有限会社 葉楽（ようらく）
〒154-0017
東京都世田谷区世田谷1-6-9
TEL 03-3439-9780
FAX 03-3439-2412
E－MAIL info@yo-raku.co.jp

サンプル依頼表
ご依頼を頂いた場合、約1週間ぐらいでサンプルをお届け致します。
その際 価格表も添付させていただきます。
ご遠慮なくご依頼ください。
御依頼店舗様 名
名称

g数
10g（または1P）
10g
10g
10g
10g
10g
10g
10g
10g
10g
10g
10g
10g

記入されましたら、ＦＡＸでお願いいたします。
（電話、またはＥメールでも受け付けております。）

ＦＡＸ ０３－３４３９－２４１２
(有)葉楽
〒154-0017
東京都世田谷区世田谷1-６-９
TEL 03-3439-9780 FAX 03-3439-2412
E-mail info@yo-raku.co.jp

備考

Tea （スタンダードティー）

ダージリンBOP

Ｔ・Ｃ

ダージリン OP

Ｔ・Ｐ

ダージリン1stﾌﾗｯｼｭ

Ｔ・Ｐ

インド産

インド産

インド産

ダージリンの茶葉をカットしたものです。

オレンジペコータイプの熟したような

春に取れる希少な甘い華やかな香りの

抽出時間が短くてもきちんと味が出ます。 甘みが特徴の、代表的な人気茶。

お茶です。ダージリンの見方が変わります。

ダージリン２nd

アッサムOP

ニルギリ ｵﾚﾝｼﾞﾍﾟｺｰSP

インド産

インド産

インド産

夏摘みの芳醇な甘さのお茶です。

蜜のような甘い香りが特徴。

通常のニルギリと違うスペシャリティ

ドッシリとした味わいが特徴です。

ストレートで飲めるアッサムティーです。

アッサムCTC

Ｔ・Ｐ

インド産

アッサムCTCｽﾓｰﾙ Ｔ・Ｐ

セイロン･ｵﾚﾝｼﾞﾍﾟｺｰ

インド産

スリランカ産

抽出しやすいように加工された紅茶です。 小さめのCTCです。
ミルクティー向き 大きい茶葉

より抽出されやすくなっております。

柔らかな若葉と新芽から作られる
スッキリとした飲みやすい紅茶です

セイロン ウバBOPF

セイロン ウバSP

セイロンﾃﾞｨﾝﾌﾞﾗ

スリランカ産

季節限定 数量限定

スリランカ産

刺激のある香りが独特の

スリランカから当社に直送されている

渋みもなくすっきりと飲みやすい紅茶

世界三大紅茶の一つ

自慢の紅茶。衝撃的な味わい。

スタンダードな紅茶です。

セイロンﾃﾞｨﾝﾌﾞﾗSP

セイロンﾇﾜﾗｴﾘﾔ
※ 販売中止 ※

季節限定 数量限定
香り良し、味良し、鮮度良しの

ｽﾘﾗﾝｶ産

三拍子揃ったシーズンティー。

紅茶のシャンパンとも言われています。

花のような香りと薄い水色が特徴の紅茶

セイロンキャンディー

セイロン ルフナ

ｽﾘﾗﾝｶ産

ｽﾘﾗﾝｶ産

オーソドックスな紅茶

主に中東諸国の人々が飲む

アレンジティーにもぴったりです。

スモーキーな紅茶です。

アッサム ダスト

国産紅茶
静岡県産
アッサム種を使用した飲みやすい
国産の紅茶です。

Ｔ・Ｃ

ティーバッグのカップ用（150ｃｃ）商品あり

Ｔ・Ｐ

ティーバッグのポット用（300ｃｃ）商品あり

エバーグリーン
ネパール産

Ｔ・Ｃ

Ｔ・Ｐ

Flavor Tea （フレーバーティー）

アールグレイBOP

オーガニック アールグレイ

当社一番人気のフレーバーティーです。

抽出に優れたＢＯＰ（細かい茶葉）を

スリランカ 有機JAS認定

他とは違い柑橘由来の優しい香りが、

使用したアールグレイ。

珍しいアールグレイの有機製法紅茶です。

人気の秘密です。

少し強めの香りが特徴です。

スモーキーな味わいのアールグレイです。

アールグレイ

Ｔ・Ｃ

Ｔ・Ｐ

ローズ
※ 販売中止 ※
バラの高貴な香りの紅茶です。

アップル

ライチ

甘いりんごの香りの紅茶です。

ライチの果汁の甘みが特徴の紅茶です。

リラックスしたいときにもお勧めです。

アイスティーにもぴったり。

Ｔ・Ｐ

オリエンタルな風味です。

バラの花びらが香りを広げます。

ピーチ

マスカット

さくら

フレッシュなピーチの香りが

甘いマスカットの香りの紅茶です。

桜の香りの紅茶です。春だけではなく、

お口の中に広がります。

強くて、さわやかな香りです。

あたたかい陽射しの日に

おすすめのフレーバーティーです。

飲みたいお茶です。

