特集

コーヒー消費大国、
ルクセンブルクのカフェ。
隣国からコーヒーを買いに来る人が多く、人口の約 1/3 にあたる数の越境通勤者がいる
ルクセンブルクは、統計上では人口ひとり当たりのコーヒー消費量が世界一。
新しいコーヒー文化がゆっくりと広がり始めたこの国で、
パイオニアたちが開いたカフェにはさまざまなストーリーがあった。
取材・文・写真

ユイキヨミ

取材協力 ルクセンブルク観光局 www.visitluxembourg.com 1ユーロ＝約132円（2017年11月現在）

Coffee Break
コーヒーブレイク 2017 December vol.90
Coﬀee Breakは、昭和56
（1981）
年の創刊以来、コー
ヒーの生産・消費・市場・歴史・文化・科学情報など、さま
ざまな視点からコーヒー業界内の大きなトピックスを記録
し続けてきました。
日本人の生活の中でコーヒーが親しまれるようになって
以来数十年、今やコーヒーは単なる嗜好飲料の枠を超
えて、ライフスタイル、ファッション、カルチャーの形成
の一部分としての役割を果たしつつあります。また、
「コ
ーヒーと健康」
といった飲用面からの科学的分析も近
年活発に行われるようになりました。
現在、Coﬀee Breakは全日本コーヒー協会発行の機
関誌として、コーヒーについて
「何が考えられ、何が行
われているか」
を、読者の皆様にご紹介しております。
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珈琲の美しき香り。
森村誠一（作家）

鈴木明子（プロフィギュアスケーター）
Behind a cup of coffee

フェルナンド・ペソアが、愛したコーヒー。
仕事と私とコーヒーと。

篠山輝信（俳優）
レビュー（BOOK）

『ロング・グッドバイ』
コーヒー焙煎士、パリの流儀

トマ・ルウー（ベルヴィル焙煎所）
コーヒー歴史トリビア・クイズ

〈コーヒー道具開発の変遷編〉
コーヒーと健康

体内の「炎症」を、
コーヒーが抑える？

34

全日本コーヒー協会活動報告

35

Information

表紙／撮影 ユイキヨミ
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単一銘柄のコーヒー豆は、クノペス人気の商品。今は亡き
3代目が25年以上前に考えたボックスのパッケージを、
「亡き父
へのオマージュ」
としてファビアンさんが最近リバイバルさせ
た。 4 週2回稼働する焙煎機。 5 フィルターコーヒーは3.40ユ
4 ーロ。 6 ブラウニー、クッキーをコーヒーのお供に。
6

3

ARTISAN TORRÉFACTEUR
クノペス・
アルティザン・トレファクチュール

1936年創業のベルギーの老舗焙煎工房
が運営するコーヒーショップ。ルクセン
ブルクのコーヒーシーンのパイオニア
で、自然のフレーバーが引き立つスロー
コーヒーがこの店の自慢。
■ http://www.knopes.com/

