
コーヒーチョコ&ゴールデンマイルド
癖になるコーヒーチョコと
人気のゴールデンマイルドブレンドの詰合せ

202011

グアテマラ・ペルーの有機栽培コーヒーと
コーヒーの花のはちみつの詰合せ

フェアトレード＆有機のW認証コーヒー（グアテマラ産）と
コーヒーの花のはちみつの詰合せ

本格ネルドリップで抽出したコーヒーを上質な白餡に練り込みました
ひかえめな甘味と後味にコーヒーが香る上質な羊羹です

珈琲羊羹とワンドリップ５種類の詰合せ
ブルーマウンテンブレンド入り

爽やかでコクのある本格的な味わいをお楽しみください

ホットでもアイスでも美味しく
カフェインレスコーヒーと‘きびオリゴ’の詰合せ

ドリップ仕立てで抽出した、
爽やかでコクのある本格アイスコーヒー

牛乳で割るだけで甘いカフェ・オ・レ
冬はホットミルクで！

シーシーエスコーヒーがお届けする素敵なギフトシリーズ
掲載商品は全て軽減税率の対象で、税率8%が適用されます。送料は標準税率10%が適用されます。

大切なあの人に、
コーヒーの香りと寛ぎの時間を
届けたい人気！

お奨めギフトセット
女性農園主から女性焙煎士へ　

仏閣の前で仕上げられたコーヒー
マイクロミル建設を支援

“コーヒー力で世界をゆたかに”
コーヒーを楽しみながら地球社会へ貢献できるコーヒーをラインナップ

有機コーヒーと
希少はちみつの詰合せ

ブラジル カフェ デラス（彼女たちのコーヒー）

ミャンマー ファヤギコン村 有機栽培コーヒーと
コーヒーの花のはちみつ
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コーヒー農園のある村には寺院が点在
し、このコーヒーは仏閣の前に新たに建
てられたマイクロミルで精選されまし
た。マイクロミル建設に弊社は支援して
おり、現地には感謝の意を評した記念の
立て看板が設けられています。

女性生の活躍なくして、おいしいコーヒーは飲めません。
　・丁寧な仕事ときめ細やかな品質管理
　・家族や従業員の教育、健康を第一に考えるおもいやり
　・新技術や改善に積極的に取り組む勤勉さ
女性農園主の想いが込められたコーヒーの風味を、
女性焙煎士が丁寧な焙煎で引き出しました。
ナッツのようなフレーバー、柔らかで心地よい口あたりのコーヒーです。

希少！

人気！

明るくポップ、なんだか憎めないコーヒーモンスターが見参！
有機＆フェアトレード認証のコーヒーバッグ

コーヒーモンスター ドリップバッグ
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（税込み ¥3,672）
¥ 3,400ঝออ

（税込み ¥3,348）
¥ 3,100ঝออ

（税込み ¥3,348）
¥ 3,100ঝออ

（税込み ¥4,428）
¥ 4,100ঝออ
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（税込み ¥3,348）
¥ 3,100ঝออ

「世界フェアトレード・デー・  
なごや2021」にあわせ発売、
色々な所で好評！
怖いような、情けないような何と
も言えない表情に、思わず笑みが
こぼれます。コーヒーモンスター
と共に美味しいコーヒーで一息つ
きましょう！
※絵柄は全部で7種類

052-741-3066
3,000円（税抜）未満は1個口500円（税抜、送料は10%が適用されます）
の送料をいただきます。
同一送り先でお買い上げ金額が3,000円（税抜）以上の場合は、送料無料
です。
北海道、沖縄、離島は別途料金体系となります。担当者にご相談ください。

名古屋市千種区千種二丁目16番17号
TEL. 052-741-3066（代）　FAX. 052-741-3309
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有名百貨店で20,000食販売の実績

自慢の飛騨牛カレーとビーフカレーの詰合せ
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コーヒーの花の‘はちみつ’
酸味と甘さが程良くミックス

個人情報保護に関する法令および、その他の規範を遵守し、
お客様から提供される個人情報を適切に取り扱います。
お客様の個人情報は目的以外に使用しないことをお約束い
たします。

