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K O H T S U  K A S A I

有限会社かさい珈琲、株式会社かさい珈琲 代表

【協会活動】

【審査員経歴】

【大会実績】

27 COFFEE ROASTERS / CORNER 27

コ ー ヒ ー 生 産 者 か ら あ な た の カ ッ プ ま で

27 COFFEE ROASTERSは、神奈川県・湘南辻堂にある創業24年目のマイクロロースターです。
コーヒー豆の選定・現地買い付けから、焙煎・抽出・販売までを、全て一貫した体制で行っています。
より多くのお客様に素晴らしいコーヒーを提供するために、2012年には実店舗をフルリニューアル。
生産者からあなたのカップまでの物語を、お届けします。

1997年の開業から「すべては最高の一杯のために」をモットーに、神奈川
県内・湘南エリアにおけるスペシャルティコーヒーのパイオニアとして、
真摯に取り組んでいます。

2008 年に出会ったホンジュラスの素晴らしいコーヒーと生産者に魅了され、
ホンジュラスのスペシャルティコーヒーだけを自社コンテナで単独輸入す
る「ワンコンテナミッション」をスタート。2016 年から、国内のマイクロ
ロースター（小規模焙煎業者）では例のない、ワンコンテナ（12トン）単独
買い付けを実践しています（2019 年は 2 コンテナ分買い付け）。 ビジネス
を越えた、人とのつながりを大切にしています。

ロースティング技術は世界中で日々進化しています。
27 COFFEE ROASTERS では、最新鋭のロースターやラボ施設を導入し、
常にコーヒー豆の素材を最大限に引き出す焙煎を目指しています。スペシ
ャルティコーヒーが持つ爽やかな酸の特徴や透明感、スムースな甘さを、
素直に、そして存分にお客様にお伝えします。

私たちは「品質は嘘をつかない」「すべての基本はカッピング」という教え
を大切に守っています。葛西マスターは、2008 年の COE ニカラグア大会
を皮切りに、COE 大会に国際審査員として参加。2016 年からはホンジュ
ラス大会に毎年参加しています。また、JBC バリスタ大会でも2008年より
ジャッジを務め、コーヒーの味覚についての広範なノウハウを蓄積してい
くプロフェッショナルであり続けます。

バリスタは、生産者と消費者をつなぐ “最終提供者”。その存在と役割はス
ペシャルティコーヒーにとってとても重要です。27 COFFEE ROASTERS
では、スタッフ一人一人がプロ意識を持って日々仕事に取り組むとともに、
お客様へのアプローチとフォローアップを大切にしています。

葛西 甲乙

日本スペシャルティコーヒー協会（SCAJ）ローストマスターズ
委員2007～、テクニカルスタンダード委員 2013～

●カップオブエクセレンス（COE）国際審査員　2008～
ニカラグア、ボリビア2008、ホンジュラス2009、コロンビア
2010、ルワンダ2011、ブルンディ2012、コスタリカ2015、ホ
ンジュラス2016～2019
●ジャパン バリスタ チャンピオンシップ（JBC）センサリージ
ャッジ、ヘッドジャッジ 2008～2018
【SCA（全米スペシャルティコーヒー協会）、WCE（ワールドコーヒーイベント）国際資格】

●WCE Judges Certification 2016
●Q Grader 2018～

●ジャパンカップテイスターズチャンピオンシップ（JCTC）5位
2010
●ジャパンコーヒーロースティングチャンピオンシップ（JCRC）6位 
2012

〒251-0043 神奈川県藤沢市辻堂元町5-2-24
TEL 0466-34-3364／FAX 0466-65-2750
●27 COFFEE ROASTERS（コーヒー豆販売）
［月～金］10:00～18:00／［土・日・祝］9:00～18:00
●CORNER 27 -coffee works-（焙煎所＆カフェ）
［月～金・土・日・祝］10:00～17:00
※定休日：毎週火曜、第3月曜日／駐車場 ８台
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27 COFFEE ROASTERS
代表     葛西甲乙

