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コーヒー
淹れるのも
仕事のうち♡

の

Thousand and Dream Design

https://www.thousanddesigns.com

デザインに関してのお問い合わせ・お見積もりはいますぐ！

今日はコーヒーについて
語ろうか
。

江東区デザイン会社

絵画教室
だより

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「トリック・オア・トリート !」からもじった
「トリトリバスケット」。ハロウィンで手

に入れたお菓子を入れるのにピッタリな小物入れを作ってもらいました。一つの
物を作るのにどれくらいの毛糸を使っているのか、一本の毛糸から編んでいく
事の大変さが学べたのではないかと思います。
フェルトを切る際は細かな作業

で…。
編み込ん
ジグザグ
に、毛糸を
▲骨組み

も多く、ハサミの扱い方の練習にもなりましたね。

▼ミイラの包帯部分を
網目で上手に表現できてます。
▼ハロウィンの魔女。
小物もうまく使っていますね！

なななんと… !!

▼お菓子
（キャンディ）
のお菓子入れ
ナイスアイディア！

www.facebook.com/
1000kyoshitsu/

▲取手の部分までこだわっていて
とってもカラフル♪

Eメールでも受付中！

info@thousanddesigns.com

Eメールでも受付中！
03-5809-8024（10:00〜18:45）
（フリーダイヤル）
0120-095-905
info@thousanddesigns.com

デザイン事務所がひらく

facebook更新中！
！

03-5809-8024（10:00〜18:45）
0120-095-905（フリーダイヤル）

コーヒーは苦くて苦手

よく食べ物について
﹁○○が苦手﹂
という話を

すると︑﹁それは本当においしい○○を食べてな

いからそう言うんだ﹂
と返されることがありま

すが︑
私の場合︑
殊コーヒーに関してはその通り

でした︒
つまり﹁本 当においしいコーヒーを飲ん

でいなかった﹂ということです︒
それまではコー

ヒーといえば苦い飲み物で︑紅茶ばかり飲んで

いました︒

https://www.thousanddesigns.com

江東区 デザイン会社

そもそもおいしいコーヒーとはなんなのか︑
個

デザインに関してのお問い合わせ・お見積もりはいますぐ！

ローグレード

人の好 みではないのか︑という 疑 問 が あ り ま

安 いレ ギュラ ー・缶 コ ー
ヒーに使用される。

コマーシャル

す︒
これはまず豆の段階で大きく４グレードに

流通の約50％を占めてお
り、最も消費量が多い。

プレミアム

分けられているようです︒

右図の頂点にいるスペシャルティコーヒーが良

質なコーヒーということになりますね︒私はこ

れを飲んでいなかったのです︒
スペシャルティコー

ないようなものではありません︒
スターバックス

ヒーは頂点ではありますが︑
一般人が手に届か

などで出されているコーヒーもこのランクです︒

80点未満で、
ブルーマウン
テンやキリマンジャロなど
の生産地が多い。
スーパー 売られているこ
とが多い。

スペシャルティ

「トリトリバスケット」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

月号

11月号

国際カッピング基準で80
点以上のスコア。
市場の約5％

10月の課題

のぞみ

▲大きく広がった翼とくりくりの瞳が
キュートです！

▲見ているだけで楽しさが伝わってくる
ポップなデザイン♡

ご予約は
公式webサイトから！

江東区の絵画教室

カタログ、
チラシ、DM、
WEB、会社案内等の制作はサウザンドデザインにお任せください。
創業12年、
「長持ちするデザイン」
の制作に励んでいます。

株式会社サウザンドデザイン
チラシ

お問合せ
お見積もり
はこちら

DM

カタログ

WEB

情報誌

0120-095-905
（月〜土

〒135-0034
東京都江東区永代1-9-2 KS-3ビル2F
株式会社サウザンドデザイン まで

江東区 デザイン会社

10:00-18:45）

Eメールは
こちらから

会社HP

お客様のご予算に応じて、
手抜きをしない最適解をご提案いたします。
また、
デザイナーが教える絵画教室や
地域観光サイトも運営中。
区で
江東 o.1!
N
気
人

デザイン事務所がひらく
「やさしい絵画教室」
designroom.me

永代を楽しむサイト

夜開いている証明写真店

eitai.tokyo

yoru-p.tokyo

「えいたいみたい」

「ヨルぴー」

味はほぼ豆で決まる

！
先 月 号で申 請 中 とお 知らせしていた
の度︑弊 社が運 営 する
﹁えいたいみたい﹂

info@thousanddesigns.com

Eメールでも受付中！

焙 煎や抽 出 も︑
コーヒーの味 を 左 右 する大 きなポ
イントではありますが︑生産者でない私たちは︑豆の
品 質には手 を 加 えることができないので︑後工程に
拘らざるをえない︑という 事 情もあります︒
しかし︑
その味の決め手になるのはやはり豆そのものだそ う
で︑その産 地や銘 柄で価 格が違 うことからも理 解で
きます ︒
コーヒーについて︑
その製法や成り立ちなどをいろい
００年を超える会社の社長さまです︒
世界各国の

