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第四夜 – 「01-コーヒー（曲名）」 
 

 

コーヒーや Coffee の名がついた曲を集めました。有名なコーヒー・

ルンバを始め、多くのコーヒーやCoffeeの曲があります。それぞれにア

ーティストや作詞者・作曲者の想いが伝わり、共感したり、感激した

りの楽しい時間を過ごしました。 

 

コーヒーは、人と人との心の触れ合いに寄り添い、あるいは活発な

ディベートを促し、歴史の様々な時代を彩ってきました。それは今の

時代も変わらないと思う一方で、コーヒーのある豊かな生活が、広く、

そしていつまでも続くことを願っています。 

 

 

01-「コーヒーをいれたから」 ikuko 

No 曲名 歌手 YouTube （ 正規チャンネル ： その他のチャンネル ） 

1 コーヒーをいれたから Piano Ikuko https://www.youtube.com/watch?v=T_jkepKXdw8  

コーヒーの果たす役割と存在意義を端的に歌っている曲です。確かキーコーヒーのドリップオン CM 曲として CD が配布

されたと記憶していますが、このピアノバージョンと別に SAX バージョンがあります。 Ikuko の声と歌唱はこの曲にベストマ

ッチ、歌詞の内容にもホレボレします。できれば歌詞検索などでしみじみ歌詞を読んでいただきたい、きっともっとコーヒーが

好きになるでしょう。   

 

02-「コーヒー・ルンバ」 井上陽水 

2 コーヒールンバ 井上陽水 https://www.youtube.com/watch?v=xFR2lwEvkRY  

西田盤のカバーとは言いながらも、井上陽水はその豊かな感性で歌いあげています。最初にこの歌を知ったのはタモリ

の 「笑っていいとも」 だったかと思います。福岡時代からの竹馬の友としてボケも突っ込みも盛りだくさん。楽しく視聴した

のですが、「マラカスが来んが」 の苦し紛れには抱腹絶倒しました。二人は努力と才能で今のポジションにあり、長らく第

一線にいることが素晴らしい。しかし必ずしも運に恵まれただけでないことは、数々の言葉から伺えます。 

井上陽水は日本初のミリオンアルバム 「氷の世界」 を始め、数々の名曲を送り出しています。「ニューヨーク恋物語」 

の主題歌 「リバーサイドホテル」 は、イントロから圧倒され、名曲パワーが炸裂。このドラマは主演の田村正和、岸本加

世子、桜田淳子他の出演陣、皆がとにかく素晴らしかった。良い時代の良いドラマでした。 

 

03-「Mocha Coffee」 Mayumi 

3 Mocha Coffee Mayumi https://www.youtube.com/watch?v=D0OtV_fKc_g  

今まで全く知らなかったアーティストと曲です。Mocha Coffee という名の曲に出逢えるとは思いませんでした。 

モカはコーヒーの発祥地イエメンの港で、当時のコーヒー積出港として栄えました。そこからモカコーヒーの名となったようで

すが、喫茶店やコーヒー専門店では人気のブランドの一つです。 

歌詞では 「カウンターの端に座る」 ので喫茶店ですね。「どこか上品な話し方と 甘い香りが 君のイメージ通り」 だった

り、「ストレートで少しさまして飲む」、珈琲の甘さを楽しむならお勧めです。彼女はモカコーヒーの達人ですね。 

 

04-「コーヒー」 スガシカオ 

4 コーヒー スガシカオ https://www.youtube.com/watch?v=KHd11nyqdb8  

https://www.youtube.com/watch?v=T_jkepKXdw8
https://www.youtube.com/watch?v=xFR2lwEvkRY
https://www.youtube.com/watch?v=D0OtV_fKc_g
https://www.youtube.com/watch?v=KHd11nyqdb8
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「プロフェッショナル 仕事の流儀」 の主題歌 「Progress」 は、視聴の度にその声に感心した覚えがあります。彼のア

ルバムでは 「Sugarless」 が一番好きかな。「マーメイド、ユビキリ、夜空ノムコウ、ココニイルコト、８月のセレナーデ、

Room201」 等々、13曲も入る初期のベストアルバムですが、彼の声と曲のリズムが心地良くて癒されます。 

「コーヒー」 の歌詞は 「冷めたコーヒーの苦み」 や 「こぼしたコーヒーの心に広がる(染み)」 を乗り越えながら、「誰か

を好きになるのに 理由なんかいらない 何度も確かめるんだ この想いが消えないように」 と願うのです。 

こうした想いを受け止め、支え、励ます存在がコーヒーであるなら、それはもうコーヒー屋冥利に尽きます。 

 

