
★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

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】 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

今月のセット！ 豆 粉

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（ギフトボックス代¥300が含まれています。） 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個入りクリアケース×2つ入り。

アイスコーヒーギフトセット リキッドアイスコーヒー、カフェオレベース、コーヒーゼリーの詰め合わせ。価格や内容について詳しくはお問い合わせください。

・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★ボリビア　アラスターシア　ナチュラル 中深煎り

500g

1L×1本
\800

1L×5本
\3,750

1L×10本
\7,000

500mL×1本
\950

500mL×5本
\4,500

500mL×10
本\8,500

500mL×1本
\700

500mL×5本
\3,250

500mL×10
本　\6,000

¥1,750 ¥3,000

４倍濃縮した「カフェオレのもと」です。お好きな濃さで牛乳で割って簡単アイスオレの出来上
がり！お水で希釈すればアイスコーヒーになりますし、レンジで温めればカフェオレ、ホット
コーヒーとしても楽しめます。無糖なので甘さはお好みで調整下さい。

NEW カフェオレベース　500mL(無糖)

NEW コーヒーゼリー　500mL(加糖)

¥2,250

¥2,850

¥1,250●秋のブレンド 中深煎り
秋と言うには少し早いですが「秋のブレンド」登場です。甘く滑らかな口当たりと柔かな香ば
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にどうぞ♪ ¥650

中煎り

生産処理はハニープロセス、アプリコット、オレンジの風味、滑らかな口当たりです。 ¥850 ¥1,650

¥950

☆ブラジル　イルマスペレイラ・ハニー

¥850

初登場のクッラシュドコーヒーゼリー（砕いたコーヒーゼリー）です。牛乳やポーションミルク、
生クリームなど加えてゼリードリンクをお楽しみください！これからの暑い季節のお土産に
ぴったり！（加糖です）

「いわい珈琲オリジナル」のアイスコーヒーです。やさしい苦味とすっきりした後味、飲み込ん
だ後に甘く香ばしい余韻にが残ります♪暑い日には氷をタップリ入れたグラスに注いでお飲
みください！

100g

☆コスタリカ　ドンマーヨ ホワイトハニー

☆ケニヤ　テリア

中煎り

☆グアテマラ　イスヌル

浅煎り ¥1,850

☆エチオピア　イルガチャフェ　ナチュラル 中煎り フローラル、ストロベリーの風味、滑らかなミルクチョコレートの印象。

¥2,850

¥1,870

¥1,650

¥3,200

★エルサルバドル　カンパヌラ

200g

NEW リキッドアイスコーヒー　１L　

★ホンジュラス　ディカフェ 中深煎り

¥3,150

¥3,000

¥2,850

¥900

¥850

¥900 ¥1,750

¥2,850

¥1,650

¥850

100g

¥960

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。 ¥850

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。

200g

¥1,650

¥1,650

¥1,950

¥1,950

¥2,100

¥1,050

¥2,850

500g

¥850
¥850

¥1,650

¥550

¥550

¥600 ¥1,150

¥850

¥600
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。

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。

軽めの飲み口、香ばしく甘い中深ブレンド

ホンジュラスの小規模生産者ウィルマー・マルドナルドさんの豆。標高は1500mに位置してお
り、生産処理はウォッシュト、乾燥はパティオで行われています。ミルクチョコ、オレンジ、アー
モンドの風味が楽しめます。

¥850を
¥700

500g

中深煎り
サンタ・アナ県アペネカ・イラマテペク地域　カントン・パロ・デ・カンパナの標高1650mに位置
する農園。品種はブルボン、生産処理はウォッシュト、乾燥はアフリカンベッドでの天日乾
燥。チェリーやチョコの風味、飲み口のさわやかなキレのある後味のコーヒー。

100g 200g

200g

¥1,650を
¥1,300

500g

¥1,650

¥2,850中煎り
タラス地区サン・マルコスの標高1,700mに位置するマイクロミル。品種はカトゥーラ、生産処
理はホワイトハニー。2009年にCOE1位に輝いた農園のロット。味の特徴はオレンジ、ハ
ニー、フローラルの風味。柔かな甘さが楽しめます。

¥850 ¥1,650

¥2,850を
¥2,200

100g

2019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）

☆ニカラグアCOE2018　5位
ウンレガロ　デ　ディオス

浅煎り

ヌエバ・セゴビア県モソンテの標高約1500m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、乾燥は湿度を管理して約30日間行われます。フローラル、グリーンアップ
ル、ピーチの風味、キリッとした酸、滑らかな長い余韻のコーヒー。「ウンレガロ　デ　ディオ
ス」とは「神様からの贈り物」という意味だそうです。

100g 200g

★ホンジュラス ウィルマー・マルドナルド

500g

¥2,000 ¥3,950 ¥6,300

中深煎り

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。

¥1,150

¥1,650

☆コスタリカ　ドンマーヨ ホワイトハニー　★コロンビア　サン・アングスティン　★ボリビア　アラスターシアナチュラル 【100ｇ3コ】

¥3,700

¥2,100

しっかりしたボディの中深ブレンド

一番の深煎りです。香ばしいけどキレがある深煎りです。

¥1,050

¥1,050明るく爽快なあじわいの中煎りブレンド

￥1,600～

¥4,050

¥1,500

★ブラジル　サマンバイア ナチュラル カトゥアイ ナッツのような香りと滑らかなミルクチョコのコクが楽しめます。中深煎り

カシス、パッションフルーツ、グレープフルーツの風味、柑橘系の甘さ、さわやかさ

ラズベリー、ミルクチョコ、スパイシーな風味。甘さと滑らかさ、明るい酸も楽しめます。

ストロベリーやレッドアップルの風味。クリーンでスムースな甘いコーヒーです。

¥3,700

¥3,700

●クロスブレンド●秋のブレンド○さわやかブレンド　【100ｇ3コ】

飲みやすい定番ブレンド

¥2,160→¥1,940

¥450 ¥850

¥550

¥500 ¥950

品評会入賞品などのセット　（☆ニカラグアCOE5位（100ｇ）＋☆エチオピア　イルガチャフェ ナチュラル（200ｇ）＋☆コスタリカ　ドンマーヨ ホワイトハニー（200ｇ）

軽めのあじわい、円くスムースな中煎ブレンド

¥2,550→¥2,295

スタンダードな豆のセット　（秋のブレンド＋★エルサルバドル　カンパヌラ＋さわやかブレンド　各200g) 

スタンダードな豆のセット　（秋のブレンド＋★エルサルバドル　カンパヌラ 　各200g) 

¥5,600

★グアテマラ　エル・ロサリオ 中深煎り ダークチェリー、ダークチョコの風味。滑らかな口当たりのコーヒー。 ¥850 ¥1,650 ¥2,850

★コロンビア　サン・アングスティン 中深煎り キャラメルやチョコ、プラムの風味が楽しめます。 ¥850 ¥1,650 ¥2,850

★ペルー　ラス・ピリアス 中深煎り チョコ、ヘーゼルナッツ、プルーンのような風味。クリーミーな口当たり。 ¥850 ¥1,650 ¥2,850

★コスタリカ　ラ・リア 中深煎り オレンジやアプリコットの風味。とてもジューシー甘さの楽しめるコーヒー。 ¥850 ¥1,650 ¥2,850


