
 
 



　kreinの『違いが分かると楽しいっ♪』コーヒー教室 
 
①豆の違い（豆種・焙煎度合い・粒度）　②器具（ドリッパー種による抽出機能）　③水（湯）（水種類・温度）　④淹れる人（動作） 
⓹カップ　⑥その他 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

①美味しいコーヒーの淹れ方 
1、抽出方法について 
準備するもの 
豆（粉）、水（湯）、抽出器具、ミル、スケール、タイマー、スプーン... 
①豆について 
・どんな豆（豆種、ロースト）がいいのか？ 
・挽き方は？ 
②水について 
・どんな水がいいのか？ 
・温度は？ 
③器具と道具について 
・ドリップ、浸漬、サイホン、エスプレッソ、水出しとアイスコーヒー、モカポット…etc。 
④ミルについて 
・どのミルがいいのか？ 
予算、手動か電動か、使いやすさ（収納性とメンテナンス性）、味に与える影響（微粉の発生率） 
⑤時間と比率について 
・湯と粉の接触時間と比率 
 
 
 
「抽出はどのようにして進むのか？」 

 



コーヒーの成分は湯の浸透に伴って粉の内側から表面へ成分が移動する過程を経て粉の表面に達する。そして、お湯に溶け込み最終的にはろ過される。

コーヒーの抽出作業は抽出される成分の「粉内部での移動」「お湯への移行」「ろ過」の3つの過程に分けて考えると理解しやすい。 
・酸味成分の移動は早く短時間で出きってしまう。お湯の温度、時間、挽き方にあまり影響を受けない。 
・苦み成分は移動は早いものから非常に遅いものまで様々である。遅いものほど渋みを伴った重い口当たりになる。遅いものほど、お湯の温度、時間、挽

き方の影響を受けやすい。 
・全ての成分の移動量が増えるのは、抽出温度をあげること、抽出時間を長くすること、挽き目を細かくすることの3つである。 
 
「味と香りをつくる」 
・いつもと同じ統一の味と香りのコーヒーは、マニュアルを作ることプロセスが大事。 
 
※細かい粉ほど抽出速度が大きい。 
※温度が高いほど抽出速度が大きい。 
※温度の効果は粉のサイズが大きくなるにつれて大きくなる。 
 
・酸味コントロールは、使用する原料やお湯と粉の比率で調整した方がいい。 
・苦味コントロールは、挽き方や時間、お湯の温度などを変えることによって、質、量ともに変えることができる。 
 
・クレマが口当たりとフレーバーに大きく影響。 
※モカポットは、気圧1.5程度。 
※エスプレッソは気圧9程度。 
 
 
※アイスいコーヒーは、浸漬法、ドリップ法、点滴法の淹れ方が主である。 
※サイホンはお湯の温度が変えられなく高温に限定される。パフォーマンス力の点は魅力的。 
 
 
コーヒーの美味しさを保つためには、水分、酸素、光、温度、状態、を慎重に注意が必要である。 

 

　　　　　　焙煎度合いは8段階と世界のコーヒーの香味特徴 

 



 

 



 

 



代表的な品種系統図 
 
 
 

 
 

 
 
※カフェインレスコーヒー（デカフェ）は、水出しコーヒーで作った方が美味しい。 
　カフェインは熱を加えると出る！という事を知っておいて下さい。 

 



難しそうっ！　面倒くさそうっ！　豆の種類が多くて選べないっ！　好みの味となんか違うっ！　... 
という人でも、美味しくコーヒーを淹れることが出来ます。 
 
あなたはどんなコーヒーが好きですか？　好みの香りや味は人によって違います。 
あなた好みのコーヒーを是非淹れられる様になって最高のコーヒーを楽しんでみましょう♪ 
 
（好みの味・豆の選び方・全体の流れ・テクニック・思考法・自分アレンジ） 

　　　　  

 

①香味コントロール　　　※コーヒー香味は以下で決まります。 
・生産国・品種・生産処理（素材が命） 
・焙煎度合い（浅煎り・中煎り・深煎り） 
・粒度（粗挽き・中挽き・細挽き） 
・抽出（重さ・時間・温度・注ぎ方） 

②コーヒーの淹れ方　※6ステップ 
・豆選びと計量 
・挽く 
・温めセッティング 
・蒸らし 
・抽出 
・完成 



 

 

