販売状況及びに欠品予測（2022年8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

欠品時期と入荷状況

トミオフクダ ブルボン ナチュラル
10月欠品見込
8月欠品見込
8月欠品見込

カルモエステート ムンドノーヴォ ナチュラル ナノロット

パッセイオ農園 イカトゥ ナチュラル
セルカ・デ・ペドロ・サンベネディート パルプドナチュラル

オーロ・ヴェルデ ナチュラル
セーハ・ド・ボネ レッドカトゥアイ ハニー
エデルヴァル・サートリ カトゥアイ PN
エディオ・ミランダ レッドカトゥアイ ハニー
ランチョ・ダンタス カトゥアイ PN
シティオ・トマジーニ カトゥアイ PN
パッセイオ農園 ブルボン パルプドナチュラル

11月欠品見込

-

11月頃販売予定

【コロンビア】

商品名
サンチュアリオ農園 ブルボン
エル・グアモ ジャスミン・オルドネス コロンビア ウォッシュド

ブリサス農園 カスティージョ ウォッシュド
エル・ミラドール農園 カスティージョ ウォッシュド

エル・バルジェル ティピカ ウォッシュド
ラ・イザベラ農園 デイビー・ガブリエル ウォッシュド
ラ・カニャーダ農園 アフラニオ・マンチャバジョイ ウォッシュド

ラ・ロマ農園 マリア・ベルナルディータ カトゥーラ

エル・ボスケ農園 カトゥーラ ウォッシュド
エル・ノガル農園 カトゥーラ ウォッシュド
サン・ルイス農園 カトゥーラ ウォッシュド
エル・ポルベニール農園 カトゥーラ ウォッシュド
アルト・デル・オビスポ ラ・エスペランサ農園 カトゥーラ

エル・ノガル農園 ピンクブルボン ウォッシュド
ベルサイユ農園 ピンクブルボン ウォッシュド

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
サンチュアリオ農園 ブルボン
サンチュアリオ農園 ブラックライムハニー
ナリーニョ トロピコ・スル ウォッシュド
ウイラ カトゥーロ・チロソ DFWﾞ
ファンマルティン農園 シドラ ナチュラル
ファンマルティン農園 シドラ ウォッシュド

備考

欠品時期と入荷状況

カウカ
カウカ
カウカ
カウカ
カウカ
ナリーニョ
ナリーニョ
ナリーニョ
ナリーニョ
ウイラ
ウイラ
ウイラ
ウイラ
ウイラ
ウイラ

8月一時欠品見込/9月下再開予定
9月欠品見込

ウイラ
ウイラ
シエラネバダ
カウカ
カウカ
ナリーニョ
ウイラ
カウカ
カウカ

10月欠品見込
9月欠品見込

10月欠品見込
9月欠品見込
10月欠品見込
10月欠品見込
8月2日(火)販売開始予定
8月23日(火)販売開始予定
9月27日(火)販売開始予定

11月以降順次販売予定

【ペルー】

商品名
TUNKI イナンバリ農協

備考
-

欠品時期と入荷状況

備考

欠品時期と入荷状況

次回2023年春頃見込

【エクアドル】

商品名

8月欠品見込
10月欠品見込

ラ・フロリダ農園 ティピカ ウォッシュド
サンフランシスコ農園 ウォッシュド
【ボリビア】

商品名
レアンドラ・アングロ
エドゥアルド・トラ
カルロス＆レネ

備考
-

欠品時期と入荷状況
9月21日(水)販売予定

【ジャマイカ】

商品名
ブルーマウンテンNo1
ブルーマウンテンNo1 ジャーニーズエンド農園

備考

欠品時期と入荷状況

-

10月販売開始予定

備考
-

欠品時期と入荷状況

備考

欠品時期と入荷状況

【ドミニカ】

商品名
プリンセサ ワイニーナチュラル

12月

【メキシコ】

商品名
デカフェＪＡＳ

イクスウアトラン ブルボン パープルハニー Santuario Project

イクスウアトラン ブルボン レッドハニー Santuario Project

11月以降順次販売予定

イクスウアトラン F1 アナエロビックナチュラル Santuario Project

【グアテマラ】

商品名

備考

サンマルコス FLO JAS
フロレンシア ブルボン
エル・インヘルト トラディショナル ウォッシュド
レタナ レッドブルボン
ラ・ソレダー
ラ・フォリー
エル・インヘルト ブルボン ウォッシュド
エル・インヘルト
エル・インヘルト
エル・インヘルト
エル・インヘルト