　全世界を襲った新型コロナウイルス。その影響は私
たちが長らくリレーションシップを築いてきた中米の
コーヒー生産国・ホンジュラスにも及びました。感染
拡大により長期の外出禁止令が発令され、経済は大き
く低迷。欧米諸国をはじめとするコーヒー消費国への
コーヒー輸出額も例年より40～50% 減少し、多くの
生産者たちが窮地に陥っています。
　ホンジュラス産のコーヒー豆を中心に取り扱う私た
ちにとって、この危機は他人事ではありません。葛西
マスターがホンジュラスコーヒーと出会った 2009 年
以来、私たちはその魅力に驚かされ続け、買い付けの
ために現地を訪れることはもちろん、今では生産者た
ちが湘南辻堂の当店に毎年来てくれるほどの関係を築
いています。今の当店があるのは、ホンジュラスの生
産者たちのおかげなのです。そんな彼らを救うために、
私たちにできることはないだろうか。そう考えて取り
組んだのが、今回のクラウドファンディング「Keep 
On  Honduras!  Project」でした。
　集まった資金を元にホンジュラスのコーヒー豆の
コンテナ輸入を行う当プロジェクト。開始直後から多
くのご支援・ご声援をいただき、目標金額を上回る
形で無事終了しました。これにより、当初予定して

いた 100Box（1Box=30kg）を超える150Box のコーヒー
豆を、お付き合いのある約 30 名の生産者たちから均
等に買い付けることができます。僅かな量ではありま
すが、それでも今窮地に立っている生産者たちにとっ
ては大きな支援になります。ご支援いただきました皆
様に、スタッフ一同、心より感謝申し上げます。　
　支援者様へのリターン（返礼品）には、ホンジュラス
コーヒーの素晴らしさを知ってもらいたいという思い
から、このプロジェクト限定のオリジナルブレンドを
はじめとした各種コーヒー等をご用意しております。
これから輸入、リターン発送等を順次進めていきます
ので、ぜひ楽しみにお待ちください。

※リターンの発送は 2021年 2月以降を予定しております

　中南米ではまだまだ終息が見えない状況が続いてい
ます。この支援活動はこれからが本番であり、ホンジ
ュラスの素晴らしいコーヒーを日本で広め、届けてい
くことは、これからも私たちの使命であり続けます。
スタッフ一丸となって取り組んでまいりますので、
引き続き応援いただければ幸いです。

　この度のクラウドファンディングに
ご協力いただいた皆様、本当にありがと
うございます！ コロナ禍で皆様も大変な
状況の中、これだけのご支援をいただき、
大きな感動と勇気をいただきました。
一人の力は小さくても、集まればとても
大きな力になります。今回の支援によっ
て、ホンジュラスコーヒーへの思いを皆
様や生産者たちと共有できたことがとて
も嬉しいです。
　コロナ危機にかかわらず、世界のコー
ヒー生産者の多くは決して裕福ではない
生活環境の中で働いています。そして、
コロナの影響は来年以降もおそらく続く

でしょう。これまでたくさんの素晴らし
い生産者に出会ってきた私は、この状況
を少しでも改善するために、これからも
彼らの魅力や存在を伝え、支援を続けて
いく所存です。生産者の顔を思い浮かべ
ながら飲むコーヒーには、素晴らしい
感動があります。今回のプロジェクトが

「ホンジュラス」という国を知っていただ
くきっかけになり、皆様と生産者を
つなぐ架け橋の一つになることを願っ
ています。
　そして、いつかホンジュラスにコーヒ
ー農園を持つことが私の夢です。現地の
生産者と協力しながら、苗木ごとのオー

ナー制度などを活用して日本の皆様と
一緒にコーヒーを育て、時には現地で
農業体験をすることで、コーヒーや生産
者をもっと身近に感じられる未来を思い
描いています。
　私たちの挑戦はまだまだ続きます。
今後とも、ホンジュラスコーヒー生産者
ならびに 27 COFFEE ROASTERS をどう
ぞよろしくお願い申し上げます。
Keep On Honduras Coffee.