南米（ブラジル・コロンビアなど）【バランス】「甘さと酸味のバランス」ブ

ラジルは日本で最も馴染み深い生産国。「コーヒーと言えばブラジル」のコーヒーは、

バランスの良い味わい、酸味は穏やかで丸みのある味わいが特徴的なコーヒーで

す。コロンビアは、軽やかな酸味と甘味のバランスが絶妙な味わい。この2銘柄の南

米のコーヒーは、甘味と酸味のバランスが取れた味わいで、より酸味が抑えられた

コーヒーが良い、という方はブラジル、バランスは重要視したいけど、酸味は欲しい、

という方にはコロンビアがおすすめ。 

中米（パナマ・グアテマラなど）【キレ・スッキリ】「軽やかで爽やかな酸味

とフルーティー感」中米は、パナマ、グアテマラ、コスタリカ、エルサルバドル、ホン

ジュラス、メキシコなど数多くの名産地が集まる地域とも言えます。中米は総じて、世

界のコーヒー産地の中でも標高の高い地域が多く、酸味や風味特性に優れたエリア

が多く見られます。ゲイシャ種に代表されるさまざまな品種が数多く栽培されているの

も、中米の特徴。キレ・スッキリ系の酸味に特徴のある味わいが多いく軽やかな味わ

いや柑橘系の爽やかな酸味は中米で栽培されたコーヒーの大きな特徴。 

アフリカ（エチオピア・ケニアなど）【キレ】「芳醇で濃厚な香りと際立つ酸

味」アフリカを代表する2大産地と言えば、ケニアとエチオピア。特にエチオピアは

「コーヒーが生まれた地」とも呼ばれており、花のようなエレガントな香りとフルーティー

さがあります。またケニアは、日本にも根強いファンがたくさんいます。そのキリッとし

たキレのある酸味と、柑橘系やベリー系を連想させる香りが多くのファンを虜にしてい

ます。エチオピアもケニアも総じて酸味に特徴があり、ボディは軽やかです。エレガン

トでフルーティーな香りと酸味を楽しみたい場合にアフリカ系はおすすめです。 

東南アジア（インドネシアなど）【コク】「ボディと苦味の重厚な風味」東南

アジアの生産国で、日本で1番有名な銘柄は「マンデリン」で知られる。インドネシアは

一言で表すと「力強い味わい」と言えます。アーシー（土っぽさ）を感じさせる香り、重

厚感のあるボディ、程良い苦味が調和するとてもユニークな生産国です。深煎りにも

適していますので、ガツンとした苦味とコク、エキゾチックな香りを楽しみたい場合にお

すすめな銘柄です。 



 
 

+　スマトラ式 
インドネシアのスマトラ島での精製方法（途中までウォッシュド製法と同じだが、乾燥しきる前に脱穀する。） 

 



朝に飲みたいコーヒー 
中煎り・・・ブラジル・エルサルバドル…甘み、酸味、苦味のバランスの良いナッツや柑橘系を思わせるコーヒー。 

 
昼に飲みたいコーヒー 

深煎り・・・グアテマラ、コロンビア...少し苦みのあるボディーがしっかりしたスッキリできるコーヒー。 
 

夜に飲みたいコーヒー 
浅煎り・・・中米、アフリカ（エチオピア）...セクシーでアダルト感がある完熟フルーツや花の香を思わせるエレガントなコーヒー。 

 
 
 

豆の保存法 
豆はパッケージのまま保存がベスト。焙煎後のコーヒー豆は一週間以内に飲み切れる量を購入しましょう。 
パッケージが遮光タイプ、高温多湿に気を付けなるべく低い温度で保管しましょう。 
たくさんの豆のストック法は、更に2～3重に密封袋に入れて冷凍室（庫）で保存しましょう。 
（約3ヶ月～保存期限を延ばせます。） 
冷凍室（庫）から出したコーヒー豆はいつも通りに挽いて抽出してOKです。わざわざ冷凍豆を使用するバリスタもおります。 
※粒度分布を狭め効率よく粉の表面積を大きくできると化学的にも明らかになったから。 
 
冷蔵保存はNGです！！冷蔵庫の高機能（脱臭と乾燥）でコーヒー成分要素を失わないようにしましょう。 
 
 
 

抽出のステップ 
 

①水を沸かす　②コーヒー豆を計量する　③　コーヒー豆を挽く　④ドリッパーにペーパーとコーヒー粉をセットする 
⓹サーバー（カップ）のあたため　⑥コーヒーを蒸らす　⑦お湯を複数回に分けて注ぎ規定量になったら完成 
 
 
 

 



 
ペーパードリップ（準備物） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

サーバー 軟水 
ペーパー 

スケール＆タイマー コーヒー豆 ドリッパー＆スプーン 

グラインダー 
ケトル 

 
※グラインダーは粉が下に落ちるものが良い。 
※質の良いコーヒー豆はハリオV60ドリッパーが
　良い。 
※お湯温度は熱湯を使用しない。 



 

