
★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

●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

〒 ―

□代金引換便希望 □コンビニ決済希望

★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)

¥2,850★グアテマラ　ゲブラダセカ 中深煎り
チキムラ県オロパ市、ケブラダ・セカ村のコーヒー。標高1370m、品種：カツーラ、カツアイ、生
産処理方法：ウォッシュト。甘く香ばしくクリーミーなビターチョコの印象。ダークチェリー、アー
モンドの風味。

¥850 ¥1,650

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。

中深煎り

¥3,700

●クロスブレンド●秋のブレンド◯爽やかブレンド　【100ｇ3コ】

中深煎り★ホンジュラス　レイナ・メルセデス 完売

中煎り 完売 ¥950 ¥1,850

¥1,650

¥550

¥550

¥950

★ホンジュラス　ディカフェ 中深煎り ¥2,850

100g

¥850

¥850

¥600

¥600

品評会入賞品などのセット　（☆グアテマラCOE1位（50ｇ）☆グアテマラCOE2位（50ｇ）☆ブラジル1位（50ｇ）

¥1,500

¥1,850

¥850 ¥1,650

¥3,150

¥4,050

¥2,550→¥2,295

¥6,000→¥5,400

スタンダードな豆のセット　（秋のブレンド＋★インドネシア　ガヨ　ブルボン＋さわやかブレンド　各200g) 

飲みやすい定番ブレンド

¥2,160→¥1,940

☆グアテマラ 　ラ・ベラ・パカマラ/★グアテマラ　ケブラダセカ/★コスタリカ・エルバス 【100ｇ3コ】

スタンダードな豆のセット　（秋のブレンド＋★インドネシア　ガヨ　ブルボン　各200g) 

¥850 ¥1,650

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

¥2,850

500g

★コロンビア ベラビスタ

¥1,650

¥1,150

¥850

200g

100g 200g 500g

¥3,150

¥2,850

¥950

★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

★コスタリカ　エルバス

☆エチオピア　リム　ゲラ農園

☆グアテマラ　ラ・ベラ　パカマラ

★インドネシア　ガヨ　ブルボン クリアでスムースでなのにインドネシア特有の厚みのある余韻が楽しめます ¥900 ¥1,750 ¥3,000

★ブラジル　マカウバ・デ・シー
マ　ナチュラル　カトゥアイ

100g 200g

100g 200g 500g

中深煎り
トリマ県ラ・エストレジャ市プラナダス村の1,970mに位置する農園。品種はイエローカ・トゥー
ラ生産処理はウォッシュト、傘を反転させた形状のパラボラ式乾燥台を使っています。キャラ
メルやチェリーの風味、スムースな甘さの持続が感じられる珈琲です。

¥850を
¥700

中煎り アメリカンチェリーのようなジューシーな口当たり。赤ワインのようなボディ ¥900 ¥1,750 ¥3,000

中深煎り

中深煎り
ミナスジェライス州パトロシーニョ市、標高1,000mに位置する農園。生産処理はナチュラル。
品種はカトゥアイ。滑らかでスムースな口当たり、ミルクチョコの風味。 ¥850 ¥1,650 ¥2,850

2018年9月・いわい珈琲 コーヒー豆価格表・FAX注文票（税抜き表記）

☆コロンビア2017 COE1位　　
　　　　　エエル・ナランホ

☆ブラジル2017 COE1位　　　
ボボン・ジャーディン

☆グアテマラ2017　COE2位　　　　　
　　エエル・インヘルト・ウノ（ゲイ
シャ）

浅煎り

浅煎り

浅煎り

ナリーリョ地区の2200mに位置する農園、コロンビアCOEコンペティションに初参加し見事に
１位を獲得しました。品種はカトゥーラ、カスティージョ、生産処理方法はウォッシュ。冷めて
いく過程でオレンジ、グリーンアップル、グレープなど多彩な風味が感じられます。滑らかな
口当たり、持続する余韻と甘さのあるコーヒー。

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。

100g 200g 500g

¥3,950

¥3,950

¥7,850 ¥12,150

¥7,850

¥12,150

ウェウェテナンゴ地域リベルタッド地区の標高1920mに位置する農園。1000年以上未開拓の
周辺の自然林が微細な気候（マイクロクライメート）を生じさせる事で素晴らしい風味特性を
発生させます。標高ごとに品種を植え替え、区画を細かく分ける努力をしています。過去に7
度COEで優勝しておりグアテマラでの 高価格落札記錄を持っています。品種はゲイシャ、
生産処理はウオッシュ、天日乾燥とドライヤーを使い分けています。

¥3,950

¥12,150

500g

¥1,650を
¥1,300

¥2,850を
¥2,200

¥7,850

¥1,870 ¥3,200

☆グアテマラCOE1位（50ｇ）☆グアテマラCOE2位（50ｇ）☆ブラジル１位（50ｇ）

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

¥450

¥2,100

¥850

¥1,150

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

¥3,000

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

¥1,500

★パナマ　エリダ・ナチュラル 中深煎り とても甘い、ストロベリーやミルクチョコなどの風味と甘い余韻の楽しめるコーヒー

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

☆ブラジル　アルタビスタ 中煎り
ミナス・ジェライス州クリスティーナ村の標高1290ｍに位置する農園。品種はイエローカトゥア
イ。生産処理はナチュラル。アーモンドの風味と滑らかな甘味の楽しめるコーヒー。 ¥850 ¥1,650 ¥2,850

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

¥2,250

☆ケニヤ　カリエ 浅煎り
ニエリ県、マティラの標高1,550mに位置するウォシィングングステーション。約820名の生産
者が持ち寄ったチェリーで作られたロット。フローラル、ベルガモット、ブラックティーやグレー
プの風味と透明感のある酸味が楽しめます。

¥950 ¥1,850

●秋のブレンド 中深煎り
甘く滑らかな口当たりと柔らかな香ばしさ、苦すぎないホンワカとした後味が楽しめるブレン
ド。涼しげな秋の夜長にどうぞ♪ ¥650 ¥1,250

¥3,150


