
 
2017年 9月 27日                           

 ＝ＵＣＣホールディングス株式会社＝ 

 

ＵＣＣコーヒー博物館は、開館30周年を記念し、9月27日（水）～11月12日（日）までの期間に、

新たなコーヒーの飲み方や淹れ方が楽しめる 30種類のコーヒーメニューの提供や、特別企画展、多彩な

セミナーなどを実施します。 

 

ＵＣＣコーヒー博物館は、世界で唯一の“カップから農園まで”を網羅したコーヒー専門の博物館と

して、1987年10月1日（コーヒーの日※1）に開館しました。以来 30年間に亘り、国内外から130万人

を超えるお客様をお迎えし、コーヒーの歴史や文化をはじめ、コーヒーが持つ多彩で奥深い魅力の数々

を紹介してきました。 

本年は、ＵＣＣコーヒー博物館の開館30周年とともに、神戸開港150年を迎えた記念すべき年であり、

ＵＣＣグループが未来に向けて掲げる新たなテーマ「NEXT COFFEE CULTURE」に沿って、新たなコーヒー

文化の創造にチャレンジすることを宣言します。そのスタートアップのイベントとして、新たなコーヒ

ーの飲み方や淹れ方が楽しめる「NEXT COFFEE 30MENU～30 周年 30 種類のコーヒーメニュー～※2」の提

供や、今後の博物館の新しい事業活動として、中学生や高校生を対象に、コーヒーを通じた「環境学習
※3」の支援を強化していきます。 

さらに、これまでご来館・ご支援いただいた皆様への感謝の気持ちを込めて、“コーヒーを知る、楽し

む”をテーマにした講演会やミニライブ、カフェコンサート等の多彩なプログラムを 10月1日（日）～

11月 12日（日）に実施します。また、神戸開港 150年を記念し、神戸とコーヒーの関わりと歴史を紹

介する特別企画展「神戸とコーヒー～港からはじまる物語～」を 10月 11日（水）～11月 12日（日）

に開催します。 

 

ＵＣＣコーヒー博物館は「NEXT COFFEE CULTURE」を創出する情報発信基地として、新たなコーヒー文

化の創造と次の世代を視野に入れた新たなコーヒーファンの創出に取り組んでまいります。 

 

 

※1 コーヒーの日 

全日本コーヒー協会で1983年より10月1日を「コーヒーの日」として提唱。その後、日本における啓蒙活動に世界が賛同し、2014年3 

月開催のICO理事会において2015年10月1日が「国際コーヒーの日」と定められる。 

 

※2「NEXT COFFEE 30MENU～30周年30種類のコーヒーメニュー～」 

ＵＣＣコーヒー博物館内の喫茶室コーヒーロードにおいて、“FARMING”“TECHNOLOGY”“LIFE STYLE”をテーマに、 

スペシャルティコーヒーやアレンジコーヒーをはじめ、ＵＣＣグループが独自開発した技術「アイスブリュードコーヒ

ーサーバー」や「LARGO（ラルゴ）」を採用した、コーヒーの新たな飲み方・淹れ方が楽しめるコーヒーメニューを 9 月

27日（水）～10月9日（月）の期間限定で提供。 

 

※3コーヒーを通じた「環境学習」 

“カップから農園まで”一貫したコーヒー事業を展開するＵＣＣグループがこれまでに取り組んできた環境活動のひ

とつとして、「森を守るコーヒーづくり」を題材にした展示コンテンツを導入するとともに、展示に連動した教材を制作

して、2018年度の新学期から全国の中学校や高校向けに提供。 

 

ＵＣＣコーヒー博物館 30th ANNIVERSARY 

UCC グループの新たな挑戦「NEXT COFFEE CULTURE」が神戸からスタート 
スタートイベントとして期間限定で 30 種類のコーヒーメニューを提供！ 

コーヒーを通じた「環境学習」の支援を強化！ 



 

