
自家焙煎珈琲バビルサ  コーヒー豆注文書  令和 2 年 5 月 31 日発行 

ＦＡＸ注文番号：  ０72－768－8134                      ☆注文日           年    月    日   

☆お名前                                                  ☆ご連絡先                       

☆ご住所                                                  ☆Ｅ-Ｍａｉｌ                          

☆支払方法  代金引換  ・  銀行振込 ・  現金                         ☆ＦＡＸ                            

※裏面の「ご注文における契約事項」を必ずご確認の上ご注文お願い致します。                       ☆受取希望日時    月   日    時頃    

                                                                           ※ご注文状況により調整させて頂く場合がございます。 

                                                                          送      料 ￥                     

                                     代引手数料 ￥                     

ご注文数量合計       ㌘   個      （総計）        ㌘               お支払金額 ￥                        

 銘 柄 焙煎度  税込価格（100ｇ） ご注文数 豆 or粉 

1 マンデリン スマトラタイガーＳ18+              インドネシア/スマトラ島                  深煎り ￥860     ㌘  個 豆・粉 

いかつい名前に似合わずライチの様な甘い風味。男性に人気！                          甘み：4 コク：５ 酸味：２ 香り：４ 苦み：５ 

2 バルマアディ バイオダイナミック ナチュラル（無農薬栽培生豆使用）     インド                                             深煎り ￥860     ㌘  個 豆・粉 

バイオダイナミック農法で育まれた地球に優しいコーヒー！                              甘み：３  コク：３ 酸味：２ 香り：４ 苦み：４ 

3 レテフォホ ジュリアナ ティモール（無農薬栽培生豆使用）       東ティモール                                             中深煎り ￥650     ㌘  個 豆・粉 

アジア圏のコーヒーとは思えない華やかな酸味とフルーティな甘みが魅力！                   甘み：５ コク：３ 酸味：４ 香り：４ 苦み：２ 

4 ジーニアス シャンステイト ウォッシュド（ＵＳＤＡ認証）              ミャンマー                                             中煎り ￥800     ㌘  個 豆・粉 

新しいコーヒーの生産国として注目のミャンマーから魅力的なコーヒーが届きました 

5 パプアニューギニア プローサ ＡＡ（ＮＡＳＡＡ認証)     パプアニューギニア                    中深煎り ￥740     ㌘  個 豆・粉 

ブルーマウンテンの苗木から移植された由緒正しき血統のコーヒー！                        甘み：４ コク：５ 酸味：3 香り：３ 苦み：４ 

6 ダテーラ ヴィラ（ＲＡ認証）                          ブラジル                              中深煎り ￥650     ㌘  個 豆・粉 

コーヒー輸出世界一ブラジルが誇る近代的名門農園！重厚な甘みとコクが特徴                 甘み：５ コク：５ 酸味：３ 香り：３ 苦み：４ 

7 コロンビア エルアギラ スプレモ（無農薬栽培生豆使用）        コロンビア                          深煎り ￥650     ㌘  個 豆・粉 

コロンビアらしいマイルドな口当たりとまろやかな甘みが特徴！                             甘み：４ コク：4 酸味：３ 香り：３ 苦み：４ 

8 コパカバーナ ティピカ フルウォッシュド（バイオラティーナ認証）     ボリビア                          中深煎り ￥800     ㌘  個 豆・粉 

柔らかな甘い香りと適度なコクが特徴でコーヒー本来の旨味が楽しめます！                    甘み：５ コク：4 酸味：２ 香り：３ 苦み：４ 

9 エルインヘルト ウノ タンザニア カトゥアイ（ＲＡ認証）         グァテマラ 中深煎り ￥860     ㌘  個 豆・粉 

グァテマラＣＯＥ優勝常連のエルインヘルトが送り出す隠れた銘品。                           甘み：5 コク：３ 酸味：４ 香り：４ 苦み：３ 

10 サンタレティシア ﾊﾟｶマラ（ＲＡ認証）               エルサルバドル 中煎り ￥860     ㌘  個 豆・粉 

元大統領クリスチャーニ氏が所有する農園の大変風味豊かなコーヒーです。                   甘み：４ コク：３ 酸味：４ 香り：４ 苦み：３ 

11 イエメン モカ アラビアンセレクション                    イエメン                        中煎り ￥950     ㌘  個 豆・粉 

エチオピアのモカとは異なり、エキゾチックで魅惑的な香味がハマりそうです！                            甘み：4 コク：３ 酸味：４ 香り：５ 苦み：２ 

12 エチオピア モカ イルガチェフＧ１ ドメルソ               エチオピア        浅煎り ￥750     ㌘  個 豆・粉 

コーヒー発祥の国。ジャスミンの様な華やかな香りと紅茶の様な風味が女性に人気！                        甘み：４ コク：１ 酸味：５ 香り：５ 苦み：１ 

