
★品評会入賞豆など特別なロット（数量限定） 豆 粉 豆 粉 豆 粉

今月のおかいどく！ 豆 粉 豆 粉 豆 粉

今月のおすすめ！ 豆 粉 豆 粉 豆 粉

豆 粉 豆 粉 豆 粉

スペシャルティコーヒーのブレンド　【★深め/☆爽やか】 豆 粉 豆 粉 豆 粉

○岩井のスペシャル 中煎り

●ごきげんコーヒー 中深煎り

●やすらぎコーヒー 中深煎り

中煎り

●岩井の深煎 深煎り

○エスプレッソブレンド 中煎り

●ＣＡＦＥ４ 中深煎り

○さわやかブレンド 中煎り

●ゆたかブレンド 中深煎り

○まろやかブレンド 中煎り

●いつでも珈琲 中深煎り

▲お水でコーヒー １パックで１リットルのアイスコーヒーが作れます。（常温に６時間）

今月のセット！ 豆 粉

COEセット

シングルオリジンセット

ブレンドセット

おすすめギフトセット 豆 粉

Aセット

Ｂセット

Ｃセット

Ｄ-２８セット ドリップパックの28個入りセット　（クリアケース入り７個入×４セット）

E-２８セット カフェインレスコーヒードリップパックの28個入りセット　（クリアケース入り７個入×４セット）

F-２８セット カフェインレスとオリジナルコーヒードリップパックの28個入りセット　（クリアケース入り７個入×2セットが２種類）

Gセット ドリップパックギフト。5個セットクリアケース×2つ入り。

R-３セット オリジナルリキッドアイス3本セット

・発送は基本的にご注文の翌営業日とさせて頂きます。※営業11:00～17:00/あいの里店のみ、日曜祝祭日は定休日です（月寒店は無休）

・送料：豆のお買上3000円以上は道内運賃無料、3000円未満は道内450円。道外運賃は 6000円以上運賃無料、6000円未満は実費860円～(税抜金額)

・代金引換便で出荷いたします。コーヒー豆のお買い上げ3000円以上で手数料無料、 3000円未満は￥162のご負担をお願い致します。

ふりがな お電話 （ ） ●通信欄

お名前 都道府県 市町村

〒 ―

★領収書宛名

時間指定　午前中　12～14時　14～16時　16～18時　18～20時　20～21時　/　無料ギフト袋　　200ｇ用(　　　枚) 500ｇ用(　　　枚)

¥3,150

★コスタリカ　エルバス 中深煎り
ウエストバレー地区のマイクロミル、エルバスのロット。はちみつやブラックベリーのような風
味、キャラメルのような余韻が楽しめます。 ¥850 ¥1,650

☆ケニヤ　ティタ 浅煎り
中央県キリニャガ地区の標高17800mにあるウォッシングステーション。精製処理はウォッ
シュ、乾燥はアフリカンベッドによるサンドライ。ラズベリー、アプリコットの風味と滑らかなミ
ルクチョコの様な余韻のコーヒー。

¥950 ¥1,850

¥2,850

★パナマ　エリダ・ナチュラル 中深煎り フローラル、オレンジ、紅茶のような風味。すっきりとした爽やか味わいのコーヒー。

京極の名水「羊蹄のふきだし湧水」で抽出した「いわい珈琲オリジナル」のアイスコーヒー。ミ
ルクと合わせればアイスオレとしても楽しめます。

スペシャルティコーヒーのシングルオリジン（単品）　【★深め/☆爽やか】

¥2,850

商品のご注文はTEL・FAX(011)-854-6799または(011)-778-6603まで

●クロスホテル札幌
オリジナルブレンド

¥3,100

中深煎り

¥1,950

¥1,800

¥1,650

【クロスホテル札幌】のブレンド。熱いうちはビター感、
さめてくると甘く滑らかな後味が楽しめるブレンド。

COE入賞豆なども使った人気の特別ブレンド

ヘルシーＤｏ認定コーヒー。オリゴノール入りです。

ヘルシーＤｏ認定コーヒー。イータス入りカフェインレスコーヒー。

¥1,050

¥1,050

¥1,050

¥960

¥6,000

¥1,650

¥1,650

¥3,700

¥3,700

¥2,550

¥6,000→¥5,400

スタンダードな豆のセット　（夏のブレンド＋★パナマ　エリダ・ナチュラル＋さわやかブレンド　各200g) 