 

 
 
 
 

 
バランスが良いうえにコク

が出る 
 
 
 
 

 
バランスが良い 

 
 
 
 
 
 

雑味が少ない 
 
 
 
 
 

さっぱりキレが良い 
 
 
 
 
 
 

コクを最重視 

ペーパードリッパーの主な種類と特徴 
 

左図を参考 
 
他、金属製・プラスチック・セラミック・陶器・ガラスなど 
材質や形状機能が異なりでそれぞれの特徴があります。 
 
使用前はあたためたり清潔に取り扱うように気を付けましょう。 
 
 
 
 
※豆の成分は、実は3割しか水に溶けない。 
よって、いかに効率よくコーヒーの成分を水に移すか..を考えて.抽出をする
ことが重要になる。 
 
雑味を出さずに、香り（フレーバー・アロマ）と舌触り良いコーヒー味が楽
しめる抽出に気を付ける。 
 
 
 

抽出ポイント 
 

①豆の重さ　②お湯の重さ　③抽出時間　④温度　⓹蒸らし 
⑥注ぎ方（流量・流速・回数・高さ） 
 
ルール化すると安定の美味しいコーヒーを淹れられます。 

 
 



 

 
 
 
 

コーヒー粉量 
 

1杯のコーヒーは、10～12ｇコーヒー豆（粉）を使用します。 
 
1杯分のコーヒーをいつも同じ味に淹れるのは実はとても難しいのです。淹れる人によっても変わります。 
安定のコーヒー味を楽しむのには、2杯以上のコーヒーを淹れる、又は200㏄以上のコーヒーを淹れると良い。 
ちなみに、18ｇで200ｃｃ出来上がりコーヒーの抽出は茶房クレインで提供している私の淹れ方です。 
 
 
香味は、約80ｃｃまでの湯量と蒸らし時間で決定されます。 
それ以降の動作作業は、定量まで成分をより多く移しながら濃度を薄める作業と抽出パフォーマンスを楽しむという事になります。 
自分の至福コーヒーの為、又は大切な人が美味しいと喜んでもらえる為を思って抽出すると宜しいと思います。 
ちなみに、コーヒー養分（成分）が水に移り出るのは3割までで、良質なコーヒー豆の使用の際は必要養分（成分）を最大限に抽出出来るよう意識してド
リップしましょう。 
 

 
 
 

 

 
 

サーバーのメモリガイド活用法 
 

①120ｃｃ　　②130ｃｃ　　③100（50）ｃｃ 
 

・コーヒーカップ用に、①120ｃｃで淹れてみる。濃い場合は②130ｃｃで淹れる。 
・マグやマルチカップ用で、③200ｃｃで淹れる。 
 
 
※全抽出時間は、3～4分。 



 
水（湯）は、軟水で抽出 

 
ミネラル成分による効果は以下の通りです。 
・質感・・・カルシウム　（濃度を引き出す） 
・酸味・・・マグネシウム（フレーバーを引き出す） 
※アルカリ性が高いとマイルドになります。が香りが薄れないように気を付けましょう。 
※水道水は煮沸してカルキ臭を除去して冷ましてから使用しましょう。 
 
 

[基本] 
2人分のコーヒーをハリオV60でハンドドリップ抽出 
 
コーヒー豆（粉）20ｇ 
90度くらいの湯300ｃｃ　 
 
①ドリッパーにペーパーをセットし、コーヒー粉を入れて平らにしましょう。 
②ドリッパーはあたためましょう。 
③1投目、湯が入ったポットでドリッパーの真ん中を狙って静かに湯を注ぎましょう。ドリッパーにポタっと10円くらいコーヒー液が落ちたらストップで
す。 
　蒸らしの時間は30～45秒です。 
 
④2 投目から適量までのの字を書くようなイメージで真ん中に湯を注ぎましょう。 
　　細くゆっくり淹れるとしっかりしたテイストになります。 
 
　　※ドリッパーのフチに湯を当てないようにしましょう。 
　　※真ん中から500円くらいまでの範囲で注ぎ、ザブザブならないように注意。 
　　※ハリオV60の抽出特徴を活かして美味しいコーヒーを淹れましょう。 
 
⓹適量になったら、ドリッパーに湯があっても外しましょう。 
　　※雑味まで下さない。 

 
⑥出来上がったら、温めていたコーヒーカップに注いで出来上がりです。 
 
 
 

 



