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ニュースリリース

2015 年 07 月 21 日
駐日エチオピア連邦民主共和国大使館
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【コーヒー好
コーヒー好き・コーヒーマニア向
コーヒーマニア向け特別企画】
特別企画】
NPO 法人 Check、
Check、エチオピア大使館
エチオピア大使館と
大使館と 2015 年夏の
年夏の「４大コーヒー体験
コーヒー体験」
体験」特集を
特集を発表
１、エチオピア NO.1 老舗コーヒーブランド日本初出店 本場のコーヒー体験
２、期間限定 コーヒー農園体験＆収穫ボランティアツアー
３、コーヒー作法 コーヒーセレモニー体験 in 東京
４、エチオピア文化・コーヒー作法を取り込んだ舞台
7/28（
7/28（火）13:00〜
13:00〜 ＠エチオピア大使館
エチオピア大使館にて
大使館にて、
にて、記者発表
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特定非営利活動法人 Check（所在地：東京都世田谷区、以下
NPO 法人 Check）と駐日エチオピア連邦民主共和国大使館
（所在地：東京都港区、以下 エチオピア大使館）は、エチオピアコ
ーヒー文化啓発を目的とした特集（コーヒー好きにはたまらない企
画）『2015 年夏の４大コーヒー体験』を発表させていただきます。
尚、各特集の詳細は、7 月 28 日（火）13:00〜14:30
エチオピア大使館で行われる記者発表イベントにて、解説させてい
ただきます。
〔コーヒー発祥
コーヒー発祥の
発祥の地から新
から新たな体験
たな体験を
体験を〕

■ エチオピア大使館
エチオピア大使館『
大使館『2015 年夏の
年夏の４大コーヒー体験
コーヒー体験』
体験』特集
エチオピアＮＯ
ＮＯ..１老舗
老舗コーヒーブランド
コーヒーブランド日本初出店
１、エチオピア
ＮＯ
コーヒーブランド
日本初出店 本場の
本場のコーヒー体験
コーヒー体験
トモカコーヒージャパン株式会社は、7 月 31 日（金）、代々木上原に 1 号店を
オープンします！1953 年にコーヒー発祥の地エチオピアの首都アディスアベバに
誕生したトモカコーヒーは、現在、1 店舗 2000 杯ものコーヒーで人々を魅了して
います。カフェでは現地で焙煎され直輸入したトモカコーヒーを体験できます。
住所：東京都渋谷区上原３－４４－１１ 最寄駅：千代田線代々木上原駅

２、10 月・11 月限定 コーヒー農園体験
コーヒー農園体験＆
農園体験＆収穫ボランティアツアー
収穫ボランティアツアー
CSR コンサル・メディアコンサル事業などを手掛ける NPO 法人
Check は、エチオピア航空・旅行会社タビックスジャパン 八重洲支
店から協力を得て、「
「10 月・11 月限定 コーヒー農園体験
コーヒー農園体験＆
農園体験＆収穫ボ
収穫ボ
ランティアツアー」
ランティアツアー」を販売開始します。
〔ツアー内容
ツアー内容〕
内容〕
エチオピアのコーヒー産地の収穫時期は、10 月・11 月。日本で初めて、この時期に交渉が成立したコ
ーヒー農園で、ボランティアとして、一定エリアの収穫のお手伝いをしていただきます。また、
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コーヒー農園での「コーヒーセレモニー体験」やコーヒー工場見学など、コーヒー発祥の地で、
「原点から体験」できるコーヒー好きにはたまらないツアー内容となっております。
旅行日程：http://www.check.or.jp/partner/tour.html
〔料金〕10 月・11 月限定 エチオピア３泊４日 お一人様 198,000 円～ （最少催行人数 2 名）
※ホテルはスーペリアクラスを用意

※食事：朝４回 昼４回 夜４回込み

〔ツアーの問い合わせ・申し込み〕
株式会社タビックスジャパン 八重洲支店 03-3275-3200

担当：南雲

旅行企画：NPO 法人 Check , 旅行手配：タビックスジャパン 八重洲支店 , 協力：エチオピア航空
◇エチオピア航空◇
エチオピア航空の成田アディスアベバ線の運航は週３便(水金日)で、
機材は最新鋭機 B787-800、快適な空間とサービスでおくつろぎいた
だけます。アフリカ国内 50 都市、国内 18 都市を結ぶエチオピア航空
のネットワークにより日本からのご旅行がよりスムーズになります。
〔エチオピア航空 成田〜アディスアベバ往復チケット〕
10 月・11 月：お一人様 153,500 円〜 （燃油サーチャージ、税金別）