して２０１４年、 代目オーナーのフ

ーショップ」をオープンしている。そ

ク市内の繁華街に「クノペス・コーヒ

る同社は、２００２年、ルクセンブル

もともとはベルギーの焙煎工房であ

並んでいる。

焙煎所、カフェ、ショップが配置よく

レージを改築した大きな建物の一角に、

ファクチュール」の拠点もここだ。ガ

工房「クノペス・アルティザン・トレ

て人気がある。１９３６年創業の焙煎

商業施設。新しいグルメスポットとし

テッセン、デザインショップが入った

ム・ガレージ」
は、レストランやデリカ

ルクセンブルク市の郊外にある「ア

Knopes
歳の時、ファビアンさんは家業に

コーヒーシーンを牽引する、
老舗焙煎工房の４代目。

客さんも多い。

いれ方や器具のアドバイスを求めるお

店で出しているコーヒーの味に感動し、

のカフェにも豆をおろしている。この

あり、一般消費者だけではなく、多く

出すファビアンさんの焙煎には定評が

浅煎りで、自然のフレーバーを引き

カフェ兼焙煎工房を開いた。

拠点をルクセンブルクに移転し、この

ァビアン・クノペスさんがビジネスの

4

んは先駆者として開拓しているのだ。

その興味深い市場を、ファビアンさ

うユニークな市場なんです」

コーヒー通がすでに多く存在するとい

つまり、新天地なのに、ハイレベルな

れらの大都市から人々が集まってくる。

ように最先端を行く街ではないが、そ

勢いる。
「ここは、ロンドンやパリの

ヒーに慣れ親しんだ外国人駐在員も大

には、自国でハイスタンダードなコー

新天地だった。だがその反面、この街

ルクセンブルクは、まさに手つかずの

新しいコーヒー文化が普及していない

長い歴史と実績を持つ彼らにとって、

学んでいったと言う。

を目の当たりにしながら、彼は仕事を

グルメコーヒーに注目した父との対立

を通した祖父と、いち早く単一銘柄の

の命」と信じ、頑なに伝統的な深煎り

加わった。
「秘伝のブレンドこそ焙煎

22

2014年にオープンした
「クノペス・
アルティザン・トレファクチュー
ル」
。かつてガレージだった建物を
改装した商業施設の中にある。
3
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Luxembourg
コーヒー消費大国、ルクセンブルクのカフェ。
CB

1

丁寧にフィルターコーヒーをいれる、焙煎士
のファビアン・クノペスさん。焙煎工房の4代目
社長だ。 2 開放的な空間の一角に設けられた、
2 モダンな雰囲気のカフェ。常連客で賑わう。

1

5

さな街の出身のふたりは、 年来の友

フランスのサン・タヴォルという小

この店名を決めました」

ように幸せが開花していくイメージで、

美味しいコーヒーとともに、花が咲く

しで豆が膨らむこと。花。そして開花。

明する。
「コーヒーをいれる時、蒸ら

の意味があると、ラウレントさんは説

「ブルーム」という言葉にはいくつか

世界中を旅して見つけた、
自分が求めるカフェのかたち。

しい癒しの空間が広がっている。

れるミニマリスティックな店内に、優

はまるで別世界。ゆっくりと時間が流

るが、一歩店に足を踏み入れるとそこ

ンブルク駅近くの活気ある商店街にあ

スキさんが運営するカフェだ。ルクセ

ウさんとアレキサンドレ・ジャンコヴ

ーム」
は、フランス人のラウレント・ボ

２０１６年秋にオープンした「ブル

■ https://www.facebook.com/bloomluxembourg/

人だ。アレキサンドレさんはグラフィ
ックデザイナー、ラウレントさんは食
品会社の社長として活躍していた。
ところがラウレントさんは、いつし
か従業員３０００人をかかえる食品会
社社長という重圧の中で、自分を見失
って行ってしまったのだと言う。
「 年前、仕事を辞めて旅に出ました。
その中で私を癒してくれたのが、旅先
で立ち寄ったカフェ。世界中どんなに
小さな街にも、素敵なカフェがありま
した。そこで心のこもった手作りケー
キと味わい深いコーヒーに出会えた時
には、本当に心が和んだものです。そ
して私も、旅を終えたらそんなカフェ
を開きたいと思うようになりました」
そう振り返るラウレントさん自身も、
帰国後アレキサンドレさんと共に始め
たこの店で、味わいのあるコーヒーと
手作りケーキをサーブしている。
「ブルームでひとときを過ごした人が、
入店した時よりも少しでもハッピーな
気分で帰って行ってくれること」

Coffee Break | 06
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3

美しいインテリアに囲まれて、心のこもったスローコーヒーと
ホームメイドフードを楽しむ。そんなひとときが、ささやかな
幸福感を育むようにというオーナーの願いがこもったカフェ。