ヨーグルト

キャラメル

コクのある味がメープルの香りと

昔懐かしい甘いヨーグルトの香りは

人気のキャラメル風味の紅茶です。

よくあいます。

老若男女に大人気！！

甘い香りとコクのある味なので、

ミルクティーでもおすすめです。

ミルクティーにオススメです。

ミルクティーにも向いています。

メープル

Ｔ・Ｐ

カスタード

Ｔ・Ｐ

グリュエ・ド・ショコラ

大人のストロベリー

ローストしたカカオを贅沢に使用した

苺の甘い香りと、苺の酸っぱさが

重厚なショコラティーです。

お口に広がる人気のストロベリーティー

カスタードクリームの香りが、そのまま紅茶に

リピーターの多い商品です。

ミルクを入れると・・・・。

なりました。ミルクを入れると更に美味しさがアップ！

ドルチェティー
※ 販売中止 ※

パッションダージリン
※ 販売中止 ※

Ｔ・Ｐ

※ 販売中止 ※

ラ・フランスティー
上質なセイロンティーに

上質なアッサムティーにカカオとマスカルポーネの

パッションフルーツの甘い香りをコク豊かな

ラ・フランスの香りを加えました。

香りがが加わった大人の紅茶です。

ダージリンに加えました。夏にオススメの紅茶です。

フルーテイーな香りがクセになります。

Ｔ・Ｃ

ティーバッグのカップ用（150ｃｃ）商品あり

Ｔ・Ｐ

ティーバッグのポット用（300ｃｃ）商品あり

MIX Tea

アールグレイ レモン

（ミックスティー）

イブニングティー

アールグレイにレモングラス等を

スウィートワイン

※ 販売中止 ※

※ 販売中止 ※

ブレンドした、オリジナルアレンジティー。

就寝前のひと時にぴったりの紅茶。ｶﾓﾐｰﾙと生姜を

ワインを紅茶で表現した、新感覚の紅茶です。

飲みやすくリピーターの多い紅茶です。

ブレンドしてあります。ミルクティーでもどうぞ。

飲んだ瞬間、『ワイン』を感じます。

マンゴーモンスーン

トロピカル フルーツ

Ｔ・Ｃ Ｔ・Ｐ

数種類のフルーツの香りが楽しめるお茶。 マンゴーとハーブをブレンドしたレモンの
アイスティーでもおいしくいただけます。

爽やかな風味とマンゴーの甘みが

紅茶の苦手な人にもオススメです！

マッチした南国風味のお茶です。

クレオパトラ
エキゾチックな味の香り高い紅茶です。
異国情緒あふれる香りです。

ミントティー

中東紅茶（モロッコミントティー）

ミントが喉越しをさわやかにしてくれます。

ガンパウダー（中国緑茶を強く炒った）を

ミルクを入れるとストロベリーの

すっきりしたお茶。お砂糖を入れて

使用した珍しいミントティーです。

甘酸っぱさが出て至福の味わいに！

甘くして飲むのが本場流です。

モロッコで定番の商品！

ストロベリーキャラメル

Ｔ・Ｐ

※ 販売中止 ※

アップルシナモン

アップルジンジャー

アップルジャスミン

アップルパイを思わせる紅茶です。

スパイシーなジンジャーとレモングラスを

アップルティーにジャスミンティーを

シナモンの香りがアップルの香りと良く

ブレンドした冬にオススメのブレンドティー

ブレンドしたオリエンタルティーです。

合います。

アップルの香りがクセになります。

リラックス効果が抜群です。

アップルミルク
※ 販売中止 ※

マスカットヨーグルト
※ 販売中止 ※

ミルクティーにオススメな紅茶です。洋酒で漬けた

マスカットの爽やかな香りと、ヨーグルトの

リンゴをイメージして作られた大人のミルクティー。

甘い香りが絶妙にマッチした紅茶です。

シナモンティー

ホワイトピーチジャスミン

ラ・ヴィアンローズ
※ 販売中止 ※

※ 販売中止 ※

生姜紅茶～国産紅茶使用～
国産の紅茶に女性に嬉しい

香り豊かなシナモンを贅沢にブレンド。ストレートでも

薔薇の香りが華々しい紅茶です。ローズマリーの

効能が沢山ある生姜をブレンド。

ミルクを入れても美味しくお飲み頂けます。

スパイシーさがアクセントになっています。

飲みやすくクセになる味わいです。

Ｔ・Ｃ

ティーバッグのカップ用（150ｃｃ）商品あり

Ｔ・Ｐ

ティーバッグのポット用（300ｃｃ）商品あり

ORGANIC

（オーガニック）

有機ＪＡＳ認証を受けた工場で加工（袋詰め）をしているオーガニック商品です。
こちらに載っている商品以外でもご依頼を頂けば取り揃える事も可能です。
まずはお気軽にご連絡下さいませ。※全て有機JAS認定商品です。

