
　2016年6月現在

カテゴリー：

ブランド・メーカー名 やまま満寿多園 やまま満寿多園 やまま満寿多園 やまま満寿多園 やまま満寿多園 やまま満寿多園 やまま満寿多園
規格 4ｇ×15 4g×15 1g×12 2g×10 60ｇ 70ｇ 70ｇ
入数 24 24 24 24 24 12 12

JANコード 4995638065346 4995638065353 4995638065360 4995638065377 4995638065384 4995638065421 4995638065438
賞味期間 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年

参考上代（税別） ¥800 ¥800 ¥600 ¥600 600円 ¥1,000 ¥1,000
配送ロット 混載3ケース 混載3ケース 混載3ケース 混載3ケース 混載3ケース 混載3ケース 混載3ケース

商品コメント

爽やかな緑の色合いとまろや
かで味わい深い緑茶です。　テ
トラ型のティーバッグで茶葉が
よく広がり、水でもお湯でも美味
しく飲んでいただけます。

緑茶と香ばしい炒り玄米をブレ
ンドし、色合いには抹茶を入れ
たスッキリとした玄米茶です。テ
トラ型のティーバッグで茶葉が
よく広がり、水でもお湯でも美味
しく飲んでいただけます。

厳選した国産茶葉を使用し、ス
プレードライ製法で味や風味を
そのままに、水でもお湯でも溶
けるインスタントティーです。ス
ティック1本分でカップ杯分で
す。

サッパリ、スッキリとした味わい
の品種茶「つゆひかり」と味わ
い深い「やぶきた」をブレンドし
て更に贅沢で風味豊かな抹茶
をブレンドしました。

宇治産の高級抹茶とグラニュー
糖をブレンドし、バニラの甘い香
りを付けた今までにないグリー
ンティーです。お湯はもちろん
のこと、暑い夏にはお水やミル
クで割っても美味しくいただけま
す。

宇治産の高級抹茶とグラニュー
糖をブレンドしアップルの甘い
香りを付けた今までにないグ
リーンティーです。お湯はもちろ
んのこと暑い夏にはお水やミル
クで割っても美味しくいただけま
す。

宇治産の高級抹茶とグラ
ニュー糖をブレンドしバニラの
甘い香りを付けた今までにな
いグリーンティーです。お湯は
もちろんのこと暑い夏にはお水
やミルクで割っても美味しくい
ただけます。

ブランド・メーカー名 やまま満寿多園 やまま満寿多園 やまま満寿多園
規格 70ｇ (2g×10）×3缶 50ｇ×2缶
入数 12 12 12

JANコード 4995638065445 4995638065407 4995638065414
賞味期間 1年 1年 1年

参考上代（税別） ¥1,000 ¥3,000 ¥2,500
配送ロット 混載3ケース 混載2ケース 混載2ケース

商品コメント

宇治産の高級抹茶とグラニュー
糖をブレンドしピーチの甘い香
りを付けた今までにないグリー
ンティーです。お湯はもちろん
のこと暑い夏にはお水やミルク
で割っても美味しくいただけま
す。

有機栽培茶をベースにしたこだ
わりの緑茶です。高級煎茶は厳
選された有機茶を使用したサッ
パリとした飲み口の緑茶です。
ゆず緑茶は柑橘系風味、蜂蜜
しょうが緑茶は心温まるヘル
シーな緑茶です。

スプレードライ製法により香りや
色などの風味が損なわれにく
く、本格的な味が楽しめます。
茶葉から抽出したお茶の粉末
ですから、いつ誰がいれても淹
れたての美味しいお茶をお楽し
みいただけます。