05-「コーヒー」 FLOWER FLOWER 

No 曲名 歌手 YouTube （ 正規チャンネル ： その他のチャンネル ） 

5 コーヒー FLOWER FLOWER https://www.youtube.com/watch?v=OUwhYBFP5ac&list=RDOUwhYBFP5ac&start_radio=1  

2018 年のアルバム 「スポットライト」 の曲ですが、発表はライブが先行していたようです。ファンからあの曲あの曲、とな

ってアルバムに収録されたのですから、良い曲であるのは間違いないですね。 

コーヒーは 「飲めないのに飲んだ」 で登場し、「もういい やめよう 全てがどうでもよくなってきた」 と、自暴自棄の一歩

前的な苦しさを吐露しています。しかし 「楽しくないけど まだやらなくちゃ」 と踏ん張ります。この詩を彼女の声で聴くと、そ

の苦しさが一層伝わってきます。曲作りのことやバンドのことなど悩みは尽きない。「ポップなメロディ嫌気が差すの」 から続

く歌詞は、「歌ぐらいは自由に歌わせてくれよ 消え失せろ」 まで、仕事にすることの辛さに気付くのです。「ほんとはしがみ

ついていたいのさ」。頑張れ！ 

 

06-「Coffee」 Mrs. GREEN APPLE 

6 Coffee Mrs. GREEN APPLE https://www.youtube.com/watch?v=-8mE_3niO_s  

ピアノから始まる美しい曲です。ところがいつ Coffee が登場するかな、と待つのですが、歌詞としては見つからない。もう

一度聴き返してやはり歌詞にはありません。となると比喩かと思うのですが直喩も隠喩も見つからない。考えられるのは 

「温め合え」 や 「苦味という」 言葉。曲全体のイメージとしての Coffee の曲。気付いたのが、そういえばピアノの音がドリ

ップの雫の音に聴こえなくもないという思い込み。 

しかし 「苦い」 がコーヒーの代名詞であるならば、いずれ変わって欲しいものです。 

 

07-「アイスコーヒー」 遠藤舞 

7 アイスコーヒー 遠藤舞 https://www.youtube.com/watch?v=wxHG9lE6gGU  

4 枚目のシングル 「溜息と不安の夜に」 に収められた曲で、「アイスコーヒー」 の作詞は詩人の銀色夏生。「アイスコ

ーヒーの氷がだんだん溶けていけば コップのふちの透明な湖の中に どんどん吸い込まれてく 」、「このきれいな湖に吸い込

まれて 形を失くす」。 流れ出るのは詩人の妙なる調べです。 

歌詞を見て、ニコール・キッドマンがアカデミー賞主演女優賞に輝いた映画 「めぐりあう時間たち」 (2002 年) を思い

出しました。世界一美しいとされる遺書を残したヴァージニア・ウルフの 「ミセス・ダロウェイ」 がモチーフ。しかし主演女優

３人（ほかにジュリアン・ムーア、メリル・ストリーブ）も賞に値する、と思えた作品でもありました。 

最近では 「BIG LITTLE LIES」 の妻を演じたニコール・キッドマンと、義母役のメリル・ストリーブの法廷での対決も

見応えがありました。デビット・E・ケリー監督作品です。 

 

08-「Bitter Coffee」 Radio Fish 

8 Bitter Coffee Radio Fish  残念ですが曲が見つかりませんでした。 

Radio Fishは、オリエンタルラジオの中田率いる 6人組ダンス＆ボーカルユニットで、2014年の結成。名前はオリエン

タルラジオと、ダンサーの FISHBOY（中田の実弟）を結び付けたのかな。この Bitter Coffee は 2019年のミニアルバ

ム 「SPACE MAN」 の１曲で、以外にもスローテンポです。コーヒー曲名カテゴリーに入れるかどうか少し悩みましたが、

https://www.youtube.com/watch?v=OUwhYBFP5ac&list=RDOUwhYBFP5ac&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=-8mE_3niO_s
https://www.youtube.com/watch?v=wxHG9lE6gGU
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ふくよかな苦味だからと納得してお届けします。巷で時折見かけるバターコーヒーではありません。 