オーガニック ダージリン

オーガニック セイロン

オーガニック アッサム

インド産

ｽﾘﾗﾝｶ産

インド産

世界的にも有名なSeeyok茶園で

有機栽培のセイロンティー

ゴールデンチップが沢山含まれた

栽培された高品質の有機ダージリン。

スッキリした味わいが特徴です。

コクのある飲みやすい紅茶です。

オーガニック アールグレイ
スリランカ産

オーガニック ブレンドティー

オーガニック ルイボス

インド産ダージリンとアッサムを

南アフリカ産

珍しいアールグレイの有機製法紅茶です。 飲みやすくブレンドした有機紅茶です。

『奇跡のお茶』と言われるほど

スモーキーな味わいのアールグレイです。 オールマイティーに使える紅茶です。

体に良い効果抜群のハーブティー。

オーガニック カモミール

オーガニック ローズヒップ

オーガニック ペパーミント

エジプトの乾燥した気候で

南米チリの中南部で

エジプトで無農薬有機栽培され、

無農薬有機栽培された

無農薬栽培されたローズヒップです。

強い日差しと乾燥した気候により

美味しいカモミールです。

爽やかな酸味が特徴です。

メントール含有量の高いペパーミントです。

オーガニック
ローズヒップ＆ハイビスカス
南米チリ産ローズヒップとエジプト産
ハイビスカスをブレンドした人気の
ハーブティー。酸味がクセになります。

オーガニック 玄米茶

オーガニック ルイボスミント

オーガニック ハニーブッシュ

無農薬栽培のルイボス、レモングラス
ペパーミントをブレンドした、当社人気の
デトックス効果抜群のブレンドハーブ！

オーガニック レッドレモン

オーガニック ジャスミン茶

キレイな赤い色で酸っぱい風味。

渋みの柔らかい高級緑茶をベースに、

ハイビスカス、オレンジピールなど

何度も何度も 丁寧にジャスミンの花を

オリジナルブレンドハーブです。

着けた香り豊かなジャスミン茶です。
※現在開発中

●オーガニックとは？
オーガニックとは有機栽培の意味で、化学合成農薬や化学肥料に頼らず、
有機肥料などにより土壌の持つ力を活かして栽培する農法のこと。
日本では登録認定機関の認定を受けた工場などが生産した物には
オーガニック(有機栽培)JASマークがつけられ、
一目でオーガニック農産物であるかどうかを見分けられるようになっています
●ＪＡＳ規格とは？
有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が検査し、
その結果、認定された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。
この「有機JASマーク」がない農産物と農産物加工食品に、
「有機」、「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付すことは
法律で禁止されています