３、コーヒー作
コーヒー作法 コーヒーセレモニー体験
コーヒーセレモニー体験 in 東京
コーヒー作法 コーヒーセレモニーとは、コーヒー発祥の国 エチオピアの
伝統的なコーヒー習慣であり、コーヒーを飲むことを儀式化した作法の一つで
す。日本の茶道と同様に、コーヒーを飲むという行為に精神的な要素や教養な
どが含まれる文化的な習慣であり、他者に対する感謝ともてなしの精神を表す
ものです。客の前でコーヒーの生豆を煎るところから始め、3 杯飲むことが正
式であることから、1 時間半から 2 時間以上かかる場合もあります。
今回の企画は、伝統的なコーヒー作法 コーヒーセレモニーを東京で体験できます。

日程：
日程：8 月 22 日(土)14:00〜
)14:00〜16:00

場所：
場所：アディスレストラン

住所：東京都目黒区中根 2-3-15 KI ビル 2F

TEL：03-6421-4302

交通：東急東横線 都立大学駅 徒歩５分
費用：参加費１名様 2,000 円（最大 30 名 , 最少催行人数 8 名）※コーヒーとお茶菓子付き
◇お申込はコチラ http://www.check.or.jp/partner/ceremony.html

４、エチオピア文化
エチオピア文化・
文化・コーヒー作法
コーヒー作法を
作法を取り込んだ舞台
んだ舞台
松村真知子座長公演シリーズ
シリーズ第
千年マチコ
マチコ～
喫茶去編～」
松村真知子座長公演
シリーズ
第３弾「千年
マチコ
～喫茶去編
～」
「はじめまして、あなたのご先祖様です」
かつて人魚の肉を食らい、千年以上生き続けている「マチコ」が、自分の子孫に会いに行き、
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そこで巻き起こる悲喜こもごもの人間ドラマを描いたシリーズ。1 作目の舞台は「銭湯」、
2 作目は「書店」、そして 3 作目は「喫茶店」。
昔からある、いつ潰れてもおかしくないような「喫茶店」。ひょんなことからこの喫茶店にやってきた
マチコが、コーヒーを淹れ、コーヒーを飲み、食器も洗う！？
そして、マチコはやたらとエチオピアやエチオピアコーヒーのことに詳しくて…。
マチコと出会った人々が今までとちょっとだけ変わっていく、心が温かくなるコメディです。
今回は、舞台からコーヒーの香りがする演出なども考え中！
芝居を観終わった後は、きっとおいしいコーヒーが飲みたくなるはず。
脚本：御笠ノ忠次 、演出：小暮邦明
出演：松村真知子、海老澤健次、塩口量平、尾浜義男、桐野亜希子、
北村圭吾、鈴木亜里紗、尾崎桃子、上野貴博(Avex BoysAward ファイ
ナリスト)、千綿勇平(Avex BoysAward ファイナリスト)、原田桂佑(Avex
BoysAward ファイナリスト)、松山尚子、田中完、兎本有紀
日時：2015 年 8 月 26 日(水)～30(日)
場所：シアターグリーン BOX in BOX THEATER
チケット：一般 前売 4,800 円 当日 5,300 円(全席指定・税込)
予約：http://alii-inc.co.jp/machiko-3/

◆エチオピア大使館
エチオピア大使館『
大使館『2015 年夏の
年夏の４大コーヒー体験
コーヒー体験』
体験』記者発表イベント
記者発表イベント
日程：
13:00〜
◇日程
：7 月 28 日（火）13:00
〜14:30
13:00〜13:15 エチオピア大使館／大使からのご挨拶
13:15〜14:00

2015 年夏の４大コーヒー体験を発表

14:00〜14:30 質疑応答
◇開催場所
場所：駐日エチオピア連邦民主共和国大使館

住所：東京都港区高輪 3-4-1 高輪偕成ビル２Ｆ

交通：地下鉄都営浅草線高輪台駅 A1 出口より桜田通りを明治学院大学方面に向かい徒歩約５分
〔主催〕駐日エチオピア連邦民主共和国大使館

〔広報・PR〕NPO 法人 Check

〔協力〕トモカコーヒージャパン、エチオピア航空、NPO 法人 Check、タビックスジャパン八重洲支店
◇取材のお申込は下記まで、
電話番号：080-4162-4550

メール：report@checkatoilet.com

担当：NPO 法人 Check 金子
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駐日エチオピア連邦民主共和国大使館
大使 駐日全権大使 マルコス タクレ リケ
住所 東京都港区高輪 3-4-1 高輪偕成ビル２Ｆ

電話 03-5420-6860
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※記載されている社名・サービス名等は各社の商標および登録商標です。
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