 

09-「ブラックコーヒー」 小口美弥子 

No 曲名 歌手 YouTube （ 正規チャンネル ： その他のチャンネル ） 

9 ブラック コーヒー 小口美弥子 https://www.youtube.com/watch?v=mXBhOWpfNKw  

2016 年、アコースティックギターの弾き語りからスタートした彼女。ひた向きな努力を続けています。この 「ブラックコーヒ

ー」 は 2020 年のアルバム 「OVER」 の曲ですが、聴いてすぐに気に入りました。軽快な曲調と素直な声が気持ち良い

１曲となっています。 

彼女は新しいアルバムのためのクラウドフファンディング（下記 URL・終了しましたが）を行うなど、発想が豊かです。 

https://www.muevo.jp/campaigns/2286 

 

10-「珈琲」 LACCO TOWER 

10 珈琲 LACCO TOWER https://www.youtube.com/watch?v=vw_sOJYFkDo 

伊勢崎出身と聞いてオー！と応援しました。太田の backnumber といい、群馬 頑張っています。この 「珈琲」 と、

コーヒーの歌詞の項で 「橙」 の２曲を取り上げる予定ですが、どちらも一発選曲でした。さまざまなシチュエーションで登

場する珈琲ですが、男女の別れとなれば苦い思い出が残るでしょう。珈琲の苦さは美味ですが、気持ちの苦さまでは消し

去れない、そっと寄り添ってくれるだけ。冷めてもおいしい珈琲を是非味わっていただきたい。きっと透明感があり、キラキラ

輝く一杯の筈です。 

 

11-「Coffee」 Anly 

11 COFFEE Anly https://www.youtube.com/watch?v=FK1ThfIFl2U  

沖縄の伊江島出身という彼女、とにかくガンバリ屋でパワフルです。6 才でギターを弾き始め、シンガーソングライターを

目指した中学時代に曲作りを始めています。実際にほとんどの曲を作詞作曲していますが、The Beatles の 「COME 

TOGETHER」 のカバー曲もありました。 

この 「Coffee」 は 2018 年のアルバム 「LOOP] の曲ですが、主役のコーヒーは２度ほど登場します。「深入りする

と苦みの利いた 人間関係に… 甘めのコーヒーで現実逃避」 と、「注がれるコーヒー 誘われる香り … 悩みの種は焙

煎！」。彼女はコーヒー焙煎士のようですね。 

 

12-「Black Coffee」 B’z 

12 Black Coffee B'z  残念ですが曲が見つかりませんでした。 

コーヒーソングの調べ始めに、必ず入れようと思っていた曲です。結成から 33 年を過ぎ、数々の記録をもつビッグ・アー

ティストの B’z です。2019 年のラグビーワールドカップでは、製薬会社のラグビー応援歌である 「兵、走る」 が公式かと

思うくらいに流れました。この 「Black Coffee」 の詩には、「まだ見ぬ旅路があるのなら しばらく歩いてみるのもいい」 と

切り出し、「出発(たびだち)の前にもう一杯だけ 黒い珈琲 苦い珈琲 ノミホソウ 」。これはもう男のロマンですね。 

 

13-「COFFEE MACHINE」 paris match 

13 COFFEE MACHINE paris match https://www.youtube.com/watch?v=zbQ8bfPxC2c  

コーヒーマシーンと聞いて何を一番に連想しますか。ドリップマシーン(コーヒーメーカー)やエスプレッソマシーン、今はハイ

ブリッドのフルオートマシーンもあります。しかし壊れたコーヒーマシーンは気付くことのなかった "my heart" の比喩に過ぎ

ず、今は心が揺れ始めている。When I feel in my soul, my heart begins to blow。繰り返される心のリフレイ

ン。美しい歌詞とミズノマリの艶やかな歌唱が深い余韻となり、極上のオペラのように心に響きます。 

https://www.youtube.com/watch?v=mXBhOWpfNKw
https://www.muevo.jp/campaigns/2286
https://www.youtube.com/watch?v=vw_sOJYFkDo
https://www.youtube.com/watch?v=FK1ThfIFl2U
https://www.youtube.com/watch?v=zbQ8bfPxC2c
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MACHINE 繋がりですが、CAFFE の項にある 「Paradise」 の歌詞に 「エスプレッソ・パーツ」 が登場しますが、これ