HERB TEA （ハーブティー）
カモミール

Ｔ・Ｃ Ｔ・Ｐ

リラックスできる甘い香りのハーブ。
ミルクティーにも向いています。

ローズヒップ

ハイビスカス カット

※ 販売中止 ※

赤い色の酸味が特徴のハーブです。

人気のﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟのお茶です。ビタミンの宝庫です。

疲労回復に良いとされています。

肌にも良い作用があるといわれています

ローズピンク

ローズレッド

※ 販売中止 ※

赤いバラの花びら。
バラの上品な香りと、

とてもきれいなピンクの花びらの

あっさりとしたクセのない味が特徴です。

バラのお茶です。

ペパーミント

ローズマリー
さわやかなほろ苦さと独特の強い
香りが特徴的です。料理にもよく使われます。

ラベンダー

レモングラス

人気のペパーミントです。

きれいな紫色で清々しい味と香りで

レモンのようなさわやかな香りがするハーブです。

偏頭痛防止や夏バテ防止効果が

有名なハーブです。

消化促進作用もあるお腹に優しいハーブです。

あるとも言われています。

リラックスと美肌に効果的です。

夏は冷やして飲むのが◎

マロウブルー

レモンバーム

Ｔ・Ｃ Ｔ・Ｐ

鮮やかなブルーの水色です。
レモンなどを加えるとピンクに変化します。

リンデン

ベルベーヌ（レモンバーベナ）
レモンのような香りと、さわやかな

※ 販売中止 ※
レモンに似た爽やかな香りで、酸味は無く

酸味が特徴です。

すっきりとした味です。神経性の頭痛に効果的です。

鎮静作用や消化促進の作用があります。

チコリーロースト

ジャスミンフラワー

ほのかな甘い香りが特徴です。
ストレスによる緊張をやわらげ、

Ｔ・Ｐ

Ｔ・Ｐ

チコリーの根っこをローストしたハーブ。

ジャスミンの花びら。
独特の穀物系の香りが特徴です。

ミルクを入れて飲めばカフェオレのような
味に！フランスで人気です。

心と体の調子を整えます。

ルイボスティー

ハニーブッシュ

奇跡のお茶と言われている程、

花の香りが蜂蜜に似ていることから

体に良い効能がたっぷり入っています。

名前が付きました。ルイボスと同じく

Ｔ・Ｐ

エルダーフラワー

ミネラル沢山のハーブです。

マテ グリーンSP

Ｔ・Ｐ

マテ（ロースト）SP

Ｔ・Ｃ Ｔ・Ｐ

その他 ハーブ50種類以上あります。

マテの木の葉から作られます。

マテ茶を焙煎したもの。

お気軽にお問い合わせくださいませ。

消化促進、疲労回復、ビタミン補給

ミルクや砂糖を入れてもおいしいです。

の効能があるそうです。

南米でよく飲まれます。

Ｔ・Ｃ

ティーバッグのカップ用（150ｃｃ）商品あり

Ｔ・Ｐ

ティーバッグのポット用（300ｃｃ）商品あり

※こちらに載っている商品以外でもご依頼を頂けば取り揃える事も可能です。
お気軽にご相談下さいませ。

BLEND HERB （ブレンドハーブ）

Ｔ・Ｃ Ｔ・Ｐ

カモミール･ジンジャー

レモンレモン

ローズヒップ＆ハイビスカス

レモングラスの柑橘系の香りにミントの

ローズヒップとハイビスカスをブレンドした、 甘いカモミールと程よいジンジャーのハーモニー。

Ｔ・Ｃ

スッキリ感が程よい清涼感を演出します。 バランスの良い美味しさ。

ぜひお試しください。Ｔ・Ｃ Ｔ・Ｐ

マリーアントワネット

グリーンフォレスト

しそハイビスカス

ローズとラベンダーの香が高貴さを

森のすがすがしさをイメージした

ハイビスカスとシソの風変わりですが

感じさせる美しいハーブティー。

飲みやすいさわやかなハーブティー。

絶妙なブレンド。ステビアのほのかな
甘さもおいしさを引き立てます。

ルイボスミント

Ｔ・Ｃ Ｔ・Ｐ
Ｔ・Ｐ

独特の風味があるルイボスティーを
飲みやすくブレンドしたハーブティー。
ハーブティー初心者にオススメです。

スウィートミント＆レモン

ピュアブルーマジックティー

花粉症に効くと言われている甜茶を

キレイな青いハーブです！

飲みやすくブレンドしたハーブです。

レモンを入れると色が変わります。

その飲み易さクセになります。

Flavor HERB（フレーバーハーブ）
ローズヒップ･スウィート

Ｔ・Ｐ

ﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟ、ﾊｲﾋﾞｽｶｽのブレンドに
ストロベリーの香りをつけました。
天然の甘味料ステビア入りなので、