クラウドファンディング
目標金額を達成しました！

〇 詳しくはこちら
https://camp-fire.jp/projects/view/298096

CROWD FUNDING

ホンジュラスのコーヒー
生産者を支援するための
輸入プロジェクト

コロナ禍で大きな危機に直面して
いるホンジュラスのコーヒー生産
者を支援するため、7 月 10 日 (金)
から8月9日(日)までの一ヶ月間実
施したクラウドファンディングは 、
想像を大きく上回るご支援・ご声
援をいただき無事終了しました。   
これからもホンジュラスコーヒー
を届け続けるために、継続的な支援
活動が始まります。

支援者数   721 人

支援総額   8,464,495円
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HONDURAS

　クラウドファンディング期間中、私たち
の元にはホンジュラスの生産者たちから
感謝のメッセージが届いていました。期間
終了後も、驚きと感謝のメッセージが続々
と届いています。
　目標金額に達した翌々日の 7月29日(水)
には、駐日ホンジュラス大使のエクトル・
アレハンドロ・パルマ氏が当店に表敬訪問
にお越しくださいました。プロジェクト開
始直後から関心をお寄せいただいていたよ
うで、感謝とお祝いのお言葉をいただきま
した。

 「私たちの国に愛情を持ってクラウドファ
ンディングを実施していただき、本当にあ
りがとうございます。日本の皆様の温かい
ご支援は、ホンジュラスの小規模生産者
たちが事業を続けていくための助けになり
ます。これをきっかけに、ホンジュラス
コーヒーの良さを皆様に知っていただける
ことを嬉しく思います」
　ホンジュラスと日本は今年で外交樹立
85 周年を迎えます。コーヒーを通じて、
両国の友好関係に少しでも貢献できたら
これ以上のことはありません。

ホンジュラス、
そして日本の皆様からのメッセージ

　私は2016年から2018年までホンジュラスのマ
ルカラというコーヒーの名産地で医療ボランティ
アをしていました。当時は葛西さんをはじめ、
生産者との信頼関係や豆のクオリティを追求す
る方々によってホンジュラスコーヒーが世界に送
り出され、現地が活気づき始めた頃でした。ホ
ンジュラスの医療は脆弱なため、コロナウイルス
が流行してから長く厳しい外出制限が行われ、
沢山の人が生活の保障のないまま職を失ってい
ます。現地の方々にとってコーヒーは貴重な収
入源です。それがなければ食事や子供の鉛筆す
ら十分でない家庭が本当に多くあります。誰も
が協力できるこのプロジェクトを応援します。

岩水結子さん
保健師 / ホンジュラス
コーヒーマガジン Marcala

「ホンジュラスのコーヒー」と聞いたら葛西さ
んと27 COFFEE ROASTERSが一番最初に思い
浮かびます。日本に帰国した際は地元神奈川の
27さんでホンジュラスコーヒーを必ず飲んでい
ます。3年前に27さんで行われたホンジュラスイ
ベントに参加した時には、来日されたホンジュ
ラスのコーヒー農園の方達と一緒にお食事する
機会があり、誠実で優しい人達だと感じまし
た。天候だけでも品質や収穫に影響が出るコー
ヒー産業。毎年深刻になっている温暖化、そし
てコロナと、とても心が痛みます。私にとって
ホンジュラスのコーヒーは他のコーヒーにはな
い特徴（テロワール）があり、特別です。

石渡俊行さん
Director of QC Market Lane 
Coffee & Melbourne Coffee 
Merchants

　福岡から湘南に引っ越してきて丁度10年。フ
レンチプレスで淹れた27 COFFEE ROASTERS
のコーヒーで、私の朝がスタートします！ ホン
ジュラスの生産者に愛情深く育てられたコーヒ
ーに魅了されています。以前お店を訪れた時、
偶然ホンジュラスの生産者ご夫妻とばったり出
会い、葛西さんが紹介してくださいました。ご
夫婦の温かい笑顔が、忘れられません。ホンジ
ュラスの生産者の皆様が心を込めて育てた質の
高いコーヒーをリーズナブルな価格で届けてく
ださる27 COFFEE ROASTERSの皆様、そして、
ホンジュラスの生産者の皆様を微力ながら応援
させていただきます！