13 ティム ファクトリー ＡＡ（ＲＡ認証）                       ケニア        深煎り ￥860     ㌘  個 豆・粉 

最高品質のコーヒー産出国ケニアから、コクのある甘さが魅力のコーヒーが登場！                         甘み：５ コク：４ 酸味：５ 香り：３ 苦み：４ 

14 エル・トリウンフォ オーガニック デカフェ（無農薬栽培生豆使用）     メキシコ 中深煎り ￥800     ㌘  個 豆・粉 

化学薬品を使用せず、天然水のみで作られた安全で美味しいカフェインレスコーヒー。                        甘み：３ コク：２ 酸味：４ 香り：２ 苦み：３ 

15 バビルサオリジナルブレンド Ｎｏ．１ 深煎り ￥750     ㌘  個 豆・粉 

創業から二年以上かけて作り上げたバビルサ渾身のオリジナルブレンド。                                     甘み：４ コク：４ 酸味：３ 香り：４ 苦み：４ 

16 バビルサオリジナルブレンド Ｎｏ．２ 中煎り ￥550     ㌘  個 豆・粉 

バビルサのベーシックブレンド。口当たりの柔らかさと際立つ甘さが魅力のブレンドです。                          甘み：４ コク：４ 酸味：３ 香り：２ 苦み：３ 



 

 

【ご注文における契約事項】 

 

 

●新鮮な状態でお届けする為、オーダー後焙煎致しますので注文からお届けまでの日数が３日から最長７日程掛かります。 

●1００ｇ以上 100ｇ単位でご注文を承ります 

●オーダー受付時にメール電話又は FAXにてご注文の確認をさせて頂きます。 

 

●商品代金以外の料金の説明・・・商品代金以外に「送料」「代引手数料」「消費税」「送金手数料」などが別途必要となる場合があります。 

●申込有効期限・・・申込の有効期限はご注文内容や在庫等の理由で弊社からご連絡を差し上げた場合に 14 日間返信がない場合、ご注文を           

キャンセル 扱いとさせて頂きます。 

●販売数量・・・在庫切れが発生した場合には、入荷予定をご連絡させて頂きます。又、輸入の状況等により大きく入荷予定が変動する事が            

ございますので予めご了承下さい。 

又、原料（生豆）の輸入の状況等により販売終了することもございます事を予めご了承下さい。 

●引渡し時期・・・ご注文日より 3日～14 日以内のお客様指定日に発送させて頂きます。ご指定のない場合、注文日より 7日以内に               

発送いたします。在庫又は注文状況の関係によりお時間を頂かなければならない場合は別途ご連絡致します。 

●お支払い方法・・・代金引換、銀行振込、現金払いをご用意しております。 

●お支払い期限・・・銀行振込⇒入金確認後、商品発送いたします。 

代金引換⇒商品引渡し時となります 

現金払い⇒商品引渡し時となります 

●振込口座: （銀行名）三菱東京ＵＦＪ銀行 （支店名）西心斎橋支店 （口座番号）普通１０４４７１２ （口座名義）有限会社ティ・エス・ユー・プランニング 

※振込手数料はお客様負担でお願い致します。 

※銀行振込は入金確認後オーダー受付になります。 

●代金引換手数料について・・・商品代金 1万円未満は 324 円、商品代金 1 万円以上 3万円未満は 432円お客様負担となります。 

●送料及び配達方法・・・○配達業者：佐川急便○送料は全国一律 600円（但し北海道、沖縄、離島は 1,300円） 

商品代 5,000 円以上の方は送料無料（北海道、沖縄、離島の方は 700円）になります。 

○商品の発送は国内のみ対応しております。（国外への発送はお受けしておりません。） 

●返品送料・・・弊社の起因の不具合（注文と明らかに異なる商品到着など）による返品のみ弊社で送料を負担させて頂きます。                

又、商品の性質上、お客様都合による返品はお受けしかねますので予めご了承下さい。 

●返品期限・・・商品到着後、7 日以内とさせて頂きます 

 

《販売元について》 

 

●販売業者・・・有限会社ティ・エス・ユー・プランニング 

●屋号・・・自家焙煎珈琲バビルサ 

●運営責任者・・・吉住哲洋 

●住所・・・〒563－0017 大阪府池田市伏尾台１－１４－４ 

●免許・資格・・・ＳＣＡＪ認定コーヒーマイスターＮｏ．２９２４、食品衛生責任者 

●主なサービス・・・焙煎コーヒー豆の販売、コーヒー関連商品の販売 

●電話番号・・・０９０－５９６２－０４３２ 

●公開メールアドレス・・・tsu.babyrussa@gmail.com 

●HP アドレス・・・httpｓ://babyrussa.theshop.jp 