飲みやすい定番ブレンド

¥1,870 ¥3,200

☆エルサルバドル１位（50ｇ）☆ブラジル１位（50ｇ）☆グアテマラCOE1位（50ｇ）

８月までの限定品。心地よい香ばしさとべリーの風味が楽しめます。アイスコーヒーにも ¥650 ¥1,250 ¥2,250

4個\1,350 8個¥2,4002個\700

一番の深煎りです。香ばしいけどキレがある深煎りです。

苦くなく、酸っぱくない、クリーンで甘いエスプレッソが楽しめます。

軽めの飲み口、香ばしく甘い中深ブレンド

明るく爽快なあじわいの中煎りブレンド

しっかりしたボディの中深ブレンド

500g

¥1,650を
¥1,300

¥2,850を
¥2,200

¥7,850

¥12,150

2018年7月・いわい珈琲 コーヒー豆価格表・FAX注文票（税抜き表記）

☆グアテマラ2017
COE1位　エル・パラシャ

☆エルサルバドル2017
COE1位　サンタ・ローサ

☆ブラジル2017
COE1位　ボン・ジャーディン

浅煎り

浅煎り

浅煎り

1904年から4世代続く農場。ゆっくり熟度を上げ、35日間乾燥。品種はパカマラ、生産処理は
ナチュラル、乾燥は天日乾燥でパティオと高床式のアフリカンベッドを併用。マンゴーやパッ
ションフルーツのような華やかな香り、明るい酸とトロンとした甘さ、長く続くなめらかな余韻
が楽しめます。

チャラテナンゴ県　サン・イグナシオ地区、標高1,550mに位置する農園。品種はパカマラ、生
産処理はハニープロセス。赤りんご、オレンジ、グレープフルーツの風味、ブラウンシュガー
のような甘さとスムースな口当たりが特徴のコーヒー。

100g 200g 500g

¥3,950

¥3,950

¥7,850 ¥12,150

¥7,850

¥12,150
ミナスジェライス州、標高1520mに位置する農園。品種はイエローブルボン、生産処理はパ
ルプトナチュラル、乾燥はアフリカンベッド。パパイヤ、ストロベリー、プラム、赤ワインを思わ
せる風味、クリーミーな口当たりが特徴のコーヒー。

¥3,950

100g 200g

100g 200g 500g

中深煎り
ミナス・ジェライス州オリヴェイラ地区の標高1,200mに位置する農園。品種はカトゥアイ、生産
処理はパルプトナチュラル、パティオで天日乾燥後に機械乾燥したピーベリーのロット。ミル
クチョコやキャラメルの風味

¥850を
¥700

★ブラジル
ククラルデミナス・ピーベリー

¥1,650

¥1,150

品評会入賞品などのセット　（☆エルサルバドル１位（50ｇ）☆ブラジル１位（50ｇ）☆グアテマラCOE1位（50ｇ）

¥1,150

¥550

¥550

¥950

¥2,160→¥1,940

¥2,100

☆グアテマラ 　サン・ラファエル・ウィリアス  /★コスタリカ　エルバス/★インドネシア　マンデリン 【100ｇ3コ】

スタンダードな豆のセット　（夏のブレンド＋★パナマ　エリダ・ナチュラル　各200g) 

¥850

¥4,150

¥2,550→¥2,295

¥850

200g

100g 200g

¥850

アーモンドやキャラメルの風味。さらりとした口あたり、優しい後味のコーヒー。 ¥850 ¥1,650

100g

500g

¥3,150

¥2,850

¥2,850

¥950 ¥1,850

¥1,650 ¥2,850
クリーミーなボディ、オレンジを思わせる風味やスパイシーな風味と甘い余韻

フローラル、オレンジ、ミルクチョコの風味、甘く滑らかな舌触り ¥850 ¥1,650

ダークチョコ、アーモンド、ダークチェリーの風味、ブラウンシュガーの口当たり ¥850

¥2,850

○夏のブレンド

軽めのあじわい、円くスムースな中煎ブレンド

¥1,950

¥1,950

¥2,100

¥550

¥500

¥450

¥2,850

500g

ホンジュラスのディカフェ（カフェインレス）ミルクチョコの風味があります。★ホンジュラス　ディカフェ

¥1,650

中深煎り ¥850 ¥1,650 ¥2,850

★インドネシア　マンデリン　アチェ

★インド　バドラ・エステート 中深煎り

中深煎り

¥850

¥850

¥600

¥600

●クロスブレンド●夏のブレンド○さわやかブレンド　【100ｇ3コ】

中煎り

★グアテマラ　サンタ・イサベル 中深煎り ダークチェリーの風味とビターチョコレートのような余韻が楽しめる ¥850 ¥1,650

☆ブラジル　クハル　デ　ミナス

¥1,500

★ホンジュラス　レイナ・メルセデス 中深煎り
ホンジュラスの小規模生産者レイナ・メルセデスさんの豆。甘いオレンジやアプリコットのよう
な風味と丸みのあるコクと長い余韻が楽しめます。 ¥850 ¥1,650 ¥2,850

★リキッドアイスコーヒー1L
1リットル
1本750円

1リットル
5本3500円

1リットル
10本6500円

☆グアテマラ　サンラファエル・ウィリアス

☆エチオピア　リム　ゲラ農園 中煎り フローラル、オレンジ、紅茶のような風味。すっきりとした爽やか味わいのコーヒー。 ¥950 ¥1,850 ¥3,150

中煎り

¥3,700