（税込み ¥3,348）
¥ 3,100ঝออ

（税込み ¥3,240）
¥ 3,000ঝออ

（税込み ¥3,780）
¥ 3,500ঝออ

（税込み ¥3,672）
¥ 3,400ঝออ

（税込み ¥3,888）
¥ 3,600ঝออ

（税込み ¥2,700）
¥ 2,500

（税込み ¥2,700）
¥ 2,500
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（税込み ¥1,944）
¥ 1,800

（税込み ¥4,212）
¥ 3,900ঝออ

新商品

・ブラジル カフェデラス
・ミャンマー ファヤギコン村

組み合わせできます



様々な味、香りを楽しむ3種詰合せ

量も満足、価格もお手頃、
人気のゴールデンマイルド３缶詰合せ

ちょっと贅沢
ブルーマウンテンNo.1ブレンド詰合せ

フルーティーな風味の中に、
確かな甘みとコク！！

※プレミアム・レギュラーコーヒーは全て粉です。

特別なあの方に、
ブルーマウンテンNo.1（ストレート）も入った最高の贈り物

エチオピア ゲシャ村 ゲイシャ
世界が驚嘆したゲイシャ種 発祥の地のコーヒー

RFS-400
春ブレンド“薫”（粉）　　　　　　　100ｇ×1缶
夏ブレンド“爽”（粉）　　　　　　　100ｇ×1缶
秋ブレンド“熟”（粉）　　　　　　　100ｇ×1缶
冬ブレンド“醸”（粉）　　　　　　　100ｇ×1缶

　　　　　　　   箱サイズ　横405×縦180×高85

香り高いフリーズドライ製法のインスタントコーヒー

インスタントと紅茶のシンプルな詰合せ 2種類のコーヒーを飲み比べ インスタント2種とディルマ紅茶の詰合せ ヘビーユーザーにピッタリ

R-500 R-900

人気の高いの定番レギュラーコーヒー詰合せ

※その他、ご希望に合わせてセットアップいたします。ご相談ください。 ※その他、ご希望に合わせてセットアップいたします。ご相談ください。プレミアム・レギュラーコーヒー