商品イメージ

備考

商品名

備考

スイートグリーンティー
(バニラ風味）

スイートグリーンティー
パステル缶入り（アップル）

商品名

商品イメージ

抹茶入り緑茶ティーバッグ

日本茶・インバウンド

緑茶のティーバッグ
抹茶入り玄米茶の
ティーバッグ

スイートグリーンティー
パステル缶入り（ピーチ）

ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾃｨｰこだわりセット
カラー缶3本入れ

高級煎茶・抹茶入り玄米
茶　帯柄缶2本入れ

スイートグリーンティー
パステル缶入り（バニラ）

画像入り商品一覧　

インスタントティｰ
高級緑茶スティックタイプ



　2016年6月現在

カテゴリー：

ブランド・メーカー名 マルヒデﾞ岩崎製茶 マルヒデ岩崎製茶 マルヒデ岩崎製茶
規格 40ｇ 200ｇ 500ｇ
入数 30 30 30

JANコード 4571313684110 4571313684066 4571313684004
賞味期間 12ヶ月 18ヶ月 18ヶ月

参考上代（税別） ¥1,000 ¥600 ¥1,000
配送ロット １ケース １ケース １ケース

商品コメント

石臼挽きの国産抹茶。石臼挽
きでお茶の風味が残っていま
す。パッケージは、東洲斎写楽
の代表作　三世代谷鬼次の奴
江戸兵衛です。

熱湯１０秒で簡単に！ポットの
お湯をそのまま注いでさっぱり
香ばしく飲めるよう火入を工夫
しました。石臼で引いた抹茶が
ブレンドされており、色も鮮やか
です。健康志向にも◎

熱湯１０秒で簡単に！ポットの
お湯をそのまま注いでさっぱり
香ばしく飲めるよう火入を工夫
しました。石臼で引いた抹茶が
ブレンドされており、色も鮮やか
です。健康志向にも◎
500ｇのお徳用です。

ブランド・メーカー名 マルヒデ岩崎製茶 マルヒデ岩崎製茶 マルヒデ岩崎製茶 マルヒデ岩崎製茶 マルヒデ岩崎製茶
規格 3ｇ×5 3ｇ×5 3ｇ×10 3ｇ×10 3ｇ×10
入数 48 48 30 30 30

JANコード 4571313683663 4571313683670 4571313681485 4571313681430 4571313681461
賞味期間 18ヶ月 18ヶ月 18ヶ月 18ヶ月 18ヶ月

参考上代（税別） ¥360 ¥360 ¥600 ¥600 ¥600
配送ロット １ケース １ケース １ケース １ケース １ケース

商品コメント

富士山×静岡茶
富士山型シルエットのかわいい
ボックスに入った静岡緑茶の
ティーバッグです。なんとボック
スサイズは、富士山の5万分の
１サイズです。掛川産の深蒸し
茶をふんだんに使用。色鮮や
かな緑色と甘味が特徴です。

富士山×静岡茶
富士山型シルエットのかわいい
ボックスに入った静岡紅茶茶の
ティーバッグです。なんとボック
スサイズは、富士山の5万分の
１サイズです。日本茶から作る
紅茶は、口当たりがやさしく、ほ
のかな甘みが特徴です。

マグカップで簡単に飲める
ティーバッグ。和の緑茶と自然
素材のブレンドティーで、バラは
自然素材(無香料)なので、自然
で優雅な香りを楽しめます。クラ
フト地でナチュラル感たっぷりの
デザインに、和ネコキャラクター
で「和」感を！ネコ好きのお客様
にもアピール。スタンドパックで
陳列も簡単。

マグカップで簡単に飲める
ティーバッグ。和の緑茶と自然
素材のブレンドティーで、レモン
グラスは自然素材(無香料)なの
で、自然で優しい香りを楽しめ
ます。クラフト地でナチュラル感
たっぷりのデザインに和ネコ
キャラクターで「和」感を！ネコ
好きのお客様にもアピール。ス
タンドパックで陳列も簡単。

マグカップで簡単に飲める
ティーバッグ。和の緑茶と自然
素材のブレンドティーで、ゆず
は自然素材(無香料)なので、自
然で優雅な香りを楽しめます。
クラフト地でナチュラル感たっぷ
りのデザインに和ネコキャラク
ターで「和」感を！ネコ好きのお
客様にもアピール。スタンドパッ
クで陳列も簡単。

備考
*富士山　静岡紅茶と混載
可

*富士山　静岡緑茶と混載
可

*みくすちゃなごみで混載
可

*みくすちゃなごみで混載
可

*みくすちゃなごみで混載
可

商品名

備考

商品イメージ

みくすちゃ　なごみ
レモングラス緑茶

みくすちゃ　なごみ
ゆず緑茶

抹茶入り静岡茶500ｇ

富士山　静岡紅茶
みくすちゃ　なごみ

バラ緑茶

日本茶・インバウンド 画像入り商品一覧　

富士山　静岡緑茶

商品名

商品イメージ

歌舞伎抹茶40ｇ 抹茶入り静岡茶200ｇ



　2016年6月現在

カテゴリー：

ブランド・メーカー名 ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ 静興茶業
規格 50ｇ 60ｇ 18g×8本 0.8ｇ×10本 80ｇ
入数 5×6 5×6 7×6 7×6 30