準備をしてる時から、抽出をしてる時、コーヒーを飲んでいる時、飲み終わるまで（と、かたずけをする時まで）心地よいコーヒーの香りを味わい以上に
是非お楽しみ下さい。 

 
健康コーヒーについて　　 

１日3杯のコーヒーが人を健康にする！　トクホを超えた飲み物 
 

５味５色＝５薬５食　※５食より１０種の食べ。健康つくり（ダイエット含む）は、カロリーではなく必須栄養素をバランスよくとると良い。 
5味　→　甘い・酸っぱい・塩辛い・旨い（旧：辛い）・苦い 
5色　→　赤・黄・緑（青）・白・黒　（黒には、コーヒーが含まれます。） 
 

 

① 
・脂肪燃焼パワー 
・代謝率アップ 
・運動時の燃焼効果アップ 
・クロロゲン酸の血糖値上昇抑制作用 
・食欲を抑える 
・便秘予防 
・ダイエットに効くコーヒーがある 
・グリーンコーヒーサプリで 
コーヒーカフェイン量で 
 

② 
・毎日飲むと寿命が延びる 
・糖尿病の予防ができ、減る 
・長寿ホルモン、アディポネクチンの分泌を増やす 
・認知症予防 
・胃に悪い？ 
・お酒を飲み人はコーヒーを飲みなさい 
・痛風予防効果 
・うつ病と自殺が減る 
・体を冷やす？ 
健康に効くコーヒー豆の焙煎度合いで 

③ 
・成功するダイエット 
・国際的に認められているダイエット法 
・自分に合うダイエット法 
・血糖値について 
・GI値よりGL値について 
・血糖値をあげない食事法 
・ハーバード大が推進する地中海食ダイエット 
・日本型低脂肪食ダイエット 
・バターコーヒーダイエット 
1杯の量はどれくらいか 

⓹ 
・ガンで死亡者が減り、かかる人が増えて
いる。 
・都道府県でガン死亡率が違う 
・乳ガン、子宮ガン、前立腺ガン、肝臓ガ
ン発症率減（緑茶では減らない） 
・大腸がんとの関係 
・口腔、咽頭、食道ガンリスク減 
・胃がんの原因にはならない 
ポリフェノールリッチな食事を 

⑥ 
・リバウンドしないペース 
・停滞期の乗り超え 
・朝食を食べてダイエット 
・腸内洗浄・断食効果 
・姿勢と体幹で部分ダイエット 
・ダイエットのための必要栄養 
・ダイエットのためのタンパク質のとり方 
・糖質と脂肪、食物繊維、ビタミン、ミネラル、ポ
リフェノールのとり方 
コーヒーはカレーを美味しくする調味料 
 

クロロゲン酸 
ポリフェノール　　　　脂肪酸 
　　　　　　　　　　　リノール酸 
カフェイン 
ニコチン酸 
 
※1日のカフェイン摂取量（0.9ｇ）は400㎎までに！ 
コーヒー100㎎中約0.1ｇのカフェインが溶け込んでる。 
※食事でアディポネクチンを増やすのははコーヒー
だけ！ 



SDGsへの取り組み 
に、既に私達は関わっていてこれからも間違いなく関わり続けます。 

知っておいてくださいね！ 
 

コーヒーの木を植える 
コーヒーを育てる環境を応援する 
コーヒーで健康と思いやりをより持つ 

オーガニックコーヒーにはたくさんのチャンスがある 
コーヒーは、なにより、おいしい！ 

 
美味しいコーヒーとは、とても奥が深く、歴史も長い。 

今身近なコーヒーは、農作物です。 
 

 
 

是非、頂く１杯のコーヒーの背景も考えて見て下さいね！ 
 

　　　　　　　　　　　　 
 

 
 

 

 

コーヒーインストラクター＆コーディネーター 
食育インストラクター 

スパイスインストラクター 
フードコーディネーター 

小さなカフェopen準備スクール 
茶房クレイン　　代表　小野寺　昭子 



＜WS＞ 
 
①ハンドドリップ（ペーパードリップ　基本編）でコーヒー抽出をマスターする。 
②アレンジコーヒーを作って見る。 
　 

 
③ハンドドリップ（アイスコーヒー　基本編） 
④産地の特徴を知ることと飲み比べ。 
⓹MYブレンドコーヒーを作って見る。 
⑥サイホンコーヒーで抽出。 
⑦コーヒーかすの再利用。 
⑧産物を足してフレーバーコーヒーを作ってみる。 
その他 
　 
※本格的にコーヒーインストラクター、コーヒーマイスターになりたい方向け教室と、小さなカフェをオープンしたい方向け教室も行ってます。 

 

・カフェオレ 
　・ラテ 
　・３Dラテ 
　・ダルゴナ 
　・コーヒーゼリー 
　・コーヒー焼酎 
　・他       