春夏秋冬にあわせて楽しむ“四季のコーヒー”詰合せ
印伝風のラベルがお洒落です

今年収穫された新豆（サフラ・ノヴァ）

簡単に抽出！カップにかけてお湯を注ぐだけで、本格的なレギュラーコーヒーができあがり

ワンドリップ コーヒー

エクセレンス インスタントコーヒー

定番

人気！

R-300 RSN-330 R-350

珈  琲

【フリーズドライ インスタントコーヒー】
甘みと酸味の絶妙なブレンド

Freeze Dried Instant Co�ee

モカ
Mocha

EXCELLENCE

珈  琲

【フリーズドライ インスタントコーヒー】
甘みと酸味の絶妙なブレンド

Freeze Dried Instant Co�ee

モカ
Mocha

EXCELLENCE

珈  琲

【フリーズドライ インスタントコーヒー】
甘みと酸味の絶妙なブレンド

Freeze Dried Instant Co�ee

モカ
Mocha

EXCELLENCE

人気！

珈  琲

【フリーズドライ インスタントコーヒー】
甘みと酸味の絶妙なブレンド

Freeze Dried Instant Co�ee

モカ
Mocha

EXCELLENCE

珈  琲

【フリーズドライ インスタントコーヒー】
甘みと酸味の絶妙なブレンド

Freeze Dried Instant Co�ee

モカ
Mocha

EXCELLENCE

（税込み ¥3,240）¥ 3,000 送料無料

（税込み ¥4,320）¥ 4,000 送料無料

（税込み ¥5,400）¥ 5,000 送料無料

（税込み ¥7,020）¥ 6,500 送料無料

（税込み ¥2,700）¥ 2,500 （税込み ¥3,348）¥ 3,100 送料無料

（税込み ¥4,752）¥ 4,400 送料無料

（税込み ¥9,320）¥ 9,000 送料無料

（税込み ¥3,564）¥ 3,300 送料無料

（税込み ¥4,104）¥ 3,800 送料無料

（税込み ¥3,780）¥ 3,500 送料無料

Regular Coffee

Premium

Craft Coffee Roastery Nagoya

Brasil
Safra Nova

Harvest

農園名 /地域
農園主
標高
品種
精選方法

: Allianced farm / Alta Mogiana
: -
: 900-1,000m
: Brasil variety
: Natural

お米の「新米」と同じように、収穫されたばか
りのコーヒーを「新豆」と言います。ポルトガ
ル語で「サフラ・ノヴァ」。
粋な農園主はボジョレー・ヌーボーのように、
採れたばかりの若々しいコーヒーに感謝し、コー
ヒーで祝杯をあげるとか。

Regular Coffee

Premium

Craft Coffee Roastery Nagoya

Brasil
Safra Nova

Harvest

農園名 /地域
農園主
標高
品種
精選方法

: Allianced farm / Alta Mogiana
: -
: 900-1,000m
: Brasil variety
: Natural

お米の「新米」と同じように、収穫されたばか
りのコーヒーを「新豆」と言います。ポルトガ
ル語で「サフラ・ノヴァ」。
粋な農園主はボジョレー・ヌーボーのように、
採れたばかりの若々しいコーヒーに感謝し、コー
ヒーで祝杯をあげるとか。

Regular Coffee
Top Specialty

Craft Coffee Roastery Nagoya

Ethiopia
Gesha, Gesha Village

Harvest

農園名 /地域
農園主
標高
品種
精選方法

: Gesha Village / 
: Adam&Rachel
: 1,750m
: Gesha
: Natural

コーヒー愛好家にとって特別な響きのある「ゲ
シャ種」。ゲシャ種が発見された発祥の地、エチ
オピア・ゲシャ村産のコーヒーです。
世界各地でその品質の高さを認められたゲシャ
コーヒーは、香り高く、繊細でかつまろやかな
味わいです。

Regular Coffee
Top Specialty

Craft Coffee Roastery Nagoya

Ethiopia
Gesha, Gesha Village

Harvest

農園名 /地域
農園主
標高
品種
精選方法

: Gesha Village / 
: Adam&Rachel
: 1,750m
: Gesha
: Natural

コーヒー愛好家にとって特別な響きのある「ゲ
シャ種」。ゲシャ種が発見された発祥の地、エチ
オピア・ゲシャ村産のコーヒーです。
世界各地でその品質の高さを認められたゲシャ
コーヒーは、香り高く、繊細でかつまろやかな
味わいです。

希少！

人気！

（税込み ¥2,700）¥ 2,500

（税込み ¥2,700）¥ 2,500

（税込み ¥2,700）¥ 2,500
（税込み ¥1,620）¥ 1,500

（税込み ¥3,348）¥ 3,100 送料無料

（税込み ¥3,996）
¥ 3,700

送料無料

（税込み ¥4,968）
¥ 4,600

送料無料

KL-650
コピ・ルアク(粉)　   　　                    100ｇ×1缶
銅メジャースプーン                                                                 1本

　　　　　　　   箱サイズ　横215×縦180×高85

幻のコーヒー「コピ・ルアク」…人生、一度は飲んでみたいコーヒー

幻のコーヒーとも言われる、あのインドネシア産「コピ・ルアク」はジャコウネコがコーヒーの実を
食べ、消化されずに排出された豆から取れるコーヒーです。ジャコウネコは真っ赤に完熟した美味しい
コーヒーの実しか食べません。ジャコウネコに食べられたコーヒーの実は、体内の消化酵素の働きや
腸内細菌による発酵によって、コーヒーに独特の香味が加わります。
本当に限られた量しか生産されないため“幻のコーヒー”と呼ばれております。

数量限定

色々なコーヒー6種類が入った
バラエティー詰合せ

ブルマンブレンドが入った
人気の３種類に、
有機ペルーを加えた詰合せ

ブルマンブレンドが入った人気の３種詰合せ

ワンドリップ　プレミアムマイルド                   6袋1箱
ワンドリップ　ブルーマウンテンブレンド        6袋1箱
ワンドリップ　モカブレンド                               6袋1箱

