
JOURN AL広報

HORIGUCHI COFFEE

堀口珈琲の “今” をお伝えするニュースレター。コーヒー時間のお供にどうぞ。
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今年のコンセプトは【冬の移ろい】。
段々と寒さが増し季節が移ろいゆくこ
の時期に合わせて、“透明感の中に
現れる味の移ろい”を表現しています。
世田谷店では、12月1日から23日頃
までエスプレッソメニューをハッピーホ
リデーブレンドで提供します。
この時期だけの特別な味わいをぜひ
体験してみてください！

次ページへつづきます

スペシャルティブレンド宣言

　突然ですが、スペシャルティコーヒーを
駆使して風味を創造していくブレンドを「ス
ペシャルティブレンド」と呼ぶことをここに
宣言します。
　それは、優れた品質の素材（生豆）を
手にすることだけに満足せず、様々な焙煎
を通してスペシャルティコーヒーの素晴らし
さを伝えてきた堀口珈琲が、その先の新
たなコーヒーを目指し続けるという宣言で
もあります。
　スペシャルティブレンドは、限られた素
材しか手に入らなかったスペシャルティ以
前の焙煎・ブレンドを駆使したコーヒーと、
素材の品質に力点を置いたスペシャルティ
コーヒーとを融合する取り組みと言えます。
堀口珈琲がスペシャルティコーヒーの発展

と歩を合わせながら、常に試みてきた取り
組みです。
　先人が築き上げてきた技術・文化の土
台にスペシャルティコーヒーという新たな要
素が加わることで、日本初の珈琲文化に
昇華させていく取り組み、といったら大袈
裟でしょうか。

「ハッピーホリデーブレンド」販売中！12月23日頃まで

スペシャルティブレンドならでは

　コーヒーにおいてブレンドする理由は
様々ですが、スペシャルティブレンドでは
“ブレンドならではの風味の創造”、この一
点に尽きます。
　では、ブレンドならではの風味とはどん
な風味でしょう。単純な問いですが、この
問いについて深く考えたことのあるロース
ター・ブレンダー、明確に回答できるロー
スター・ブレンダーは少ないのではないで
しょうか。
　私はシンプルに “複雑さ” と答えます。
香り・酸味・テクスチャーなどスペシャルティ
コーヒーの風味を構成する要素（詳しくは
ニュースレター No.4 参照）

のいずれか、もしくは全てにおいて、シン
グルオリジンではなし得ない “複雑さ” が
感じられること。これこそ私がブレンドに
求める “ならではの風味” です。

ハッピーホリデーブレンド
フルシティロースト 2,160円(税込) / 200g

広

報担
当・中川の

堀口珈琲のブレンド
社長・若林のコーヒーコラム

※素材や配合の詳細は
　ネットショップをご高覧ください。

https://www.kohikobo.co. jp/news/letters/HCNL-20210702.pdf
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本ページ下部へ 詳しくはPage 2へ

　いつも堀口珈琲をご愛顧いただきありがとうございます。早い
もので 2021 年も残り1ヶ月ほどとなりました。振り返りが少し早い
ですが、今年はこのニュースレターをきっかけに、「堀口珈琲のこ
と」を少しずつ発信し始めた 1 年でした。来年も継続予定です
ので今後もどうぞお楽しみに！
　さて、前回（No.5）は社長・若林のコーヒーコラムをお休み
させていただいた分、今回はたっぷりと「堀口珈琲のブレンド」
についてお伝えしています。最後までぜひご高覧ください。



コーポレートサイトリニューアル後、堀口珈琲では新たに WEB マガジンを始動し
ました。その名も『HORIGUCHI  COFFEE チャンネル』。6つのカテゴリーで
コーヒーを通して日常に彩りを添えるさまざまな読み物をお届けします。

スペシャルティブレンド作りの手順を見
ていきましょう。要約すると次の４ステッ
プで、スペシャルティを積み重ね作ってい
きます。

　各ステップにあるどの要素が不足して
もスペシャルティブレンドには辿りつけま
せん。
　せっかくなので全てのステップを細かく
解説したいところですが、今回はシング
ルオリジンに仕立てる Step  2 とブレンド
に仕上げる Step  3 に集中して深掘りして
いきます。