歌になるのは本邦初でしょうか。 

 

14-「あったかいコーヒー」 フラワー・カンパニーズ 

No 曲名 歌手 YouTube （ 正規チャンネル ： その他のチャンネル ） 

14 あったかいコーヒー フラワーカンパニーズ https://www.youtube.com/watch?v=EpKXY5bFifo  

名古屋出身のほぼ同級生バンドで結成は 1989年。 

惹かれたのが 「ほろり ほろり 注いでください ほろり ほろり からっぽの心に あったかいコーヒー」 の詩。この曲は

1996 年のアルバム 「俺たちハタチ族」 に収録されています。さすがに名古屋は珈琲タウンで、三代続くコーヒー会社も

多く、社訓を守り、地道な活動が評判です。その成果とも言えるのが華やかな喫茶店文化でしょう。モーニングサービスは

全国から注目され、小倉トーストもここで誕生。全国に展開するコメダ珈琲店もここから始まりました。最初は 1 軒の喫

茶店でしたが、広い来客用駐車場にはベンツが多かった記憶があります。創業者の加藤社長には何度かお会いしました

が凄い人です。 

 

15-「ブラックコーヒー」 SARD UNDERGROUND 

15 ブラックコーヒー SARD UNDERGROUND https://www.youtube.com/watch?v=yGaLkjWot8g  

2007年に亡くなった坂井泉水 「ZARD」 のトリビュートバンドとして活動する女性バンドです。忠実に再現するために

髪型や衣装にも拘ります。この 「ブラックコーヒー」 は 2021 年 2 月のシングルで、確かに歌い方が ZARD に似ていま

す。しかし坂井泉水自身は多くの自作詩を歌いましたが、意外にもコーヒーの詩が少ない。もっと歌って欲しかったという気

持ちもあって、この曲に感謝しています。坂井泉水と同じ事務所で親友という大黒摩季には、多くのコーヒー曲があります

ね。何曲かパワフルな楽曲を取り上げています。 

 

16-「100yen coffee」 Panorama panama Town 

16 100yen coffee パノラマパナマタウン  残念ですが曲が見つかりませんでした。 

2021年 11月の最新アルバム 「Faces」 に収められた 「100yen coffee」。 

都会の真ん中にある孤独には、癒しの 100yen coffee も力とはならない。「そっと飲み干したり」  「速攻投げ捨てたり」、 

「思い出 風に吹かれ ぽつんと消えた」 り。曲の最後の英詩では、「どこに行けばいいのかわからない、でもここにいたくな

い」 と訴えるのです。苛立ちまみれの感情を抑えながら、都会の雑踏と喧騒の中、孤独は続きます。 

 

17-「Morning Coffee」 Celeina Ann & Matt Cab 

17 Morning Coffee Celeina Ann & Matt Cab https://www.youtube.com/watch?v=uTM1vbvyVRo  

日本生まれ、日本で活動するアーティストの二人。「Morning Coffee」 では優しく穏やかな曲調が続きますが、特に

二人のハーモニーには好感を持ちました。多分様々な想いや経験を乗り越えて今があるのですから、これからも頑張って

欲しいと思います。 

下記ユーチューブでは、デビュー時の曲をお聞きいただけます。 

Key To Your Heart feat.Matt Cab  ➡  https://youtu.be/jzp0kmDef6U 

 

18-「ブラックコーヒー」 PAN 

18 ブラックコーヒー PAN https://www.youtube.com/watch?v=ye2VTLmM_xQ  

PAN は 1995年に大阪で結成された幼馴染み 4 人組のロックバンド。結成から 25年、メンバーの変動がないという

ことは素晴らしいですね。 

https://www.youtube.com/watch?v=EpKXY5bFifo
https://www.youtube.com/watch?v=yGaLkjWot8g
https://www.youtube.com/watch?v=uTM1vbvyVRo
https://youtu.be/jzp0kmDef6U
https://www.youtube.com/watch?v=ye2VTLmM_xQ
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この 「ブラックコーヒー」 は結成 10周年となる 2005年 5月 25日にリリースされた、アルバム 「一般人のバンザイ」 

に収められた曲です。ちょっと辛いことですが、「無理やり飲み込んだ 苦いブラックコーヒー」 が繰り返されますが、今も苦い

コーヒーを飲んでいるのでしょうか。少し気になりました。 

 