Sayuri Hisatomi さん
一般社団法人 サユリセンス
代表理事 
グローバル育児 ® 主催　

　葛西さんとの出会いは、僕が辻堂にまだ住ん
でいた頃。仲間内でスタートした辻波朝市の主
要メンバーとして、とても仲良くなりました。
あれから10年以上が経過しましたが、今でも皆
とは仲良くしています。珈琲が大好きな、ちょ
っとおっちょこちょいで、どこか不器用で、真
面目な葛西さん。気が付けば珈琲業界では誰も
が知っている超有名人になり、今や“湘南のホー
プ”です。ピンチはチャンス！ 今回の寄附を一
つのキッカケに、葛西さんのつくる珈琲の美味
しさや、葛西さんの珈琲への情熱を知って頂け
たら、あの頃の“オヤジの青春”を一緒に謳歌し
たメンバーとして嬉しく思います。

堀直也さん
エコサーファー代表／
辻波朝市（辻波市）元実行委員長

　僕と葛西さんの出会いは2014年の夏頃。酒
蔵の敷地で地元産に拘った飲食店を運営して
いて、地域のコーヒー焙煎所を片っ端から回
った時に出会いました。地ビールからクラフ
トビールの世界に舵を切った僕と、スペシャ
ルティコーヒーの世界に舵を切った葛西さん
のあまりにも同じような経緯にびっくりし、
それ以来、僕のお店では葛西さんのコーヒー
が必要不可欠な存在になりました。より良質
なコーヒー豆を求める葛西さんの探求心とホ
ンジュラスの生産者への熱い思いをひしひし
と感じています。そして、今回のクラウドフ
ァンディング。いやー流石です。さー、僕らも
一生懸命売りますよ！

熊澤茂吉さん
熊澤酒造株式会社
6 代目蔵元

　僕がこれまで飲んだコーヒーで最も美味し
いと思っているのが、『HONDURAS El Puente 
Geisha washed』です。これを飲んだ時の衝撃
は忘れません。口の中に広がるフローラルな
香りに繊細な酸味と甘味、どこまで残るのか
と思うくらいのアフターテイストの伸び。感
動の一言でした。El Puente農園主のマリサベ
ル夫妻にも日本でお会いしたことがあり、僕
にとってはいろんな縁を感じるコーヒーで
す。そんなコーヒーをいつか自らが営むお店
で、お客様にご紹介するのが今の夢です。こ
れからも美味しいホンジュラスコーヒーを、
27さんを通じてお客様に紹介し続けられます
よう願っています。

小倉永斗さん
AERU COFFEE STOP 店主

　3年前に初めてホンジュラスの農園に行かせ
ていただきました。そこでは、自分自身の農
園に力を注ぎ、時間をかけ試行錯誤して、一
所懸命にコーヒーを育てている生産者の姿を
見てきました。それだけではなく、違う生産
者同士でも「人は足りてる？」「何か手伝う
ことはある？」「何かあったら言って。助け
るよ！」といった、人と人との「情」にとっ
ても熱い姿がありました。ある生産者が言い
ました。「ホンジュラスのコーヒーは人格に
よって作られ、育まれ、成長する｣。その言葉
は今でも僕の心に響いてます。ホンジュラス
の生産者や素晴らしいコーヒーを、より身近
に感じて頂けたら幸いです。

吉野政明
27 COFFEE ROASTERS 
マネージャー ／ バリスタ

　ホンジュラス出身の私は、中南米のコーヒ
ー農家と母国ホンジュラスの輸入業者やロー
スターとの長期的なパートナーシップの確立
を支援するため、マーケティングや国際的な
事業開発に携わっています。ホンジュラスの
コーヒーやその背後にいる人々のための取り
組みを続ける葛西さんは、私たちホンジュラ
スにとって素晴らしいアンバサダーです。美
味しいホンジュラスコーヒーを届けるための
今回のプロジェクトに私はとても感動し、興
奮しています。コーヒーを愛する日本の皆さ
んに、ホンジュラス各地の生産者が献身的に
育てた美味しいコーヒーを楽しんでいただけ
ることを嬉しく思います。