タンザニア カトゥアイ ウォッシュド
マグノリア カトゥアイ ナチュラル
パタゴニア パカマラ ウォッシュド
パタゴニア パカマラ ナチュラル

サンファン テキシク
ラ・グラヴィレア ウォッシュド
カラウテ パライネマ アナエロビック
ラ・エスペランサ パカマラ
エスペランサ ラ・ベガ
エスペランサ ナチュラル
エル・モリト パカマラ アナエロビックウォッシュド

エル・モリト ハラパ ナチュラル
エル・インヘルト ブルボン ナチュラル
エル・インヘルト イエローナンセ ナチュラル
エル・インヘルト マラウィゲイシャ ナチュラル

欠品時期と入荷状況
10月欠品見込
10月欠品見込

-

8月8日(火)販売開始予定

8月30日(火)販売開始予定
8月31日(水)販売開始予定
9月27日(火)販売開始予定

10月12日(水)販売開始予定

11月以降販売開始予定

【エルサルバドル】

商品名
マラカラ農園 ブルボン ウォッシュド
マラカラ農園 ブルボン ナチュラル
サンタリタ ブルボン FW
サンタリタ ブルボン ナチュラル
ディヴィナ プロビデンシア オレンジブルボン ナチュラル

ロマ・ラ・グロリア パカマラ YH
ロマ・ラ・グロリア パカマラ RH
ロマ・ラ・グロリア パカマラ ナチュラル
サンタエレナ JAS

備考

欠品時期と入荷状況

-

8月2日(火)販売開始予定
9月27日(火)販売開始予定

11月以降順次販売予定

【ホンジュラス】

商品名

エル・プラン パライネマ アナエロビックウォッシュド

備考
-

【ニカラグア】
商品名

備考

テパングアレ ブルボン アナエロビック
テパングアレ ブルボン ウォッシュド
フエゴ・デ・オロ ブルボン ウォッシュド
エル・セドロ レンピラ ウォッシュド
エル・ディアマンテ ブルボン ナチュラル
エル・ディアマンテ ブルボン ウォッシュド
ロス・ノガレス IH90 ウォッシュド
ロス・トレス・エルマノス カトゥアイ ウォッシュド
エル・モナルカ IH90 ウォッシュド
エル・グアヤボ ブルボン ウォッシュド
エル・グアヤボ ティピカ ウォッシュド
ラス・ウバス IH90 ウォッシュド
ラ・ホヤ IH90 ウォッシュド
エル・ロブラル カトゥアイ ウォッシュド
エル・ロブラル カトゥアイ ナチュラル
ミ・レガロ ブルボン ハニー
ロス・ピニョス ティピカ・カルバハラル

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・ススピロ オレンジブルボン PN
サンホセ イエローパカマラ ウォッシュド
サンホセ ジャバニカ ウォッシュド
ロス・アルティプラノス パカマラ ナチュラル
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 ハシェンダ カトゥーラ FW
オホ・デ・アグア マラカトゥーラ FW
エル・ナランホ キラリ マラカトゥーラ ナチュラル

-

欠品時期と入荷状況

10月4日(火)販売開始予定

11月以降販売開始予定

欠品時期と入荷状況
8月23日(火)販売開始予定

11月以降順次販売予定

-

【コスタリカ】

商品名
エルサル ローラ カトゥーラ YH
エルバス レオンシオ ビジャサルチ BH
ドン・オスカル エル・ポトレロ カトゥアイ RH
ハーモニー カトゥアイ RH
ラ・リア ピエサン2000 カトゥアイ WH
ドン・マヨ ロス・トゥカネス ブルボン RH
シュマバ エル・ボスケ ビジャサルチ ナチュラル