19-「ブレンドコーヒー」 中野清花 

No 曲名 歌手 YouTube （ 正規チャンネル ： その他のチャンネル ） 

19 ブレンドコーヒー 中野清花 https://www.youtube.com/watch?v=OFZyWYsdIRI  

最初はジャケットが目に止まりました。ワンルームマンションの間取り図でしたから。2020 年 11 月リリースの 「one 

room」 は 5 曲入りの EP で、全曲が弾き語りです。「汗水流し働いて 悔しさをこらえて」 や 「淋しさをこらえて」 と働く

若者の葛藤を歌い、その救いが 「ブレンドコーヒーの温かさ」 と続きます。最後にコーヒー・コミュニケーションとなり、「今日

はゆっくり君と 話したいから」。じっくり悩みを語り合って欲しいと思います。若さとは瑞々しさ、だから少し狭くても豊かに過

ごせると思うのです。このYouTubeは、中野の萬国コーヒーSmBカフェで2018年に行われたライブです。中野繋がり？ 

 

20-「アメリカン珈琲」 鶴 

20 アメリカン珈琲 鶴  残念ですが曲が見つかりませんでした。 

埼玉県鶴ヶ島市出身の同級生 3 人で 2003 年に結成されたバンドです。以来 20 年頑張っています。このグループ

もコーヒーに関する楽曲がいくつかありますが、まず 2015年のアルバム 「Love＆Soul」 から、「アメリカン珈琲」 です。  

アメリカンは焙煎度が比較的浅く、酸味がやや強いコーヒーですが、歌詞では 「アメリカンコーヒーみたいな 浅煎りやめ

て 無駄な思考回路止めて 深いりしたいぜ」 と繰り返します。そう、無駄な思考回路から離れて味わえば、一層コーヒー

の美味しさに気付くかも知れません。 

 

21-「カフェ・ノワール」 五輪真弓 

21 カフェ・ノワール 五輪真弓  残念ですが曲が見つかりませんでした。 

1990 年のアルバム 「名もなき道」 から「カフェ・ノアール」です。フランス語のノアールは黒ですので、カフェ・ノアールとは

ブラックコーヒーのこと。1972年のデビューアルバム 「少女」 は当時珍しい海外録音を L.A で行い、あのキャロル・キング

がピアノで参加しました。それもキャロル・キングの大ヒットアルバム 「Tapestry」（1971 年 2 月発売）の翌年と知って

さらに驚きました。その後も彼女の作品に感銘を受けた CBS フランスからアルバム制作の誘いがあり渡仏。1977 年にフ

ランス語詩のアルバム 「えとらんぜ」 が発売されます。この 「カフェ ノアール」 もそうした経験から誕生した曲でしょう。 

 

22-「コーヒー・ルンバ」 西田佐知子 

22 コーヒールンバ 西田佐知子 https://www.youtube.com/watch?v=LITnqosNXUg  

日本のコーヒーソングの代表曲といってもいいかも知れない。エキゾチックな曲調にハスキーな歌声。1961 年に西田佐

知子が歌うべくして歌った名曲です。今回は井上陽水のカバー曲もありましたが、最近も多くのカバー曲が登場しています。

集めて聞き比べると楽しいかも知れません。Apple Musicに曲がありませんので、YouTubeでお楽しみください。 

 

 

 今回の楽曲一覧です ➡  https://www.cafegoods.com/musiclist/04_musiclist_01.pdf 

 

 

前夜となる 「コーヒーを謳う」 でも書きましたが、アーティスト名・作詞者名・作曲者名の敬称は省かせていただきまし

た。失礼をお詫び申し上げます。また、記載した情報はWikipediaや YouTube チャンネルの他、各アーティスト・音楽

事務所・関連会社のホームページなどを参考にさせていただきました。改めて各位に御礼申し上げます。 

https://www.youtube.com/watch?v=OFZyWYsdIRI
https://www.youtube.com/watch?v=LITnqosNXUg
https://www.cafegoods.com/musiclist/04_musiclist_01.pdf
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APPLE MUSIC にプレイリストがありますので、よろしければご鑑賞ください。“コーヒー 曲名“ で検索いただければ、

美男のベートーベンがお待ちしております。 何らかの原因でアクセスできない際はご容赦ください。 

 

また、ご意見やご指摘、ご感想などがございましたら、下記メールアドレスまでいただければ幸いです。 

ongakushitsu@cafegoods.com 
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