JANコード 4516180301234 4516180301210 4516180301227 4516180301203 4573242900309
賞味期間 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月

参考上代（税別） ¥500 ¥500 ¥500 ¥500 ¥1,000
配送ロット １ケース １ケース １ケース １ケース 1ケース

商品コメント

新潟県産のもち米とエンレイ品
種の大豆に、緑茶・砂糖・塩を
まぶして、一粒一粒丹誠込めて
手作りで仕上げた逸品です。飽
きの来ない素朴な味です。
★浮世絵カード付

微粉末の「ヘルシーカテキン・
イート茶」と「大豆きなこ」を混ぜ
た、茶カテキンをたっぷり含ん
だ茶菓子です。お茶ときなこの
絶妙なハーモニーと、サクサ
クッとした不思議な食感をお楽
しみ下さい。
★浮世絵カード付

ひと口サイズのようかんです。
健康に良いお茶の栄養素がま
るごととれます。緑茶独特のさ
わやかな香りと上品な甘味をお
楽しみ下さい。
★浮世絵カード付

特別栽培農作物として認証され
たお茶を原料とし、緑茶をその
まま微粉末にしています。お湯
やお水を注ぐだけで、いつでも
手軽にお飲み頂ける微粉末緑
茶です。お茶としてはもちろん
デザートやお料理にもお使い下
さい。持ち運びにも便利なス
ティックタイプです。★浮世絵
カード付

毎年好評の金箔茶、今回は金
箔をお茶にブレンドさせず別途
付属することで、お茶を入れた
湯呑へ直接入れることができ、
金箔が無駄になりません。お
茶うけのお菓子などにもどう
ぞ。初春の文字を入れること
で、年末から2月上旬まで販売
可。

ブランド・メーカー名 静興茶業 静興茶業 静興茶業 静興茶業 静興茶業 静興茶業 静興茶業
規格 40ｇ 24g(3g×8P） 21ｇ（3g×７P） 21ｇ（3g×７P） 21ｇ（3g×７P） 50g 50ｇ
入数 30 30 30 30 30 30 30

JANコード 4573242900200 4573242900163 4573242900170 4573242900194 4573242900187 4573242900293 4573242900286
賞味期間 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月

参考上代（税別） ¥500 ¥500 ¥500 ¥500 ¥500 ¥1,000 ¥1,000
配送ロット １ケース １ケース １ケース １ケース １ケース １ケース 1ケース

商品コメント

インバウンド向け雷神柄のパッ
ケージ。急須のいらない粉末茶
です。付属のしおりには、11か
国語のお茶の入れ方が見れる
QRコード付です。

インバウンド向け風神柄のパッ
ケージ。急須のいらない煎茶
ティーバッグです。付属のしおり
には、11か国語のお茶の入れ
方が見れるQRコード付です。

深蒸し茶のティーバッグです。
付属のしおりには、11か国語の
お茶の入れ方が見れるQRコー
ド付です。

抹茶入り玄米茶ティーバッグで
す。付属のしおりには、11か国
語のお茶の入れ方が見れるQR
コード付です。

24種配合の健康茶ティーバッグ
です。付属のしおりには、11か
国語のお茶の入れ方が見れる
QRコード付です。

縁起物として親しまれている招
き猫の缶に静岡茶を入れまし
た。商品はクリアカートンに贈り
物にもお勧めです。金の右手を
挙げている招き猫は金運・幸運
を招くと言われています。

縁起物として親しまれている招
き猫の缶に静岡茶を入れまし
た。商品はクリアカートンに贈
り物にもお勧めです。白の左手
を挙げている招き猫は千客万
来といってお客様を招くと言わ
れています。

緑茶豆あられ

菓子・日本茶・ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ 画像入り商品一覧　

商品名

商品イメージ

ヘルシーカテキン・イート
茶　緑茶パウダー(ｽﾃｨｯｸﾀ

ｲﾌﾟ)

雷神柄
粉末緑茶

風神柄
煎茶ティーバッグ

和風柄深蒸し茶

初春茶緑茶あめ 緑茶ようかん

静岡茶招き猫　金缶 静岡茶招き猫　白缶和風柄抹茶入り玄米茶 和風柄24種配合健康茶商品名

備考
国政 歌麿 広重 春信

商品イメージ

備考