リリアナ・サンチェスさん
MarketAble company
Founder / Consultant

　私は葛西さんの熱い思いを応援するため、ホ
ンジュラスコーヒーを買い付ける旅に過去3回
同行し、その様子を撮影してきました。そこで
見たのは、厳しい環境の中で少しでもクオリテ
ィの高いコーヒーを生産しようと試行錯誤し、
粘り強く取り組み続けるコーヒーマンたちの真
摯な姿でした。ホンジュラス農村部における平
均月給は8,000円、きっと預金なんかありませ
ん。コーヒー産業を取り巻く環境がとても厳し
い状況を迎える中で、ホンジュラスのコーヒー生
産を持続可能にするために、このプロジェクトを
応援します。普段美味しいコーヒーで私たちを喜
ばせてくれる彼らをみんなで買い支えましょう。

竹之内健一さん
写真家

　葛西さんと一緒にお酒を飲みながらホンジュ
ラスのコーヒーについて熱く語り合うことがよ
くあります。生産者のコーヒーづくりへの熱意
は勿論の事、この農園のこんな風味が好きだと
か、今年のこの農園のコーヒーはめちゃめちゃ
良くなったよねって話をしていると、ついつい
時間を忘れてお酒が進み過ぎることも。本当に
ホンジュラスが大好きな葛西さん、僕の中の
Mr.Hondurasです。そんな葛西さんが一生懸命
に考えたクラウドファンディング。ホンジュラスの
コーヒーが広がるきっかけになるだけでなく、
コーヒーを飲む事が色々な国の生産者の生活と繋
がっている事を感じてもらえたらと思います。

富川義之さん
セントベリーコーヒー代表
SCAJバリスタ委員会 委員長

　2016年に初めて訪問したホンジュラス。あの
青い空と山々の緑、真っ赤に熟したコーヒーチ
ェリー。農園で出会った生産者の方々のまっす
ぐな視線。そのどれもが忘れられません。自分
も自他共に認める偏愛主義者（オタク）ですが、
葛西さんのホンジュラスへの愛にシビれまし
た。その行動力を応援しないわけにはいきませ
ん。FMヨコハマのSHONAN,by the Seaで担当
している「COFFEE & MUSIC」で、このクラ
ウドファンディングのことを紹介させていただき
ました。コロナ禍で苦しむ生産者の方々に日本
にいる私たちができること。ホンジュラスの生
産者の方々が少しでも笑顔になれますように。

堀内隆志 さん
カフェ・ヴィヴモン・
ディモンシュ マスター

　2018年に葛西さんのホンジュラスコーヒーの
買い付けに通訳として同行した時、「ホンジュ
ラスはコーヒー産業で生きていく！」と国民が
団結している事を知りました。小さな秘境の村
でも世界に通用する豆を作れると、人が生き生
きとしています。仕事柄いろいろな中南米の国
に駐在するのですが、エクアドルやボリビアで
はホンジュラスの生産者が指導をし、コーヒー
生産国ではない中南米の国々はホンジュラスコ
ーヒーを多く消費しています。このプロジェクト
は中南米全土を支えているんです！ 今後も世界
を魅了するコーヒーを作り続け、中南米の国々
を勇気づける国であり続けてもらいたいです。

川上みずえ さん
フリーランス 中南米観光
現地ガイド & 通訳

Thank you for your messages!
応援ありがとうございました！
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　初めまして、27 COFFEE ROASTERS マネージャー/
バリスタの吉野と申します。私は基本的に人懐っこく大
好きなコーヒーに関しては真摯ですが、急にそっぽ向い
たり、稀に心のシャッターを閉めたりする自由人です(笑)
　さて、このコロナ禍はいつ終わるんでしょうね。今回
はコロナ禍での店舗運営で大変だったこと、良かったこ
とを話したいと思います。
　大変だったことは大きく分けて3つ。①卸様の営業自粛
に伴う売上の激減、②お客様の御来店の激減、③コーヒ
ー豆の消費（焙煎）の激減です。27はコーヒー豆を販売
するお店のため、数百kgの生豆減は本当に痛手でした。
　良かったことは、ネット販売での送料を無料にしたこ
とで「おうちコーヒー」が増え、今まで27を知らなかった