25

4

ブルーム・コーヒーショップ

これがふたりの座右の銘だ。

6

Bloom
coffee shop
4

1 アレキサンドレ・ジャンコヴスキ
さん
（左）
と、ラウレント・ボウさん。
2 ゆっくりとコーヒータイムを楽
しむための必需品。3 アメリカーノ
（3ユーロ）
と、人気のベイクド・バナ
ナブレッド
（4ユーロ）
。今の季節は
エスプレッソにはブラジルの豆を、
そしてフィルターコーヒーにはケニ
2 アなどアフリカの豆を使っている。
4

ルクセンブルク駅に程近い商店街にある
「ブルーム」
。ウィークデーは、周辺エリアで
働く人たちで賑わう。5 白を基調にした北欧
風のインテリアは、オーナーのふたりが自ら
手がけたもの。店内にディスプレイしている
絵は、グラフィックデザイナーのアレキサン
ドレさんの作品。6 自然志向のお茶やジュー
スも、人気が高い。

Luxembourg
コーヒー消費大国、ルクセンブルクのカフェ。
CB

5

1

4

レディ? !

■ http://readycoﬀeeshop.lu/

をオープンした。そのきっかけになっ

高い。けれども、
「私たちの原点は、や
っぱりコーヒーなんです。美味しいコ
ーヒーがなければ意味がない」とユキ
さんは明解に続けた。彼女たちが選ん
だのは、古都エヒタナハにある、品揃
えの豊富な焙煎所だ。今レディ では、
ブラジルとインドのミックス、そして
エチオピアの豆を使って、香り高いコ
ーヒーをサーブしている。

美味しいコーヒーと自転車が、
レディ のトレードマーク。
お洒落なインテリアも、この店の特
徴のひとつ。電線のケーブルドラムを

感が溢れている。中でも

ットを積みあげたソファなど、センス
のよい

まだ見たことがなかったもので、とて

ました。それは、ルクセンブルクでは

う新しいカフェの文化に初めて出会い

ーと、手作りフードをサーブするとい

る。
「ほどよい焙煎の美味しいコーヒ

時の体験だ。ユキさんはこう振り返

とってコーヒーの次に情熱を注ぐもの

イに採り入れた。自転車は、ふたりに

囲気を醸し出したことからディスプレ

てみたところ、この店にぴったりな雰

たりが、駐輪の場所に困って壁にかけ

時、ロードバイクで店に通っていたふ

ィスプレイされた自転車。オープン当

一際目を惹くのは、入り口横の壁にデ

もインスパイアされました。それから

で、店のロゴにも使われている。

そんなふたりが作り出すケーキや軽

る。レディ は、そんなカフェだ。

の「元気」
が、店のすみずみまで行き渡

スポーティではつらつとしたふたり

食には定評があり、常連客にも人気が

にしてきたんです」

ずっと、ふたりで店を開くことを目標

たのは、 年前にロンドンで過ごした

D
I
Y

幼なじみのふたりは、 年前にこの店

ンクチュアリさんとユキ・ビヘルさん。 ペイントしたテーブルや、運搬用パレ

レディ のオーナーは、コニー・サ

勤通学途中の若者で一杯になる。

ィ」
は、朝７時のオープンと同時に、通

学校が林立する学生街のカフェ「レデ

アートスクールや高校など、４つの

街の北部の学生街にある
「レディ?!」
は、
気取らない雰囲気で若者に人気のカフェ。
シンプルな店構えなので隠れ家的だが、
朝、昼、そして夕方には学生と周辺のロコ
たちでいっぱいになる。

3

?!
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?!

READY?!
?!

10

学校へ行く前に、レディ?!で朝食をとるフランス人の学生さん。この
店の常連だ。電線のケーブルドラムにペイントしたテーブルが並ぶ。
1 サンドイッチやマフィン、グラ
ノーラなど朝食メニューも充実。
2 人気のカプチーノは3.20ユー
ロ。3 自慢のホームメイドケーキ
各種。 4 若い女性たちには、バニ
ラ、シナモン、モカなどフレーバ
ー入りコーヒーが人気。

?!