ローズヒップ･レモニー
※ 販売中止 ※

ﾋﾟｰﾁﾌﾚｰﾊﾞｰ・ﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟ

Ｔ・Ｐ

ハイビスカスとビタミンの宝庫ローズヒップを

すっきりしたレモンの香りが特徴のﾊｰﾌﾞﾃｨｰ。人気の

ブレンドしたものに、甘いピーチの香りをつけた

ローズヒップ入り。レモンピールもブレンドしてあります。

ハーブティーです。

ほんのり甘いです。

アプリコット･リーフ
フルーツの甘い香りが特徴の飲みやすく、
おいしいハーブティーです。

メープルミント
※ 販売中止 ※

マンゴーオレンジハーブ
マンゴーとオレンジの香りが抜群の

ミントがメープルの香りと良く合います。

美容と健康に良いフルーツティーです。

不思議な味の協奏曲です。

一度飲んだら病みつきです！

ベリールイボスバニラ

Ｔ・Ｃ

ティーバッグのカップ用（150ｃｃ）商品あり

Ｔ・Ｐ

ティーバッグのポット用（300ｃｃ）商品あり

日本茶

煎茶

煎茶 上

Ｔ・Ｃ Ｔ・Ｐ

※ 販売中止 ※
煎茶。一般的な日本緑茶。

Ｔ・Ｐ

手間ひまかけた、日本茶の最高峰。

深蒸しのお茶で、風味が一味違います。

甘みが特徴。少し低い温度で
入れるのがコツです。

ほっと一息入れたい時に最適です。

玄米茶

玉露

上級な煎茶。

ほうじ茶

Ｔ・Ｃ

Ｔ・Ｃ

焙じ玄米茶

Ｔ・Ｐ

香ばしい玄米のお茶です。

すっきりした飲みやすいお茶です。

ほうじ茶と玄米茶のプレンドです。

甘い香りと味が特徴です。

お食事中、前、後のいつでも

カットしてあるので、早く抽出できます。

おいしく飲めます。

抹茶 上

抹茶 CL

そば茶

緑茶を粉にした大人気の茶。

クロレラ配合の溶けやすく

焙じた香ばしさが人気のお茶。

栄養も申し分なし。

退色しにくい綺麗な色の抹茶。

脂っこい料理のあとにも適しています。

お菓子作りに最適です。

抹茶玄米

煎茶抹茶

玄米茶に抹茶をブレンドしたもの。

煎茶に抹茶をブレンドしたもの。

そば茶の香ばしさに煎茶をブレンドし、マイルドな

玄米茶の甘さに抹茶のまろやかさが

色も濃く、味もまろやかです。

味わいにしました。お茶漬けにしても美味しいです。

加わりました。

そば煎茶

Ｔ・Ｐ

※ 販売中止 ※

生姜焙じ玄米茶

Ｔ・Ｐ

柚子煎茶

※Ｔ・Ｐ

桜煎茶

焙じ玄米茶にしょうがをブレンドしたもの。

ゆずの香りがさわやかな緑茶。

桜の花の香りを煎茶に着けた

ほのかな生姜が心地よいです。

淡い風味が人気です。

春に人気のお茶です。

京番茶

グリーンティー

どくだみ入り六種茶

スモーキーな香りが特徴の

抹茶にグラニュー糖をブレンドした

京都定番の番茶です。

甘く溶けやすい抹茶です。

どくだみを中心にブレンドした健康茶。

炭酸水と割りチャイダーにしても◎

心身の調子を整えます。

体がポカポカになります。

※ 販売中止 ※

黒豆茶

特選 棒ほうじ茶

※ 販売中止 ※

大豆イソフラボンがたっぷり入った

ほうじ茶は棒（茶の茎の部分）が多ければ

おすし屋さんでよく飲まれる『あがり』がこちらの

健康茶です。黒豆を丁寧に焙煎。

多いほど、香ばしく美味しいのですが、

粉煎茶です。脂っこい料理をサッパリとしてくれます。

豆の香ばしさがクセになります。

棒のみを集めたお茶がこれです。

粉煎茶

Ｔ・Ｐ

Ｔ・Ｃ

ティーバッグのカップ用（150ｃｃ）商品あり

Ｔ・Ｐ

ティーバッグのポット用（300ｃｃ）商品あり

※ 季節商品になりますので在庫がない場合もございます。

Ice Tea

（アイスティー）

アイスティーアールグレイ

アイスティーセイロン

アイスティーダージリン

3種類の茶葉をブレンドして作った

スッキリとした皆に好かれるアイスティー。

芳醇な香りが人気のダージリン。

葉楽オリジナルアイスティーです。

各種アレンジにも向いています。

茶葉は抽出し易いＢＯＰタイプ。

ナチュラルな味わいが人気です。

水出しも出来ます。

水出しでも良く出ます。

ミルクティー用アッサム

アイスティートロピカル

アイス・マンゴーモンスーン

作り置きでロイヤルミルクティを作るときに

南国を思わせるさまざまなフルーツの

便利なＴＢです。ミルクに負けないコクが

香りが人気のアイスティー。

南国を思わせるさまざまなフルーツの香りが人気の

優れている茶葉を使用しています。

紅茶の苦手な人にもオススメ！

アイスティースッキリとしたあと味がクセになります。

※ 販売中止 ※

アイスティージャスミン

アイス・ウーロン茶

アイス・特濃烏龍茶・黒

さわやかなジャスミンの香りが人気の

どんな料理にもあう飲みやすい

どんな料理にもあう飲みやすい

アイスティーです。

ウーロン茶です。

ウーロン茶です。

水出しも可能です。

しっかりした香りと味が人気です。

しっかりした香りと味が人気です。

アイス桃の烏龍茶
※ 販売中止 ※

アイス・桂花茶
※ 販売中止 ※

アイス･グリーンティー
水出しで簡単に作れ、

甘い桃の香りと上質な台湾産の烏龍茶を使用した

キンモクセイの香りを中国緑茶に丁寧に着けた

香りと味わいに優れた煎茶です。

今までにない烏龍茶です。

花茶です。肝機能を改善する効果もあります。

お酒と割っても美味しいです。

アイス・黒豆＆あずき茶
※ 販売中止 ※

ほうじ茶上

アイス煎茶レモングラス

香りが豊かで美味しいです。

ランチ時に大活躍！！食後のお茶として

香ばしい黒豆とアズキをブレンドしたノンカフェインの

レモングラスの清涼感が人気です。

ジャパニーズハーブティー焼酎と割っても美味しいです。

リピーターも多いブレンドハーブティーです。

アイス･抹茶入り玄米茶
※ 販売中止 ※
玄米の香ばしさと上質な抹茶の風味豊かな香りが

アイス･ローズヒップ･スウィート

アイス・ﾋﾟｰﾁﾌﾚｰﾊﾞｰﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟ

甘いストロベリーの香りが赤い水色を

ピーチの香りが人気の赤いハーブティー。

魅力的にみせます。

低カロリー甘味ハーブのステビア入りです。

合わさった、美味しい日本茶です。

アイス・コーン茶

アイス・ルイボスミント

アイス・マンゴーオレンジ

『奇跡のお茶』と言われる程に体に良い

『究極のドライフルーツティー』です。

ミネラルが豊富なルイボスを飲みやすく

フルーツの甘酸っぱい味わいは、

香ばしいコーンが美味しい韓国伝統茶。お湯だしでも

ブレンドしたハーブティーです。

後引く美味しさです。

水出しでも簡単に作れます。体のむくみを取るので二日酔い対策にも

※ 販売中止 ※

Ice＆hot Tea （スプレードライ

ティー）

味がよいこと

スプレードライ製法の特徴は、まず
、
いままでのパウダーティは茶葉を丸ごと粉状にしていたために
苦味や雑味ありましたが、スプレードライ製法は茶液を乾燥させて作るので
雑味のないクリアーな味に仕上がっているのです。
ペットボトルのお茶より断然美味しく、金額も安いスプレードライティーは
これからの飲食店の主流になっていきます。