ドンリト アルトゥーラ カトゥアイ ＦＷ
シュマバ エル・キンカジュ ビジャサルチ チェリーレポサド RH

ドン・オスカル エル・コヨーテ ビジャロボス RH

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 RH
ドン・マヨ ロス・トゥカネス ゲイシャ アナエロビック

ラ・リア サンロレンソ エチオピア47 YH
アルバル ラ・イスラ ゲイシャ RH
ヴィスタ・アル・バジェ フィデル ビジャサルチ RH
ヘルマノス・ヴァルソ バラブランカ カトゥアイ WH

ラ・コロナ カトゥアイWH
ヘルマノス・ヴァルソ バラブランカ ミレニオ YH
ロス・アンヘレス ケブラダ・グランデ モカ WH

ラ・カンデリージャ FW
ラ・カンデリージャ ハニー
アグリヴィッド オレンジティピカ ハニー
ラ・ピラ ティピカ ハニー

備考
-

欠品時期と入荷状況

9月6日(火)販売開始予定

9月13日(火)販売開始予定

10月以降順次販売予定

【パナマ】
商品名

備考

ベルリナ ナランハル ゲイシャ ウォッシュド
エスメラルダ ダイヤモンドマウンテン
アウロマール ゲイシャ ウォッシュド
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
エスメラルダ プライベートコレクション ハラミージョゲイシャ ウォッシュド

エスメラルダ プライベートコレクション ハラミージョゲイシャ ナチュラル

【インドネシア】
商品名
トバコ マンデリン
ポルン アルフィナー
アルールバダ
ゲガラン
スラウェシアラビカ
ペルマタガヨJAS/FLO/RA
コピルワック
ドロッサングール
【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

-

欠品時期と入荷状況
9月欠品見込
12月欠品見込
10月5日(水)販売開始予定
11月ごろ販売予定

備考

欠品時期と入荷状況

-

10月頃販売予定

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

イルガチェッフェ G1 コンガ ウォッシュド
イルガチェッフェ G1 コンガ ナチュラル

シダモ G2 ウォッシュド カフェインレス
グジ ウラガ G1 レッドハニー
グジ ウラガ G1 ウォッシュド
イルガチェッフェ ゲルシャ G1 アナエロビックナチュラル

イルガチェッフェ サカロ G1 ナチュラル
ゲシャヴィレッジ スルマ ゲシャ1931 アナエロビック

ゲシャヴィレッジ オマ ゲシャ1931 ナチュラル

グジ ウラガ G1 ナチュラル
イルガチェッフェ G2 フェアトレードJAS
シダモ ベンサ ロギータ G1 ウォッシュド
シダモ ベンサ ロギータ G1 ナチュラル
イルガチェフェ ゲデブ チェルベサCWS G1 ウォッシュド

シェカ カヨカミノ農園 G1 ナチュラル
シェカ カヨカミノ農園 G1 ハニー

【ケニア】
商品名
カリンドゥンドゥ AA
ミトンド AA
キアラガナ AB
キアンデリ AB
カラティナ AA
ワチュリ AA
カリアイニ AB

備考

8月30日(火)販売開始予定

9月13日(火)販売開始予定

10月以降順次販売予定

欠品時期と入荷状況
10月欠品見込
10月欠品見込
11月欠品見込
12月欠品見込

【タンザニア】
商品名
モンデュールＡＡ
スノートップＡＡ
【ルワンダ】
商品名
ニャルシザCWS バロFW
レメラCWS FW
シンビCWS ハニー
シンビCWS ナチュラル
【ブルンジ】
商品名
ネンバ・ウォッシングステーション ウォッシュド
リミロ・ウォッシングステーション ナチュラル

備考

欠品時期と入荷状況

-

9月末頃販売再開予定

備考

欠品時期と入荷状況
12月欠品見込

備考

欠品時期と入荷状況
8月欠品見込
11月欠品見込

