


 
豆はこのゴムパッキンのついた瓶に保存している。

それが正しいのかどうかは知らないけれど、

この瓶が好きなんだから、仕方が無い。



 
コーヒーミルに一杯分の豆を投入。

 
Kalitaのダイヤミル

小学生の時からこれを使っている。

職人さんの手作りだそうで、年間製造台数も限られている。

しかも、kalitaのホームページには載ってない。
 

右のハンドルを回して、ごりごりごりごりと挽いてやる。

下部の引き出しを開けた時のコーヒーの香りが

たまらない。

 





豆はUnirさんでかうSpecialty Cofee
仕入れ量が限られるので、次に行った時には
大抵、前に買った豆は売り切れていて、

同じようなテイストのものを選んでもらって、

それを買って帰る。



 
本当はフレンチプレスがいいらしいんだけど、

ドリップするという行為自体が止められないので。

 
フレンチプレスの方が、コーヒーオイルがフィルターに

吸われなくていい、と聞いたんだけど。

 
 
 



 
お湯を沸かす。

あー、ちょっと磨いてあげないとね。ごめんね。



 
フィルターはペーパーではなく、ネルでもなく。

コットン。

 
ペーパーフィルターは使い捨てだし、ネルは思いっきり油分を吸ってしまう。

この薄いコットンペーパーのフィルターは再利用出来て、

かつ、あまり油吸わない、、、と思ってるだけ。

 
コーヒーなんて自己満足で良い。



 
コーヒーを淹れている時の香りは

挽きたての香りとは少し違う。

 
香水で言うと、挽きたてはトップノート。

目覚ましのつんつんした香り。

 
いまは二煎目、ミドルノート。

ふっくらとした落ち着いた香りが漂って来る。

 
フィルターがドリッパーの穴を塞いで、

ゆっくりと落ちているところ。



 
良い色に入りました。



 
Mulin（近くのパン屋さん）のクルミ入りパンと発酵バター
お皿は随分前にquatre saisonsで買ったものだけど

もう置いていない。

 
僕にとって、クルミ入りパンはパンの女王様。

ちなみに、王女さまはメサベルテのクリームコルネ。

さくさくの塩気の強いパイ生地に薄甘のクリーム。

ツンデレ感が何とも言えない。

 
ダークチェリーのデニッシュは愛人で、

アップルリングは侍女、、

クロワッサンは町娘、、、

まあ、これぐらいにしておきましょう。

 
 



 
おまけ

昨晩、帰りに買った

dominique saibronのパン·オ·ルヴァン　ノア・レザン
酸味がしっかりとしていて、あまり甘くない。

噛んでも噛んでも、甘くない。

こっちは普通の有塩バター。



 
久しぶりの青空

でも、雲多し。



 
侵入者発見！
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