方にも27のことを知っていただけたこと。配送作業が何
倍にも増えすごく大変でしたが、嬉しい悲鳴がありま
した。「送料無料」を即座に決断した葛西マスターは本当
にすごいと思いました。
　そして、今回実施したホンジュラス支援のクラウドファ
ンディングで多くの方々からご支援をいただけたことも
大変嬉しいことでした。皆様のコーヒーに対する想いを
しっかりと生産者に伝え、多くのお客様にホンジュラス
の素晴らしいコーヒー豆をお届けしたいと思います！
　まだまだコロナ騒動は終息の見えない闇の中にいま
す。自粛が多く、制限がある中ストレスが溜まっている
かと思います。皆様くれぐれもお身体にお気を付けて、
一緒に乗り越えていきましょう！

吉野 政明
27 COFFEE ROASTERS
マネージャー / バリスタ

Barista’s Column

27 COFFEE
SUBSCRIPTION

２７ 焙煎所から直送
新鮮なコーヒーをお届けします
ホンジュラスから届いたスペシャルティコーヒー豆を焙煎から
3日以内に発送。お忙しい方、お買い物の時間を節約したい方、
コーヒーを沢山飲まれる方にもおすすめです。2つのプランから
お選びいただけます。

シングルプラン 葛西マスターにお任せのシングル2種を、月替わり
でお届けします。

サイズ
1ヶ月間（1回のお届け） 3ヶ月間（3回のお届け） 6ヶ月間（6回のお届け）

200g (100g×2種)

400g (200g×2種)

2,500円

5,000円

6,000円
(通常価格よりー￥1,500)

12,000円
(通常価格よりー￥3,000)

10,800円
(通常価格よりー￥4,200)

21,600円
(通常価格よりー￥8,400)

サイズ
1ヶ月間（1回のお届け） 3ヶ月間（3回のお届け） 6ヶ月間（6回のお届け）

200g (100g×2種)

400g (200g×2種)

1,500円
（ベース価格）

3,000円
（ベース価格）

4,050円
(通常価格よりー￥450)

8,100円
(通常価格よりー￥900)

7,200円
(通常価格よりー￥1,800)

14,400円
(通常価格よりー￥3,600)

＼ 期間が長くなるほどお得になります／ ＼ 期間が長くなるほどお得になります／

1 ブレンドプラン オンラインストアで販売中の中からお好みのブレンド
２種類をお選びいただきセットでお届けします。2

※下記ブレンドプランの料金はハウスブレンド×ハウス
　ブレンドで購入した場合のベース価格になります。

10  ⁄ 1  (木) 注文受付開始
※11月発送分の注文締切は10/31です　　 
※初回発送日は11/9～11/13です
         (11月以降の発送サイクルにつきましては下記図をご参照ください)

CORNER 27 改装工事のお知らせ

3月より改装工事が途中になっておりました CORNER 27 店舗の再開スケジュー
ルが決まりましたので、お知らせいたします。

休業中は、本店でエスプレッソドリンクがお持ち帰り出来る様にいたします。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願いいた
します。

   ● CORNER 27 休業予定の日程
　9 月 23日（水）～10 月中旬以降（詳細は未定）

   ● 改装の内容について
    １階店舗
　レイアウトは変わりますが、これまで通りに店内でコーヒーやスウィーツを
    お楽しみいただけます。
　入り口にテイクアウト専用のカウンターを新設いたします。
    ２階店舗
    新しく小さなスウィーツ専門ショップが入ります。詳細につきましては、
　随時店頭・弊社サイトにてお知らせいたします。どうぞお楽しみに。

代金をお支払いいただいた翌月からお届けが開始されます。
毎月、月末までのお支払いで翌月第2週の平日に発送が開始されます(焙煎
後順次発送)。以降コースに関係なく毎月第2週の平日配送。

月
末

お支払
完了

翌月第2週目の
平日に配送

（1回目）

翌々月第2週目の
平日に配送

（3ヶ月、6ヶ月コースの場合）

便利 　お得　　美味しい

上記QRコードは10/1よりアクセス可能です

※上記価格は税抜き価格となります ※上記価格は税抜き価格となります

配送スケジュール
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