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2012 年 4 月 10 日 

株式会社ベルーナ 

報道関係者各位 

に 

 
 
 
 
 
 

 

株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市／代表：安野 清）が展開するワイン専門通販「My Wine CLUB

（マイワインクラブ）」では、ベトナムのフレーバーコーヒー『ハイランズ・コーヒー』2 商品を 2012

年 4 月 11 日（水）に販売を開始いたします。 

 

■コーヒー生産 世界第 2位のベトナムで人気のプレミアムコーヒー 

ベトナムは、コーヒー生産量がブラジルについで世界第 2位のコーヒー

大国です。“フレンチロースト”といわれる深煎り豆で濃いめに淹れた

コーヒーを、アルミ製のフィルターでドリップし、コンデンスミルクや

砂糖、カラメル、ラム酒などを加えて濃厚な味わいを楽しむのが定番と

なっています。 

『ハイランズ・コーヒー』は、ベトナムで有名な高級コーヒーブランド

で、5ツ星ホテルやリゾート施設などでも採用されています。1998 年の

創設以来大きな反響を呼び、現在では 56 店舗にまでなっています。コ

ーヒー豆は百貨店のプレミアムコーヒー売り場でも販売され、ベトナム

土産としても人気の商品です。 

 

■希少な豆を使用したこだわりコーヒー 

今回発売するのは『ハイランズ・コーヒー』のプレミアムコーヒーで、中

でも人気の 2品です。1本の樹から 5～10％しか採れない、希少な“ピー

ベリー（丸豆）”を 100％使用した『ハイランズ・コーヒー・クリ』は、

コク深くスムーズな味わい。プレミアムコーヒーの代名詞でもあるアラビ

カ種の豆を使用した『ハイランズ・コーヒー・モカ』は、まろやかで上品

な味わいです。 

『ハイランズ・コーヒー』は一般的なレギュラーコーヒーとは違い、コー

ヒー豆にバター風味をプラスしたフレーバーコーヒーです。香り高く厚み

のある味わいに、すっきりとした後口が特徴です。2品ともドリップでも

フィルターでも淹れられます。深煎り豆で濃い目に淹れるベトナムコーヒ

ーは、アイスコーヒーにも適しており、これからの暑い季節にぴったりの商品です。ストレートやミル

クで楽しむだけでなく、ベトナム風にコンデンスミルクを加えて飲むのもお勧めです。 

■本件に関するお問合せ先■     株式会社ベルーナ 経営企画室 （広報担当：伊藤） 

TEL：048-771-7753  FAX：048-775-6063  MAIL： pr-belluna@belluna.co.jp 

〒362-8688 埼玉県上尾市宮本町 4-2 

 

ワイン通販国内売上 No.1「マイワインクラブ」 コーヒーの取り扱いを開始 

本格的なベトナムコーヒーで食後のひと時をリッチに 
『ハイランズ・コーヒー』 2 商品 4 月 11 日から販売 

ハイランズ・コーヒー（イメージ）

左：ハイランズ・コーヒー・モカ 

右：ハイランズ・コーヒー・クリ 
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■相性のよいワインとコーヒーをセットで販売 

「マイワインクラブ」では、今回、初めてコーヒーの取り扱いを開始しました。コーヒーの取り扱いを

開始した背景には、コーヒーとワインの浅からぬ関係があります。かつてフランスの植民地であったベ

トナムでは、フランスの食文化が深く根付いているためワインもよく飲まれています。また、ベトナム

にコーヒーを伝えたのもフランス人宣教師だと言われています。 

肉料理に赤ワインが合うように、脂っこい食事の後はコーヒーを飲むとさっぱりします。さらにワイン

もコーヒーもチーズによく合う飲み物です。このようにワインとコーヒーは非常に相性の良い飲み物と

言えます。そこで「マイワインクラブ」では、シーンに合わせたワインと『ハイランズ・コーヒー』を

セットにした商品を販売します。食後に本格的なベトナムコーヒーを楽しむことで、食後のひと時を一

層リッチに演出してくれます。 

 

ベルーナおよびワイン専門通販「マイワインクラブ」では、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサ

ービスの提供”いう経営理念の下、お客様の生活に彩りや豊かさを添える、美味しくてお手ごろ価格の

ワインを、今後も提供し続けてまいります。 

 

【商品概要】 

 購入方法 ：カタログ「My Wine CLUB」2012 年夏号 

ワイン通販専門サイト「My Wine CLUB」(http://mywineclub.com) 

 お客様からのお問い合わせ先：0120-559-950 

 

 

 商品名 ：ハイランズ・コーヒー・モカ 6袋セット 

 容量  ：200g×6 袋 

 産地  ：ベトナム 

 挽き方 ：細挽き 

 価格  ：2,780 円（税込・送料無料） 

 特徴  ：プレミアムコーヒー豆の代名詞であるブルー・マウンテンやマンデリンと同じ、 
アラビカ種を使用。ベトナム産最高品質のアラビカ豆で、甘い香りとまろやかな

口当たりが特長です。キャラメルやショコラの香り、バターのようなコクや 
ボリューム、複雑な味わいで、コンデンスミルクや生クリームとも好相性です。 

 