　　　　　　         箱サイズ　横340×縦138×高63

W-250N

WND-250 WD-250 WN-150

有機珈琲が入ったプレミアムな３種詰合せ

※絵柄は全部で7種類

W-310
ワンドリップ　モカブレンド                                    6袋1箱
有機ワンドリップ　ペルー　アルトアンデス         6袋1箱
有機ワンドリップ　ＦＬＯグアテマラ      　　        6袋1箱

　　　　　　　          箱サイズ　横340×縦138×高63

人気！

定番

ワンドリップ　プレミアムマイルド                   6袋1箱
ワンドリップ　ブルーマウンテンブレンド        6袋1箱
ワンドリップ　モカブレンド                               6袋1箱
有機ワンドリップ　ペルー　アルトアンデス    6袋1箱

　　　　　　         箱サイズ　横242×縦138×高63

WA-370N

E-250

ワンドリップ　プレミアムマイルド                  6袋1箱
ワンドリップ　モカブレンド                             6袋1箱
ワンドリップ　ブルーマウンテンブレンド      6袋1箱
ワンドリップ 　カフェインレス   　　　　　　6袋1箱
有機ワンドリップ　ペルー　アルトアンデス  6袋1箱
有機ワンドリップ　ＦＬＯグアテマラ      　　 6袋1箱

　　　　　　　    箱サイズ　横340×縦286×高63

W-460N

名古屋愛コーヒーバッグ セット

名古屋愛コーヒーバッグ詰合せ

箱サイズ　横235×縦136×高64

ドアラのコーヒー愛！“とりあえず”（モカブレンド） 9ｇ×3袋
ドアラのコーヒー愛！“ご自由に”（マイルドブレンド） 9ｇ×3袋
名古屋弁コーヒーバッグ（フェアトレード グアテマラ） 10ｇ×6袋

ドアラのCoffee愛！

ドアラのコーヒー愛！“とりあえず”（モカブレンド）

箱サイズ　横235×縦136×高64

9ｇ×6袋
ドアラのコーヒー愛！“ご自由に”（マイルドブレンド） 9ｇ×6袋

大人気
！

名古屋弁コーヒーバッグ

名古屋弁コーヒーバッグ

箱サイズ　横235×縦140×高40

10ｇ×7袋

ゴールデンマイルドブレンド（粉） 100ｇ×3缶 ブラジル サフラ・ノヴァ（粉） 100ｇ×2缶 ブルーマウンテンNo.1ブレンド（粉） 100ｇ×1缶
ゴールデンマイルドブレンド（粉） 100ｇ×1缶

エメラルドマウンテン（粉） 100ｇ×1缶
ブルーマウンテンNo.1ブレンド（粉） 100ｇ×1缶

ゴールデンマイルドブレンド（粉） 100ｇ×1缶
モカ（粉） 100ｇ×1缶
モカブレンド（粉） 100ｇ×1缶
ブルーマウンテンNo.1ブレンド（粉） 100ｇ×1缶

ブルーマウンテンNo.1（粉） 100ｇ×1缶

RGE-380
エチオピア ゲイシャ（粉） 100ｇ×2缶

モカ（インスタントコーヒー） 100ｇ×1本
ディルマ紅茶　ティーバッグ　ダージリン 20袋×1箱

モカ（インスタントコーヒー） 100ｇ×1本
オリジナルテイスト（インスタントコーヒー） 100ｇ×1本

モカ（インスタントコーヒー） 100ｇ×2本
オリジナルテイスト（インスタントコーヒー） 100ｇ×1本

（税込み ¥3,996）¥ 3,700 送料無料

モカ（インスタントコーヒー） 100ｇ×1本
ディルマ紅茶　ティーバッグ　ダージリン 20袋×1箱
オリジナルテイスト（インスタントコーヒー） 100ｇ×1本

E-310 E-370T E-440