溶けやすく

10グラム※のパウダーで1リットルのお茶も
簡単に作れるから
在庫の場所もとらず、茶殻も出ないので洗浄も簡単です。
さらにペットボトル容器などの余分なゴミも出ないため、エコで経済的です。
（※種類により10ｇ以下でも1リットル出る商品もございます。）
スプレードライ製法とは？
日本語で噴霧乾燥法と言われ、液体を微細な霧状にし、これを熱風中に噴出させ、
瞬間的に粉状の乾燥物を得る方法。

パウダーアールグレイティー

パウダーセイロンティー

柑橘の風味豊かなアールグレイを

あっさりと飲み易いセイロンティーを

スプレードライ製法により

スプレードライ製法によりパウダーにし、

パウダーにしたアールグレイです。

簡単に美味しいアイスティーが出来ます。

パウダールイボスティー

パウダー烏龍茶

南アフリカ原産の『奇跡のお茶』

福建省産の烏龍茶の茶液を

ルイボスをパウダーにした健康茶です。

スプレードライ製法により

抗酸化作用に優れたお肌に良いお茶。

パウダーにした烏龍茶です。

パウダーほうじ茶

パウダー黒烏龍茶

※ 販売中止 ※

※ 販売中止 ※

ほうじ茶の茶液をスプレードライ製法により

烏龍茶ポリフェノール豊富な茶葉をスプレードライ

パウダーにしたほうじ茶です。

製法でパウダー状にしました。

パウダー煎茶

パウダー柚子茶

上質で風味豊かな煎茶を
スプレードライ製法によりパウダーにした
茶葉と遜色のない味わいの煎茶です。

パウダージャスミン
ジャスミンの茶液をスプレードライ製法により
パウダーにしたジャスミン茶です。
ペットボトルより濃い味わいが特徴です。

上記商品以外にも
続々と商品開発しております。
お気軽にご相談下さいませ。

韓国茶

柚子茶

ザクロ茶
※ 販売中止 ※

柚子の果肉と皮を蜂蜜漬けにした、
韓国伝統茶です。

ザクロエキスと蜂蜜をブレンドした、今、韓国で

風邪予防、疲労回復効果に！！

人気のお茶です。美容効果が期待できます。

壷型柚子茶
※ 販売中止 ※
韓国産100％の柚子、蜂蜜を使用。

花梨茶

なつめ茶
滋養強壮に優れたナツメを
蜂蜜漬けにした韓国伝統茶です。

梅茶
※ 販売中止 ※

のどに良いと言われているかリンを
蜂蜜漬けにした人気の韓国茶。

梅を蜂蜜漬けにした韓国茶です。梅の酸っぱさが
疲労回復効果に抜群です。

蜂蜜と柚子の味わいが違います！

生姜粉茶

麦茶

生姜濃縮液を溶けやすい顆粒状に

お得用の麦茶です。

加工した粉末茶です。

実は韓国でもよく飲まれている

料理やデザートの隠し味にもオススメ！

韓国伝統茶の一つです。

コーン茶
韓国茶の代表。甘く香ばしいおいしさです。
煮出すと甘みが出やすいです。

韓国伝統茶の美味しい飲み方
150ｃｃ～180ｃｃのお湯（又は水）に韓国茶を小さじ2杯～3杯（約20ｇ）入れて
良くかき混ぜて完成です。
使い方色々 （柚子茶を他の韓国茶に変えても美味しいです）
アレンジ 例
●柚子茶と焼酎のカクテル
柚子30ｇ 焼酎30ｃｃ マンゴージュース適量
●柚子茶と日本酒のカクテル
柚子30ｇ 日本酒70ｃｃ ライムジュース大さじ 1 シェイカーでシェイクすると良く混ざります。
●柚子茶とテキーラのカクテル
柚子30ｇ テキーラ30ｃｃ 炭酸水90ｃｃ レモンジュース10ｃｃ 炭酸水は最後に入れて下さい。
●柚子茶とリキュールのカクテル
柚子 大さじ2 ライチリキュール 30ｃｃ グレープフルーツジュース適量
●柚子茶とジンジャーエール
柚子 40ｇ ジンジャエール 120ｃｃ
●柚子茶とヨーグルト（柚子ラッシー）
柚子30ｇ ヨーグルト40ｇ 牛乳 70ｃｃ