コーヒー生産国は中米︑
南米︑
アフリカ等︑
赤道付近
ヒーそのものの種類は少なめです︒
それらが各国の土
した！ 手探り状態から始めた活動だった

地域との繋がりを大切に︑
より一層魅力的

れたロゴマークの重みを噛み締めながら︑

同 時に承認していただきました︒
付与さ

弊社の一階で運営している絵画教室も

う取り組みのひとつです︒

海外に誇れる活動を展開していこう﹂
とい

性に富んだ文化を活かしながら︑
次世代・

り︑﹁日本の強みである地域性豊かで多様

このプログラムは文 化 庁が管 理してお

文化庁が運営する
文化プログラム

見ていただけるようになるんだ 思
…うと︑
スタッフ一同嬉しい気持ちでいっぱいです︒

並みや楽しさをもっとたくさんの方々に

ので少し不安もありましたが︑永代の街

が︑
プログラムのひとつとして承 認されま

た︒
もちろん仕 事としても︑
コーヒーをより素 敵に魅

が︑
知らぬ間にコーヒーを飲むのが楽しくなっていまし

最 初はお仕 事として︑
コーヒーに関わっていました

ヒーが出来上がります︒

間はかかり ま すが︑慣れれば１分ほどで豆からコー

で︑
オフィスでもこの瞬間はとても楽しみです︒
当然手

なんともいえない香ばしい香りが部 屋を支 配 するの

ターが自分の好みのようです︒
お湯を注ぐその瞬間︑

みます︒
フレンチプレスも試しましたが︑
ペーパーフィル

分好みの挽き加減で︑
ペーパーフィルターから落とし込

豆を選んだら︑
ここからはこだわりの世界です︒
自

グラインダーで挽き︑
ペーパーフィルターで抽出

じました︒

には中米のコスタリカ産のコーヒーが美味しいように感

壌や気候で育つと︑
それぞれに違った味が出来上がる

2

というのですから不思議な話ですね︒
わたしは個人的

2

なサイトを目指し精進していきます︒

● 日本全国の文化プログラム紹介サイト
「culture NIPPON」

せる方法を日々模索しつつ︑
さらにおいしいコーヒーに

毎日忙しく働いてくれているマウスたち。
ご飯食べる
（充
電）
ためのお家を作ってみました♪ひとつひとつの置き場
所が、
ちょっと昭和レトロな雰囲気で可愛いです。

TEL:03-5809-8024（10:00〜20:00）
0120-095-905（フリーダイヤル）

ろ教えてくださったのは︑弊社のクライアントで︑創業
コーヒー農 園に足を運び︑現 地でカッピング
︵試 飲︶
し
て豆を仕入れるスタイルを貫いているその方は語学も
堪能で︑
コーヒー農園主の方との交友関係も広く︑
お
話を聞いているだけであっという間に時間が過ぎてし
まいます︒

ｂｅｙｏｎｄ ０ ０に
承認されました！

の国々に集中しています︒
しかし︑国の数に比べてコー
﹁ｂｅｙｏｎｄ ０ ０プログラム﹂
︒
なんとこ

国によって違う豆の味

を
2

1
出会いたいと思っています︒

にてご紹介いただいています。

https://www.thousanddesigns.com 江東区デザイン会社
デザインに関しての
お問い合わせ・お見積もりはいますぐ！

https://www.eitai.tokyo

2

「えいたいみたい」
詳しくはこちらから！

勉強の合間のひとときに一杯。
さわやかな朝のひとときの演出。
コーヒーの実から作られた紅茶もあります。

もっとみたい
● みんなが参加する為の47都道府県プログラム

撮影させていただいたお餅が山盛りに…！
！暫くの間、ス
タッフのお昼ご飯やおやつに大活躍してくれました。
トッピ
ングはきなこや砂糖醤油などなど。
ちょっと早いお正月気
分を味わっちゃいました。

ネルドリップも人気の抽出方法。

当社スタジオで撮影した
コーヒーのシーン

できごと
ぽろぽろ
最近の

撮影の時はいつも新鮮な豆を使います。

今まで有りそうで無かった救急箱 !! とうとう弊社にも来
てくれました。絆創膏や常備薬は勿論、爪切りやホッカイ
ロ、サニタリー用品、
まで…。
まるで某猫型ロボットの万能
ポケットのような品揃えになっています。

弊社スタッフのほとんどが20代の女性なのですが、私たちやこれからの年代に合わせた環境作りをしていただけてとても有り難いです。
もっと素敵な会社していけるよう、私も微力ながら頑張ります！
！
（篠崎）
■スタッフの声■

ドリップフィルターにお湯を注ぐシーン。

扉に貼ってあった看板シールを新調しました。張り替えは
シール剥がし剤を吹きかけてゴシゴシ…。綺麗になって見
栄えが良くなると気持ちが良いですね。暫く一階がシン
ナーの香りで充満してしまったのはご愛嬌！
！