【NEXT COFFEE 30MENU～30 周年 30 種類のコーヒーメニュー～の概要】 

実施店舗：ＵＣＣコーヒー博物館内 喫茶室コーヒーロード 

実施時期：9 月 27 日（水）～10 月 9 日（月） 

 メニュー名 価格（税込） 備考 

①  ターキッシュコーヒー 400円 約450年前の抽出を再現 

②  神戸ブレンドコーヒー 400円 1930年代の味わいを再現 

③  アメリカンコーヒー 400円 浅炒りの豆を使用した本格的な味わい 

④  カプチーノ 400円 濃厚なエスプレッソを使用 

⑤  ジャマイカ UCC直営農園ブルーマウンテンNo.1 1,000円 シングルオリジン 

⑥  ハワイ UCC直営農園ハワイコナ 1,000円 シングルオリジン 

⑦  ブラジル ナチュラルハーフカフェインローリナ 700円 シングルオリジン 

⑧  フランス ブルボンポワントゥ 2,000円 シングルオリジン 

⑨  ブラジル タデウ農園 700円 シングルオリジン 

⑩  ルワンダ ニャルシザ農園 700円 シングルオリジン 

⑪  ニカラグア リモンシリョ農園（ウォッシュド） 700円 シングルオリジン 

⑫  ニカラグア リモンシリョ農園（ナチュラル） 700円 シングルオリジン 

⑬  エチオピア ベレテゲラ メティチェフェ 700円 シングルオリジン 

⑭  アイスブリュードコーヒー 700円 ＵＣＣ独自開発サーバー使用 

⑮  アイスブリュードコーヒー“和み”（3層アレンジ） 700円 ＵＣＣ独自開発サーバー使用 

⑯  マザグラン・アメリカ―ノ 400円 コーヒー＋炭酸 

⑰  COLD BREW（ベリー＆ミントフレーバー） 700円 水出し 

⑱  COLD BREW（オレンジフレーバー） 700円 水出し 

⑲  LARGO（パナマ エスメラルダ農園 ゲイシャ） 700円 ＵＣＣ独自開発容器使用／シングルオリジン 

⑳  LARGO（ガテマラ ラ・プロビデンシア農園） 700円 ＵＣＣ独自開発容器使用／シングルオリジン 

㉑ LARGO（インドネシア バリ アラビカ ジャラク） 700円 ＵＣＣ独自開発容器使用／シングルオリジン 

㉒ LARGO（コスタリカ ジャガーハニー） 700円 ＵＣＣ独自開発容器使用／シングルオリジン 

㉓ LARGO（パプアニューギニア キンデン農園） 700円 ＵＣＣ独自開発容器使用／シングルオリジン 

㉔ 上島珈琲店 無糖ミルク珈琲 700円 上島珈琲店人気メニュー 

㉕ 上島珈琲店 黒糖ミルク珈琲 700円 上島珈琲店人気メニュー 

㉖ 上島珈琲店 生キャラメルミルク珈琲 700円 上島珈琲店人気メニュー 

㉗ 3種のミルクのカフェ・オ・レ飲み比べセット 400円 牛乳・豆乳・アーモンドミルクを使用 

㉘ ミルクコーヒー缶グラノーラ 400円 UCCミルクコーヒー缶の新しい飲み方 

㉙ キングオブジャマイカ 2,000円 金箔で覆われたブルーマウンテンコーヒー 

㉚ 3つの色のぼくのカフェオーレ（カフェインレス） 400円 コーヒー＋ミルク＋チョコレートシロップ 

■FARMING：⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬ 

ＵＣＣ直営農園産コーヒーなどの厳選されたシングルオリジンのスペシャルティコーヒーを、 

ペーパードリップ・サイフォン・カフェプレス・ステンレスフィルターの 4種類の抽出方法で提供。   

■TECHNOLOGY：⑭⑮⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓ 

きめ細かな泡が楽しめる“アイスブリュードコーヒーサーバー”や、アルミ特殊缶によって香り高い

味わいが楽しめるレギュラーコーヒー“ＬＡＲＧＯ（ラルゴ）”など、ＵＣＣ独自開発の技術を採用し

たメニューを提供。 

■LIFE STYLE：㉗㉘㉙㉚ 

コーヒーの新たな楽しみ方・飲み方として、缶コーヒーをアレンジした“ミルクコーヒー缶 

グラノーラ”や金箔でコーヒーの香りを閉じ込めた“キングオブジャマイカ”などを提供。 

                 
＜㉘ミルクコーヒー缶グラノーラ＞        ＜㉙キングオブジャマイカ＞ 



 