その他のお茶、お茶菓子など

ベトナム・ソイ茶

ベトナム蓮茶
大人気のハスのお茶です。

※ 販売中止 ※

ウコン茶
※ 販売中止 ※

独特のオリエンタルな香りは

ソイの花の香りをつけたお茶。蓮茶とはまた違った

二日酔い防止に効果があるといわれるお茶。

アイスティーにも向いています。

味わいのアジアティーです。

煮出すと赤茶色になり甘くておいしいです。

タイ紅茶

ゴーヤ茶

バニラのような甘い香りが人気の

※ 販売中止 ※

タイ紅茶。スパイシーな料理と相性

ダイエット効果が期待できるといわれる

抜群です。

お茶。短めに蒸らすと飲みやすいです。

インド式

チャイ

インド人直伝のレシピを当社で飲みやすくブレンドしたオリジナルチャイです。

チャイ･マサラティー･アスラン

チャイ･マサラティー･エルツ

当社自慢のチャイ3種のうちの１つ。
非常に薫り高いマサラティーです。
アッサムにカルダモン、シナモン、
ジンジャーが絶妙なバランスでブレンド
してあります。

当社自慢のチャイ3種のうちの１つ。
コクがあり、飲み応えのあるマサラティー
です。アッサムにシナモン、ナツメグ、
スターアニスがブレンドしてあります。

チャイ･マサラティー･サラユ
当社自慢のチャイ3種のうちの１つ。
非常に強い香りが特徴のチャイです。
ペッパー、クローブ、コリアンダーが
ブレンドされています。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ チャイ レシピ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝
A オーソドックス
さっぱりチャイ ①茶葉5gを100～150ccのお湯で4～５分蒸らし、冷たい状態の牛乳100～150ccを
入れてさらに沸騰する直前まで煮込みます。茶漉しで漉して出来上がりです。
濃厚チャイ

B インスタント

②茶葉10gを200～300ccの牛乳に入れ、冷たい状態から沸騰する直前まで煮込みます。
茶漉しで漉して出来上がりです。
①茶葉5ｇを100～150ccのお湯で5分蒸らし、茶漉しで漉してカップに注ぎ、
それに冷たい状態の牛乳を入れ、スチーマーで温めて出来上がりです。（または電子レンジで約2分加熱）

※ １㍑作り置き用
1、アイスティーの仕込み用容器にチャイを２０ｇ入れ、お湯500ｃｃを注ぎ、そのまま10分ほど蒸らし、茶葉を取り出し原液を作ります。
２、注文が入りましたら、原液と牛乳をカップに半分ずつ入れ、スチーマーで温めて出来上がりです。(又は電子レンジで約2分加熱)
＊アイスの場合は氷を入れれば完成です。
＝＝＝＝＝＝＝＝ チャイとは？ ＝＝＝＝＝＝＝＝
ヒンディー語で『茶』の意味を言います。
インドでは『甘く』煮出したミルクティーの事をチャイと指します。ちなみに、ロシア語、ペルシア語、トルコ語でも『茶』をチャイと言います。
ただし、中身はインドのチャイと違い、ミルクティーではありません。ストレートのお茶もチャイと言います。
インド式チャイの特徴は細かい茶葉を使用すること。細かい茶葉は短時間で成分が抽出され、ミルクに負けない味わいを作り出せます。
アッサムＣＴＣをオススメする理由は、短時間で濃い味が抽出できるからです。