 

 商品名 ：ハイランズ・コーヒー・クリ 6袋セット 

 容量  ：200g×6 袋 

 産地  ：ベトナム 

 挽き方 ：細挽き 

 価格  ：2,480 円（税込・送料無料） 

 特徴          ：普通のコーヒーの実の中には豆が 2 粒 入っていますが、枝の先端になる豆が 1 粒 

しか入っていない“ピーベリー”と呼ばれる丸豆を使用。1 本の樹から 5～10％しか採れず、

コーヒーの養分が凝縮されたリッチで濃厚な味わいになります。アイスコーヒーにぴったり

で、コーヒー通の方にもお勧めです。 
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 商品名 ：ハイランズ・コーヒー2種お試し 4袋セット 

 内容  ：ハイランズ・コーヒー・クリ ×2袋（各 200g） 

 ハイランズ・コーヒー・モカ ×2袋（各 200g） 

 アルミフィルター（口径 100×高さ 65mm） 

 産地  ：ベトナム 

 挽き方 ：細挽き 

 価格  ：2,280 円（税込・送料無料） 

 ※ベトナム気分を楽しめる専用フィルター付き 

 
 

■ワインとのセット商品 

 

 商品名 ：金賞受賞イタリア樽熟成赤とハイランズ・コーヒー2 種

のセット 

 内容  ：ヴィーノ・ノビレ・ディ・モンテプルチアーノ・ 

ドゥカ・ディ・サラニャーノ'08 

（ｲﾀﾘｱ産／DOCG／赤／ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ／750ml） 

ハイランズ・コーヒー・クリ （200g） 

 ハイランズ・コーヒー・モカ （200g） 

 価格  ：3,280 円（税込・送料無料） 

 ワインの特徴 ：カラメルの香りとともにウッディ 

な風味。酸味と果実の甘味が整って 

   います。カラメルフレーバーが 
   コーヒーとの相性も抜群です。 

 

 

 

 商品名 ：貴腐ワインとハイランズ・コーヒー2種のセット 

 内容  ：バロン・デ・ヴィトラック'08 

（ﾌﾗﾝｽ産／AC ｿｰﾃﾙﾇ／白・甘口／750ml） 

ハイランズ・コーヒー・クリ （200g） 

ハイランズ・コーヒー・モカ （200g） 

 価格  ：3,280 円（税込・送料無料） 

 ワインの特徴 ：コンポートのアンズやドライフルーツ、ハチミツの香り。 

 こなれた酸味と甘みが溶け合い、落ち着いた味わいです。 

   デザートと貴腐ワインを楽しんだ後にほろ苦いコーヒー 

で心地よい余韻を演出できます。 
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 商品名 ：パーカー氏絶賛樽熟赤とハイランズ・コーヒー2種のセット 

 （ギフト箱入り） 

 内容  ：ホアン・ジル・シルバー'09 

（ｽﾍﾟｲﾝ産／DO ﾌﾐﾘﾔ／赤・ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ／750ml） 

レアルタンザ・レセルバ'05 

（ｽﾍﾟｲﾝ産／DOC ﾘｵﾊ／赤・ﾌﾙﾎﾞﾃﾞｨ／750ml） 

ハイランズ・コーヒー・クリ （200g） 

ハイランズ・コーヒー・モカ （200g） 

アルミフィルター（口径 100×高さ 65mm） 

 価格  ：5,980 円（税込・送料無料） 

 ワインの特徴 ：赤いバラの花の香りがし、ボリュームある 

果実の甘味がほど良い酸味とともにあります。 

   力強いスペインの樽熟成の赤とコーヒーの 

相性は抜群です。 

    

 

 

【My Wine CLUB 概要】 

 創刊 ：1999 年 

 輸入本数 ：約 311 万本（2010 年度） 

 取扱商品数 ：約 3,600 

 カタログ発行 ：年 4～5 回（季刊） 

 Web サイト ：http://mywineclub.com 

 特長  ：・現地直接買い付け、自社輸入、自社販売による高品質・低価格な品揃え 

 ・単品販売のほかに、1 回のご注文で毎月商品が届く「1 年コース」が充実 

 ・適切な温度、湿度に保つワイン専門倉庫での品質管理体制 

 ・監修 磧本
せきもと

修
しゅう

二
じ

氏（「ﾐｽﾀｰｽﾀﾝﾌﾟｽ・ﾜｲﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ」オーナー・ソムリエ） 

 ・ダンアンドブラッドストリート TSR 社による調査では、3年連続 ワイン通販 

 国内売上高 No.1（2008 年度・2009 年度・2010 年度実績） 

 

【会社概要】 

 会社名 ：株式会社ベルーナ 

 代表  ：代表取締役社長 安野 清 

 本社  ：埼玉県上尾市宮本町４番２号 

 ホームページ ：http://www.belluna.co.jp 

 設立  ：1968 年 9月 

 資本金 ：10,607 百万円 

 事業内容 ：総合通販事業、専門通販事業、ソリューション事業、ファイナンス事業、 

   プロパティ事業、その他の事業 