【30 周年特別講演会・イベント、企画展・展示の概要】 

実施場所：ＵＣＣコーヒー博物館 

実施期間：10月1日（日）～11月12日（日） 

■特別講演会・イベント 

10月1日（日） 30周年記念　エチオピアのコーヒーセレモニー 特別展示室 参加無料

●コーヒー発見の地 エチオピアに今も伝わるコーヒーセレモニーを完全に再現。 10月1日は無料入館

　 セレモニーの作法に準拠して抽出したコーヒーを参加者全員で試飲。 予約不要

　 1回目　10:30～　　2回目　13:30～　　3回目　15:00～

10月2日（月） バックパッカー夫妻の世界をめぐるコーヒートーク 特別展示室 500円　コーヒー付き

●世界のカフェとコーヒー生産国を旅したあとに沖縄糸満で「コーヒーで人と世界を 別途入館料　要

　 つなぐ」をコンセプトに掲げたカフェを立ち上げた20代夫婦のコーヒートークショー。 定員：各回30名

　 午前の部　10:30～　　午後の部　14:00～ 要予約

10月4日（水） ミニライブ　産地をめぐる≪音楽とコーヒー≫　メキシコ編 1F展示室内 参加無料

●ホセ北尾さんのラテン音楽ミニライブとメキシココーヒーの試飲。 別途入館料　要

　 1回目　11:30～　　2回目　13:00～　　3回目　14:30～ 予約不要

10月5日（木） ミニライブ　産地をめぐる≪音楽とコーヒー≫　ブラジル編 1F展示室内 参加無料

●谷山和惠さんのボサノバミニライブとサントスNo.２の試飲。 別途入館料　要

　 1回目　11:30～　　2回目　13:00～　　3回目　14:30～ 予約不要

10月6日（金） ミニライブ　産地をめぐる≪音楽とコーヒー≫　ハワイ編 1F展示室内 参加無料

●Shintoraさんのハワイアンギター、Mizuki Okadaさんのフラダンスとハワイコナの試飲。 別途入館料　要

　 1回目　11:30～　　2回目　13:00～　　3回目　14:30～ 予約不要

10月7日（土） 特別講演会　「煌めきのオールド・ノリタケ」 特別展示室 各回 1,000円　コーヒー付き

●講師：井谷善恵氏（東京芸術大学グローバルサポートセンター特任教授） 別途入館料　要

   明治18年から昭和10年頃までアメリカ合衆国等に輸出されたオールド・ノリタケを 定員：各回20名

　 はじめとする輸出磁器の繊細な美しさと魅力を堪能する。 要予約

　 午前の部　10:30～「明治時代に神戸港から輸出されたコーヒーカップ」

　 午後の部  14:00～「オールドノリタケにみる港町とカフェ文化」

10月8日（日） 特別講演会　「アラビアンナイトとコーヒー」 特別展示室 各回 1,000円　コーヒー付き

　　　　　　　　　～禁忌から世界の嗜好品へ～ 別途入館料　要

●講師：西尾哲夫氏（国立民族学博物館副館長・教授） 定員：各回20名

   アラブ世界で類まれな飲みものとしての地位を確立し、世界中に広まったコーヒー。 要予約

   当代一のアラビアンナイト・千一夜物語の研究者を迎え、この物語とコーヒーの意外

   な関係を探る。

　 午前の部　10：30～　　午後の部　14:00～

10月9日（月・祝） ラテアーティスト松野浩平の「３Ｄラテ 大博覧会」 特別展示室 無料

●１杯のコーヒーを立体的に、視覚的に楽しめる世界に導く３Ｄラテアート。 別途入館料　要

   スピーディーで質の高い松野氏のパフォーマンスを間近でご覧いただく。 予約不要

10月14日（土） カフェコンサート2017 「レコード盤で聴く思い出の一曲」 UCC本社9F 2,500円