中国茶 ( チャイニーズティー )
緑茶
龍井

緑牡丹

浙江省

安徽省 黄山

茶葉を手の平で押しつぶすように炒っ

見た目も美しい甘い香りの緑茶です。

て製作する、色・香・形・姿が全て絶品

お湯を注ぐと鮮やかな緑色の牡丹の

の四絶のお茶と言われている。

花のように茶葉が開きます。

（１ｋｇ単位）

碧羅春
※ 販売中止 ※
産毛に囲まれて細かくねじれている不思議な形の
緑茶です。完熟の果物のような香りが特徴です。

白茶
白豪銀針＊

白牡丹

葉の新芽の部分だけを摘んで作られ

青く若々しい香りと、ほんのり甘みが

た貴重な高級白茶です。

感じられるお茶です。

白牡丹 特
※ 販売中止 ※
白牡丹の中でも産毛に覆われた新芽がたくさん入った
高級茶です。繊細で上品な味わいです。

産毛で覆われた針のような見た目も
美しいお茶です。

黄茶
君山銀針 ＊
※ 販売中止 ※
葉の新芽の部分を摘んで悶黄と言われる独特の製法で
作られたお茶、芳醇な味と燻製の様な個性的な香りが楽しめます。

木柵鉄観音

青茶・台湾産

焙煎した芳ばしさと濃厚な甘い香りを
楽しめるお茶です。
食事にもよくあいます。

文山包種

東方美人

阿里山高山茶

発酵が浅く緑茶に近い爽やかなお茶

紅茶に近い味わいで世界中で人気

台湾の高級高山茶の一つです。

蘭の花の様な香りが楽しめます。

のお茶。ｳﾝｶという虫が葉をかむこと

まろやかな舌ざわりと、上品な花の

でお茶の味や香りに甘みを出しています

様な香りが長く続きます。

凍頂烏龍茶

金宣茶

台湾ウーロン茶

台湾茶の中でも歴史が古く人気の

台湾で近年人気がでてきているお茶

台湾南投県名間郷で作られたお茶で

あるお茶です。花蜜のような甘い香り

です。

香りと味のバランスがよく常飲しやすい

と、すっきりとした後味です。

ﾐﾙｸやﾊﾞﾆﾗのような甘い香りが特徴

お茶です。

です。

青茶・中国産

鉄観音 L

黄金桂

中国。福建省。有名な青茶。

中国。福建省。

独特な炒った香り。どんな料理にもあう

脂っこい食事の時などにぴったりの青茶。

L

鳳凰水仙

L

中国。鳳凰山でとれる青茶。
炒った甘みが特徴。

オールラウンドなお茶。

水仙

肉桂

中国。細長い葉が特徴の

中国。武夷山。

焙じた味が特徴の青茶。

有名な四大岩茶。

味の強い料理にも合います

どくとくの甘味の強い味が人気。

黒茶
プアール茶

プアール小沱茶

雲南省。独特な香りと味で人気の黒茶。

雲南省。

油分を体につけないらしく、

小さく小分けに固められているお茶です。

油っぽい料理のあとによく飲まれます。

紅茶
キーマン

ラプサンスーチョン

ライチ紅茶

キーマン。世界三大紅茶の一つ。

松をいぶして、香りをつけた

ライチの果汁とフレーバーをつけた紅茶。

スモーキーフレーバーが特徴。

独特の香りの中国紅茶。

飲んだ後にライチの味わいが優しく

男性に人気の紅茶です。

タバコが好きな人にリピーター多し。

残ります。

台湾紅茶

雲南金芽

台湾。台湾でつくられた紅茶です。

雲南省産の新芽のみの金色に

スモーキーさが新鮮な独特な紅茶は

輝く美しく､甘いお茶。

雲南省産の雲南紅茶です。新芽の量は少ないですが

一度飲んだら病み付きです。

渋みが少なく、何杯でも飲めます。

こちらも渋みが少なく、何杯でも飲めます。

雲南紅茶
※ 販売中止 ※

工芸茶
海貝吐珠
※ 販売中止 ※

錦上添花

丹桂百合

（１ｋｇ単位）

工芸茶。

工芸茶。

工芸茶。緑茶の中に梅と菊が隠れています。

緑茶の中から3連の菊が漂います。

緑茶の中に金木犀の花と

とても美しいお茶です。

人気の工芸茶。

百合が隠れています。

茉莉仙桃

茉莉仙女

金葫蘆双花

丸めた緑茶にジャスミンの香りを

工芸茶。中からジャスミンの花が

可愛い千日紅とジャスミン茶の

つけたものです。質のよい甘い味と、

沢山連なって伸びていきます。

奥深い味わいが特徴の工芸茶です。

華やかな香りが特徴です。

とてもきれいなお茶です。

花茶
桂花茶

ジャスミン（茉莉花茶）

茉莉龍珠

緑茶にジャスミンの香りをつけたものです。

質のよい小さく丸めた白茶に

すっきりしたお茶です。

ジャスミンの花を丁寧につけたものです。

緑茶に金木犀の花で香りをつけた甘いお茶です。

高級ジャスミン茶。

アイスティーでもおいしく飲めます。

玖瑰花
甘粛省。
香りのとてもよいハマナスの花です。
見た目もとてもきれいなお茶です。

ジャスミンフラワー
ジャスミンの花を乾燥させたものです。

※ 販売中止 ※

菊花

菊花プアール

菊の花を乾燥させたもの。香りが強い。

プアール茶に菊の花をブレンド。

他の中国茶とブレンドして飲んでも

香りを楽しみます。

美味しいです。

千日紅

玖瑰ウーロン ＊

きれいなお花です。

※ 販売中止 ※

ジャスミンの香りはなく、

ウーロン茶に玖瑰花を

ほかの香りを邪魔しません。

独特の穀物の香りがします。

ブレンドしたものです。

お茶に浮かべるととても綺麗です。

健康茶
擂茶（れいちゃ）

絞股藍茶（こうくらんちゃ）

雑穀などを磨り潰してあります。

あまちゃづるのようなもの。七葉胆ともいわれます。

お湯で溶いていただきます。

50種類ものサポニンが含まれていて、「南方の人参」とも呼ばれます。

独特の甘みがあり、いろいろな提供の

血液中の中性脂肪とコレステロールを低下させたり毒素を排出させる効果が期待できます。

仕方を考えるのも楽しいです。

肩こり、便秘、冷え性、肥満に対応の健康茶です。

八宝茶

甜茶（てんちゃ）

※ 販売中止 ※

※ 販売中止 ※

10種類以上の漢方などがブレンド

アレルギー性鼻炎（花粉症、ハウスダスト）などの症状緩和に良いとされ、

されている、中国ではおなじみの薬茶。

中国では古くから 飲まれています。

味も甘くて飲みやすいです。人気商品。

通常の甘すぎるものではなく、懸釣子というバラ科のおいしく飲みやすい甜茶です