レディ?! のオーナー、コニー・サン
クチュアリさん
（左）
とユキ・ビヘル
さん。幼なじみのふたりが、この店
をオープンしたのは3年前。

Luxembourg
コーヒー消費大国、ルクセンブルクのカフェ。
CB

1

3

2

CB

Luxembourg

コーヒー消費大国、ルクセンブルクのカフェ。
1

Luxembourg ｜ルクセンブルク大公国｜
ルクセンブルク主要情報

2

シロップ入りのフレーバーコーヒーは、カフェラテかカプチーノでサーブ。一番の人
気はバニラ味。 2 リビングルームのようなディスプレイは、テッシーさんの手作り。
1

■ 面積：2586平方キロメートル
（2017年11月現在）
■ 人口：590,667人
（2017年1月） ■ 首都：ルクセンブルク ※ルクセンブルク政府サイトより

カクタス社マーケティング

キャシー・リーシュさん

“隣国よりもお買い得”なコーヒーの秘密。
ドイツ、フランス、ベルギーに囲ま

ポルトガル、ドイツ、フランス、オラ

れた、緑豊かな小国ルクセンブルク。

ンダなど、欧州各国の有名ブランドコ

その要因のひとつが、越境通勤者の

国民の大半が 4 カ国語を操り、多くの

ーヒー各種が長い陳列棚にずらりと並

存在だ。この国に住まない彼らが消費

世界企業が欧州の拠点を置くこの国に

んでいる。

するコーヒーも、全て住民の消費量と

は、170 カ国以上の国籍の人々が住ん

コーヒーの品揃えには力を入れてい

でいる。住民の約 47％が外国人で、首

るという同社は、焙煎所を所有してお

都ルクセンブルク市にいたってはその

り、オリジナルブランドのコーヒー豆

割合は約 7 割にも及ぶ。更に、隣国か

もワイドレンジで展開している。

の国ならではの事情があるのです」

して計上される。だが最大の要因は、
隣国との税率の差にあるらしい。

コーヒーに計上される税金は、
国によって大きく異なる。

らの越境通勤者も 17 万人。全人口が約

「フランス人は、どちらかと言えば

59 万人であることを考えると、彼らが

深煎りのコーヒーが好み。ドイツ人は

店で販売されるコーヒーに計上され

この国の経済にとって不可欠な存在で

その逆で、比較的浅煎りが好き。そし

るVAT
（付加価値税）
は、ルクセンブル

あることがわかる。

てルクセンブルク人は両者の中間とい

クでは 3％だが、ベルギーは 6％、フラ

ったように、国によって好みが異なり

ンス 5.5％、そしてドイツは 7％。加え

旬の豆を使った本格的コーヒーが自慢の
カフェ・ブランチ。有機食材を使った手
作りランチは人気で、メニューも充実し
ている。常連客が国際色豊かなのも、ル
クセンブルクならではの特徴だ。
■ http://coﬀeebrunch.lu/

という彼女にぴったりの第二の人生が、

このカフェだったというわけだ。

･

流行の味をきっかけに、
奥深いコーヒーの世界へ誘う。

･

この店の人気メニューのひとつに

「コーヒー オブ・ザ モーメント」が

めメニューで、カフェラテかカプチー

カフェ・ブランチ

ある。バニラやモカ、キャラメルなど

「モーイエン！」
（こんにちは）
。店に

ノでサーブする。
「ルクセンブルクで

Coffee
Brunch

のシロップを入れたコーヒーのおすす

入ると、オーナーのテッシー・スハー

は、甘いシロップを入れたスイートコ

ーヒーが大人気です。特に若い女性が

フさんの優しい声が響く。

落ち着いた色彩のインテリアは、レ

集まる店では、たくさんの種類のフレ

アートディレクター：髙原真人（髙原宏デザイン事務所）

イアウトから壁に飾った小さなデコレ

／

ーバーシロップを揃えています。私自

全日本コーヒー協会

オフィスや銀行が集まるエリアにあ

発行：一般社団法人

るこの店には、駐在の外国人常連客も
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多い。テッシーさんはお客さんにあわ