10月15日（日） ●ラジオ関西が保有する10万枚のアナログレコードから思い出の一曲をリクエストし ラウンジ コーヒーとケーキ、お土産付き

　 特別のコーヒー・KOBEスイーツとともに楽しむコンサート。 入館料含む

　 元ラジオ関西の名パーソナリティー 三浦紘朗氏がナビゲート。 要予約

　 午前の部　11:00～　　午後の部　15:00～  

■企画展・特別展示 

10月11日（水） 特別企画展　 「神戸とコーヒー　～港からはじまる物語～」 特別展示室 観覧無料

～ ●開港１５０年を迎えた神戸。この街でコーヒーは人々とともに歴史を紡ぎ、独特の 別途入館料　要

11月12日（日）    コーヒー文化を創りあげてきた。豊富な図版や写真、コーヒー関係者のインタビュー

　 からその源流をたどり、街と港、コーヒーの魅力を紹介する。

9月20日（水） 特別展示　　　「煌めきのオールド・ノリタケ　コレクション」 展示室６ 観覧無料

～ ●特別講演会の講師 井谷善惠さんのコレクションから選び抜いたオールド・ノリタケや 別途入館料　要

10月22日（日） 　 オールド大倉のカップ＆ソーサー等　一世を風靡した戦前の輸出磁器を展示。  

各催しの詳細、予約方法は公式ホームページ http://www.ucc.co.jp/museum をご覧ください。 

 

http://www.ucc.co.jp/museum


 

【ＵＣＣコーヒー博物館の概要】 

 

 
 

 

 

１．名称    ＵＣＣコーヒー博物館（運営：ＵＣＣホールディングス株式会社） 

２．名誉館長  上島 達司（ＵＣＣホールディングス株式会社 グループ代表 代表取締役会長） 

３．館長    山岡 昭雄 

４．開館日   1987年 10月 1日 

５．所在地   〒650-8880 神戸市中央区港島中町 6-6-2 

６．ＴＥＬ   078-302-8880 

７．ホームページ http://www.ucc.co.jp/museum 

８．休館日   毎週月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始 

９．入館料   大人（高校生以上）300円、中学生以下 無料 

        シニア（65歳以上）150円、団体（20名以上）240円 

        障がい者（介添人 1名まで同額）150円（シニア、障がい者の方は証明書が必要） 

１０．概要   エスカレーターで展示室 1へ上がると、展示室 6までアトリウム（吹き抜け空間）

を取り巻くように、らせん状に傾斜した通路になっており、ゆるやかな傾斜を下

るだけで見学できます。コーヒーの起源、栽培、鑑定、焙煎、抽出、文化などコ

ーヒーにまつわるあらゆる情報を展示、映像を通じて分かりやすく伝えています。

また、テイスティングコーナー等体験コーナーを設け、五感を通じてコーヒーを

体感できます。 

 

 

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】 

ＵＣＣホールディングス株式会社 広報室 

東京本部  〒105-8577  東京都港区新橋 6-1-11 Daiwa御成門ビル 

TEL 03-5400-5544   FAX 03-5400-5533 

神戸本社  〒650-8577  神戸市中央区港島中町 7-7-7 

TEL 078-304-8813   FAX 078-304-8878 

 

  【本件に関する一般のお客様からのお問い合わせ先】 

ＵＣＣコーヒー博物館  TEL 078-302-8880 

http://www.ucc.co.jp/museum