スペシャルティブレンドを作る

シングルオリジンは言葉の響きから “生
豆” だけに関心が向きがちです。しかし、
コーヒーを楽しむためには、消費地（私
達であれば日本）における “焙煎” が
欠かせません。これはとても重要な点で
す。なぜなら、焙煎は生豆に劇的な変
化をもたらす加工であり、たとえスペシャ
ルティな生豆であっても焙煎次第でその
ポテンシャルが引き出されないまま台無
しにされてしまう可能性があるからです。
様々な生豆を経験してきたスペシャルティ
ロースターが適切に取り扱うことで、スペ
シャルティな生豆は産地の個性を発揮し、
“シングルオリジン” として楽しむにふさわ
しいコーヒーに仕上がるのです。
　余談ですが、このことが消費者の方々
に浸透し「堀口珈琲のシングルオリジン」
「〇〇コーヒーのシングルオリジン」といっ
た捉え方が一般的になれば、“シングル
オリジン＝浅煎り” といった誤解も解消
され、シングルオリジンはより多様性を広
げ、コーヒーは嗜好品としてまた一歩階
段を登ることができるでしょう。ワインに
例えると、「ネゴシアン・ホリグチのクロ・
ド・ラ・ロカ」といった捉え方です。

Step 2 シングルオリジン作り

シングルオリジンを組み合わせ “ブレ
ンドならではの風味” を創造するのがス
ペシャルティブレンドです。この創造は想
像から派生します。すなわち、ブレンド
ならではの風味を

・・
想像し、実際のブレン

ドとして
・・
創造 するのです。

　想像の経路は大きく分けて２つありま
す。１つは、あるシングルオリジンをテイ
スティングした時に「これを使ってブレン
ド作りたい」と想像が膨らんでいく経路
です。もう１つは、これまで経験してきた
コーヒーを頭の中で見渡し、“ブレンドな
らでは” に仕上がる組み合わせを検討し
ていく経路です。
　どちらの想像の経路も辿るために必要
な道具があります。シングルオリジンの風
味地図です。もう少し簡単に言うと、こ
のコーヒーの風味のポジションはこの辺
で、このコーヒーはあの辺といった地図
です。これを自分の中で構築しておかな
いと想像のしようがないのです。風味地
図が精巧であればイメージの精度は高
まっていきます。

Step 3 ブレンディング

Step 0
スペシャルティな環境と
生産者による生豆づくり

Step 1
スペシャルティテイスターに
よるクリーンかつ特別な風味
をもたらす生豆の選抜

Step 2
スペシャルティな生豆
× スペシャルティロースター
→ 真のシングルオリジン

Step 3
様々なシングルオリジン
× スペシャルティブレンダー
→ スペシャルティブレンド

次ページへつづきます

ーを掲載しています。私たちの仕事のこと、コーヒーへの愛、会社への想い……
などなど、普段直接お伝えできない部分をあれこれ聞き出しています。
 最新記事はブレンダーの秦（しん）に仕事のことを中心に、少しパーソナルの部
分をインタビューしています。ブレンダーってどんな仕事？コーヒーを仕事にしよう
と思ったきっかけは？そんな疑問について赤裸々に答えてもらっています。普段と
は異なる一面を見えるかもしれませんのでぜひご覧ください。

最新のおすすめ記事     「あの人の仕事紹介 / 製造部：秦（しん）はる香」

今回ご紹介するのは「ARTISTS」ページ。堀口珈琲で働くスタッフへのインタビュ

https://www.kohikobo.co.jp/channel/HORIGUCHI COFFEE チャンネル：

秦へインタビュー中の様子
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2013年：スペシャルティブレンドの
萌芽とブレンドの基本

