

備考

欠品時期と入荷状況

19/20追加ラインナップ
19/20追加ラインナップ
19/20追加ラインナップ

7月欠品見込
8月欠品見込

-

9月末頃販売開始予定

秋ごろより順次販売予定

備考

欠品時期と入荷状況

-

秋ごろより順次販売予定

【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
ペルマタガヨJAS/FLO/RA
コピルワック
ドロッサングール
【パプア ニューギニア】
商品名
タイガッド・クラシック
【インド】
商品名
モンスーン マラバール
【イエメン】
商品名
バニーマタル
マタリ クラシックモカ
【エチオピア】
商品名

備考

欠品時期と入荷状況

欠品中

10月再開見込

備考
-

欠品時期と入荷状況

備考

欠品時期と入荷状況

備考

欠品時期と入荷状況

備考

欠品時期と入荷状況

未定

イルガチェッフェ G1 コンガ ウォッシュド
6/29販売開始
6/29販売開始

イルガチェッフェ G1 ベロヤ アナエロビックナチュラル

グジG-1 ウラガ レッドハニー
イルガチェッフェ G1 コンガ ナチュラル
イルガチェッフェ G2 フェアトレードJAS
グジG-1 ウラガ タベクルカ ナチュラル

シダモ G2 ウォッシュド カフェインレス
【ケニア】
商品名
カリンドゥンドゥ AB
カラティナAA
キアンデリAA
キウニュウAA
カンゴチョAB
【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

欠品中

8月下旬ごろ販売再開見込
8月下旬ごろ販売再開見込
9月ごろ販売開始予定

備考

欠品時期と入荷状況
7月欠品見込
7月欠品見込

-

8月中旬ごろ販売開始見込

欠品時期と入荷状況

備考

欠品時期と入荷状況
7月欠品見込
10月欠品見込
8月欠品見込

シンビ・ウォッシングステーション ハニー
レメラ・ウォッシングステーション ウォッシュド

キビンゴ・ウォッシングステーション ナチュラル

7月下旬ごろ販売開始見込

備考

バフ ニャルシザウォッシングステーション バロ

【ブルンジ】
商品名
キビンゴ・ウォッシングステーション

11月再開見込

備考

欠品時期と入荷状況
10月欠品見込
8月欠品見込

ネンバ・ウォッシングステーション
ブジラ・ウォッシングステーション ウォッシュド
ブジラ・ウォッシングステーション ナチュラル

7月欠品見込