左：ルクセンブルク最大手のスーパーマーケット
「カクタス」のコーヒー売り場。手前は同社のオリジナルブランド。側面の棚には欧州各国の大手
メーカーのコーヒー各種が並ぶ。中：カクタスの焙煎所で、自社ブランドのコーヒー豆を厳しく品質チェック。右：全国展開するカクタス社の店舗。

ーションまで、テッシーさんが自ら手

したことはない。

身は、丁寧におとしたフィルターコー

うお国柄を反映するように、イタリア、 “世界一”という統計値の背景には、こ

がけた。
「美味しいコーヒーとともに、

需品。もちろん、お買い得であるにこ

ヒーのブラックが一番好きですが、多

は、どこの国の人々にとっても生活必

コーヒー好きということはありません。

ゆったりとしたひとときを過ごしてほ

「実は、ルクセンブルク人が特別に

タス」の売り場でも、多国籍社会とい

くの人が求めるコーヒーを扱うのも大

内最大手のスーパーマーケット「カク

しいという思いを込めて、インテリア

に仕入れていくと言う。今やコーヒー

切なこと。フレーバー入りのコーヒー

んな答えが返ってきた。

を考えました」と言う。二人掛けの小

驚くほど大きい。1900 年創業という国

が入門編となって、
〝コーヒー〟という

らやってくるお客さんはそれらを大量

さなテーブルが多いのも、ひとりで来

費量の統計について尋ねてみると、こ

奥の深い世界を知っていくきっかけに

いてみても、コーヒーの売り場面積は

るお客さんが、心地よい居場所を見つ

セールを行っているが、特にドイツか

なればいいなと思っています」

んだ。彼女に人口当たりのコーヒー消

フィルターコーヒーをいれるテッシーさん。この店では、焙煎工房クノ
ペスの豆を使っている。ピンクのコック服は、彼女の制服だ。

3

けやすいようにという心配りから。店

常を支えるスーパーマーケットをのぞ

内には、ほっと落ち着く、アットホー

カクタスでは、定期的にコーヒーの

ムな雰囲気が溢れている。

クセンブルクで買う方が安いのだ。

ィング担当者、キャシー・リーシュさ

２０１６年の春「カフェ・ブランチ」

創業者の玄孫で、コーヒーのマーケテ

ぞ知る「コーヒー大国」だ。人々の日

せて「ボンジュール！」
「グーテンター

年間コーヒー消費量が世界一。知る人

をオープンするまでは、教鞭を執って

隣国の人々にとっては、コーヒーはル

グ！」と、瞬時に言語を切り替え会話

2.19 ユーロのコーヒー税も計上される。

す」と説明してくれるのは、カクタス

国際コーヒー機関の統計によると、

いたテッシーさん。カフェを持つこと

に、幅広いラインアップを揃えていま

ルクセンブルクは人口ひとり当たりの

を始める。国際色豊かなルクセンブル

たり 0.2486 ユーロ、ドイツに至っては

が、長年の夢だった。お料理上手でコ

て、ベルギーでは焙煎コーヒー1kg あ

そんな異なるニーズを網羅できるよう

クならではの、素敵な光景だ。

ます。当社のオリジナルブランドでも、

ーヒー通、人と触れ合うことが大好き

ルクセンブルクの人々は、
コーヒーの消費量が世界一？

4

オープンは朝7時。仕事前にコー
ヒーを飲みに訪れる常連客も多い。
4 オフィスや銀行が集まる地区に
ある
「カフェ・ブランチ」
。
3

Coffee Break | 10

