Daikanyama
April 24th
GRAND OPENING!

The Urth News
Urth = Welsh for “Earth” + Caffé = Italian for “Coffee”

Dadicated to sharing the latest Urth Caffé news, philosophy,
new menu items, stories of our directrelationships with heirloom organic coffee farmers,
rare tea estates, and local, sustainable, organic produce farmers.
Urth Caffé の最新ニュースや企業理念、新メニューのご紹介などの情報をお届けいたします。
エアルーム( 原種）オーガニックコーヒー農家との関わり合いなどについてのストーリー、
貴重な茶葉農園、生産地域、継続性、オーガニック栽培農園について掲載いたします。

Welcome to Urth Caffé
Urth Caffé へ、ようこそ！

History of Urth Caffé
Urth Caffé ヒストリー

Urth Caffé（アースカフェ）は、1989 年に米国で最初のオーガニック・コーヒー

Urth Cafféの創始者、シャローム・バーグ

の会社として設立、1994 年、ロサンゼルス市メルローズアベニューに 1 号店を出

マンとジラ・バーグマンは『地球と人間を

店しました。

健康にするビジネスを成功させたい』と願
い、1989年 に 米 国 初 のオーガニックコー
ヒーの会社を設立しました。
二人が出会った、ペルーの小さな村で先
祖伝来の珍しい原種木「家宝のコーヒーの
木」は、熱帯雨林の木陰の中で自然ととも
に育っていました。それは、最も酸化の少な
い、優れた甘さとアロマのような香りを放つ
宝物のようなコーヒーだったのです。
しかし、この無名の原種木は、商業用に
はまったく不向きで、栽培の危機に瀕して
いたのです。シャロームとジラは、この農家とエアルームコーヒーを守るため、世
界初の認定有機栽培のコーヒー豆として、正当な値段で買い上げ販売を開始、
やがてこのコーヒーの美味しさに衝撃を受けた人々の熱烈な支持を得て、オー
ガニックコーヒーの会社としてスタートしたのです。

Urth Cafféのコーヒー生豆はエアルーム（原種）コーヒーを昔ながらの栽培
方法でていねいに育て上げています。
そして、私たちは独自の製法と品質管理により、米国OCIAのオーガニック認
定を受け、そのコーヒーは独特の風味、コク、香りを生み出しています。
このたび、私たちは日本への出店においても、環境保護に取り組みつつ、最高
の一杯をお客様にご提供いたします。

About Urth

Why Organic?

なぜ、オーガニック？

コーヒーの木は直射日光の場所では育ちません。密集した熱帯雨林の木陰で
育つのです。しかし生産性を上げるために開発された日光に強いハイブリッド
種は、世界の70％を占め、熱帯雨林の伐採が加速し、森林破壊に繋がっている
のです。
Urth Cafféは自然の生息地を維持するため熱帯雨林の密集した林冠の日陰

わたしたちのこだわり

で育つオリジナルコーヒーの種を使います。そして、従来のコーヒーの市場価格
の約 3 倍以上の金額で購入しています。

コーヒーは、大量の化学物質によって汚染されている食品であることを、皆さ

それは、コーヒー農家への公正な賃金と、より良い生活環境に結びつき、森林

んはご存知でしょうか？ 大量生産に伴う自然に抗った生産方法は、環境破壊の

破壊や抑圧的な労働条件のもとで作られているコーヒーとは全く違ったオーガ

みならず、やがては私たちの健康にも影響を及ぼします。

ニックコーヒーを提供することで、その価値を皆様に届け、新しいコーヒー産業

Urth Cafféのオーガニック栽培は、100％化学物質を使っていないというこ
と、土壌、葉、化学残留物の検査試験をしていること。そのオーガニック認定を
米国OCIAなどの信頼できる国際的第三者機関から取得しています。そして、
コーヒー豆の焙煎についても定期的な施設点検をしています。
フレッシュロースト（直前焙煎）されたオーガニックコーヒー、手でていねい
に摘んだ茶葉の上質なティー、また、料理の食材も厳選した食材を使用して、皆
様にご提供いたします。

のあり方、食のあり方を知っていただきたいと心から願っているからです。

Classic
Belgium Waffle

Daikanyama
Recommendations
Urth Caffé 代官山オススメMenu

Caffé Latté
カフェ ラテ
small 500 円

オーガニック栽培のエアルーム
コーヒーを使用したラテです。
世界で一番美味しいと言われ
ている自慢のラテです。

Grand Opening
Special

クラシック ベルギー ワッフル
850 円

グランド オープン スペシャル
1,380 円

キャラメルソースまたはチョコレート
ソース＆バニラアイス

抹茶ラテ/ 和束
small 550 円

Poach Di Parma

ポーチ・ディ・パルマ

京都和束町で収穫される和束
茶は100％ノンブレンドのピュ
アな宇治茶。オーガニックの抹
茶をお楽しみください。

Japanese Tea Latté
WAZUKA

Organic
Green Tea Boba

1,500 円

ブリオッシュ、モッツァレラチーズ、ルッ
コラ、パルマ産プロシュート、卵 2 個の
ポーチドエッグ、バジルオイルのトマト、
パセリ、メロン、ストロベリー

Chicken Curry
Sandwich
オーガニック
グリーンティー ボバ

チキン カレー サンド

650 円

half 1,100 円 full 1,600 円

チキン、レーズン、オニオン、セロリ、
トマト

オーガニック茶葉「和束」のブレン
ドアイスドリンクにボバタピオカ

zHow

to order Caffé z

Urth Caffé のコーヒーをオーダーするという、ちょっと楽しいセレクション

1

2

ホットかアイスをお選びください

Hot

or

Ice

すべてのコーヒー、エスプ
レッソはアイスにできます

コーヒーをお選びください
Urth Italia
Dolcé

or

Decaffé

3

Urth Caffé

Dolcé ライトロースト

代官山オープン記念
トートバッグ登場！

Urth Italia ミディアムロースト
深くて香ばしいテイスト

Decaffé デカフェ
99.9％カフェインフリー 100％無添加

スイスウォー タープ ロ セ スに より、カフェイン を
99,9％抜いています。完 全オーガニックの豊 かな
コーヒーの味をぜひお試しください。

Medium

×

軽めでコクがあるテイスト

カップの大きさをお選びください
Large

Japan Limited

Small

Urth Cafféのカップのサイズは
3 種類 : Small/Medium/Large
アイスドリンクは Regular/Large

マイカップお持ちの方は５％オフ
になります

その他、ミルクの種類や温度、シロップの追加や甘さの調整などスタッフにお申し付け
ください。お好みのカスタマイズをお楽しみください。

限定 1000 個！【シリアルナンバー入】

【サイズ】W42×H32×D14cm
【素材】コットン
【ポケット】外側ファスナー付１ヵ所 / 内側３ヵ所

Urth Caffé 代官山
東京都渋谷区猿楽町 8-9
TEL.03-5784-3301
HP
http://www.urthcaﬀe-japan.com
Facebook
http://www.facebook.com/UrthCaﬀeJAPAN

Price ¥1,800（税込）