スペシャルティブレンドの先駆けは堀口
珈琲が 2013 年春にリリースした９つのブ
レンドです。浅煎りから極深煎りまで網羅
した９つのブレンドは、風味をイメージす
るだけでなく、銘柄一つひとつにテーマを
設定した上で、そこに向かって素材選定・
焙煎・配合を詰めていくという手順で作り
上げられました。この作成過程は、現在
の堀口珈琲のブレンド作成手法の土台に
もなっています。
　さらに、この９つの銘柄はもう一つのブ
レンドらしさも兼ね備えています。それは
作り続けるという “らしさ” です。作り続
けることはブレンドの基本です。お客様が
いつでも楽しむことができる、という素晴
らしい価値をもたらします。もちろん期間
限定の特別ブレンドはその時限りのワクワク
するコーヒーです。しかし、作り続けるブ
レンドがあってこそ特別ブレンドは輝きを
増します。

2021年：CLASS IC シリーズ
への進化

　９つのブレンドをリリースしてから７年が
経過した 2020 年、風味をチェックしてい
る中で重大なことに気づきます。９つのブ
レンドで表現しようとした “ブレンドならで
はの風味” に迫るシングルオリジンの出現

です。素材（生豆）と焙煎の双方が進化
したことでシングルオリジンの風味が劇的
に進化していたのです。
　堀口珈琲は生豆を漫然と買うだけでな
く、パートナーとも言える生産者達とのコ
ミュニケーションも大切にします。たまたま
の品質ではなく安定した品質、より高い品
質を目指してのことです。コーヒーのさらな
る多様性を求めて、新たな生産者や新し
い生豆の発掘にも力を注いでいます。こ
れらは単年で大きな成果をもたらすことは
ほぼありません。しかし、小さな変化が積
み重なることで、目に見える進化に繋がる
こともあります。2020 年はまさにその時を
迎えていました。

　焙煎についても同様です。常に試行錯
誤を積み重ね進化を模索しています。その
中でも 2017 年から着手した新たな焙煎
手法の構築は、より素直に素材の特徴を
“取り出す” という大きな進化をもたらしま
した（詳しくはニュースレター No.2 参照）。

　素材と焙煎の双方で、少しの進化が 7
年積み重なり、シングルオリジンを劇的に
進化させていたのです。
 この進化を受け、2020 年７月から 2021
年 8 月までの 1 年強を、改めて “ブレン
ドらしさ” を追求する時間に費やしました。
当初はその対象を一部の銘柄に限定して
いましたが、想像の過程で、創造を進め
る中で、“らしさ” 追求の対象は拡大し、
最終的には９種すべてのリニューアルへと
発展していきました。
　そして、2021 年 8 月 21 日、さらなる “ブ
レンドらしさ” を兼ね備えた９つのブレンド
を、堀口珈琲は「CLASSIC シリーズ」
と名づけ、名実ともに堀口珈琲の「定番」
としてリリースしました。それは、シングル
オリジンの進化に後押しされ進化を遂げ
たスペシャルティブレンドです。
　次はこのブレンドたちがシングルオリジ
ンを次のステージに進化させる番かもし
れません。

2021年のニュースレターは
今号が最後になります。

来年は新しいコラムも始まりますので、
ご期待ください。

https://www.kohikobo.co. jp/news/letters/HCNL-20210304.pdf

( 若林 )
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取材や掲載に関するお問い合わせ先

株式会社堀口珈琲　広報担当：中川紗彩
TEL：080-7333-4691
Email：s.nakagawa@kohikobo.co.jp

広報サポート：出口はる（フリーランスPR）
TEL：090-2319-5605　Email：harudeguchi@gmail.com

堀口珈琲 ブランドサイト
https://www.kohikobo.co.jp/

堀口珈琲 オンラインストア
https://kohikobo.com/

店舗情報
https://www.kohikobo.co.jp/shop/

最新情報は で
@horiguchicof  fee
@hor iguchicof  fee
@kohikobo

随時更新中！

ニュースレター バックナンバー
https://www.kohikobo.co.jp/news/newsletter/

堀口珈琲の「今」を伝えるニュースレターを配信中！

Prof i le

1980 年埼玉県秩父市生まれ。2005 年堀口珈琲に入社し、焙煎・ブレンディング・生豆調達の担当者
として経験を積む。生豆事業と焙煎豆製造・流通の各部門の統括者を経て、2020年7月より現職。

若林 恭史（わかばやし たかし） 株式会社堀口珈琲 代表取締役社長


