
・国産一番茶のみを使用した、 ・国産一番茶のみを使用した、
　こだわりの煎茶です。 　こだわりの煎茶です。

・コク深くまろやかな味わいと、 ・豊かな甘みと上品な香りが
　芳醇な香りが特徴です。 　特徴の煎茶です。

・国産一番茶のみを使用した、 ・国産一番茶のみを使用した、
　こだわりの煎茶です。 　こだわりの煎茶です。

・すっきりとした味わいと ・茶葉本来の甘みと苦みの
　香り高い風味が特徴です。 　バランスが良いのが特徴です。

円（税別）
ＪＡＮコード ４９７６５１５ ００４２２１

国産
内容量 １００ｇ
入　数 6

商品特徴

賞味期限 ３６０日
標準売価 １０００

商品名 一番摘み　家路
産　地 国産 産　地

一番摘み　里路

３６０日
入　数 6 入　数 6

●　一番茶　煎茶　●

【　商品画像　】
商品名 一番摘み煎茶　明星

【　商品画像　】

標準売価
賞味期限 ３６０日 賞味期限

１０００

国産
内容量 １００ｇ 内容量 １００ｇ

円（税別）
ＪＡＮコード ４９７６５１５ ００４１９１ ＪＡＮコード ４９７６５１５ ００４２０７
標準売価 １２００ 円（税別）

商品特徴 商品特徴

【　商品画像　】
商品名 一番摘み煎茶　山路
産　地 国産 【　商品画像　】

商品名
産　地

内容量 １００ｇ
入　数 12

賞味期限 ３６０日

商品特徴

標準売価 ８００ 円（税別）
ＪＡＮコード ４９７６５１５ ００４２１４



・旨味の強い深蒸し茶に、

ＴＶＣＭを 　天然玉露と言われている

　放送中の 　”あさつゆ”品種をブレンドし、

　　人気商品です。 　とても色鮮やかな煎茶に
　仕上げました。

・やぶ北種を主体とした新芽の茎
とまろやかな深蒸し茶、気品のあ ・良質なやぶ北種を主体とした
る抹茶をブレンドしたお茶です。 　新芽の茎・まろやかな深蒸し茶
・お茶は酸化すると味が落ちてし 　を使用した、香り高い煎茶です。
まいます。このお茶の包装は袋の 　
中の水分や酸素を除いてあります
ので開封しなければ新鮮です。
・このお茶の包装は燃やしても
有害ガスの出ないフィルムを使用
しています。

●　徳用緑茶①　●

【　商品画像　】
商品名 やぶ北ブレンド　深蒸入煎茶
産　地 国産

徳用の緑茶は、
全商品　『やぶ北ブレンド　シリーズ』　です。

内容量 ２００ｇ
入　数 10

賞味期限 ３６０日
標準売価 １０００ 円（税別）
ＪＡＮコード ４９７６５１５ ００１７６３

商品特徴

【　商品画像　】
商品名 やぶ北ブレンド　煎茶

【　商品画像　】
商品名 やぶ北ブレンド　抹茶入煎茶

産　地 国産産　地 国産
内容量 ２００ｇ内容量 ２００ｇ
入　数 10入　数 10

賞味期限 ３６０日賞味期限 ３６０日
標準売価 ５００ 円（税別）標準売価 ６００ 円（税別）
ＪＡＮコード ４９７６５１５ ６０３３８７ＪＡＮコード ４９７６５１５ ６０３３９４

商品特徴商品特徴



・強めの火入れをした緑茶に、
　新芽の茎をブレンドした、
　香りの良いサッパリとした
　緑茶です。

・やぶ北ブレンド煎茶の
　お徳用パックです。

●　徳用緑茶②　●

【　商品画像　】
商品名 やぶ北ブレンド　緑茶
産　地 国産
内容量 ２００ｇ
入　数 12

賞味期限 ３６０日
標準売価 ４００ 円（税別）
ＪＡＮコード ４９７６５１５ ００１７７０

商品特徴

【　商品画像　】
商品名 やぶ北ブレンド　徳用煎茶
産　地 国産
内容量 ４００ｇ
入　数 6

賞味期限 ３６０日

商品特徴

標準売価 １０００ 円（税別）
ＪＡＮコード ４９７６５１５ ６０３４４８



・スッキリとした味わいが特徴で、
　ほんのりとした甘みがを
　お楽しみいただけます。

・徳用サイズですので、
　業務用として最適です。

・サッパリとした喉ごしで、
　スッキリとした味わいの
　お徳用サイズの緑茶です。

・たっぷり１ｋｇと、業務用には
　最適の商品です。

商品特徴

国産
内容量 ５００ｇ
入　数 6

賞味期限 ３６０日
標準売価 オープン

標準売価 オープン 円（税別）

円（税別）
ＪＡＮコード ４９７６５１５ ９９８５６８

ＪＡＮコード ４９７６５１５ ５９３２０６

国産
内容量 １ｋｇ
入　数 5

賞味期限 ３６０日

●　業務用緑茶　●

【　商品画像　】
商品名 業務用煎茶
産　地

【　商品画像　】
商品名 青の園

商品特徴

産　地



・やぶ北種を主体とした新芽の茎 ・やぶ北種を主体とした新芽の茎
さっぱりとした秋冬番茶、香ばしい さっぱりとした秋冬番茶、香ばしい
炒り米、気品のある抹茶をブレンド 炒り米、気品のある抹茶をブレンド
・お茶は酸化すると味が落ちてし ・お茶は酸化すると味が落ちてし
まいます。このお茶の包装は袋の まいます。このお茶の包装は袋の
中の水分や酸素を除いてあります 中の水分や酸素を除いてあります
ので開封しなければ新鮮です。 ので開封しなければ新鮮です。
・このお茶の包装は燃やしても ・このお茶の包装は燃やしても
有害ガスの出ないフィルムを使用 有害ガスの出ないフィルムを使用
しています。 しています。

・やぶ北種を主体とした番茶を
じっくりとムラなく焙じ、さらに香りよ ・煎茶の製造工程で選別された
い茎ほうじをブレンドしたお茶です。 　やぶ北品種の粉茶に、緑色が
・お茶は酸化すると味が落ちてし 　鮮やかな抹茶をブレンド
まいます。このお茶の包装は袋の 　しました。
中の水分や酸素を除いてあります
ので開封しなければ新鮮です。 ・美しい緑色と、非常に濃厚な
・このお茶の包装は燃やしても 　味わいをお楽しみ下さい。
有害ガスの出ないフィルムを使用
しています。

●　玄米茶・ほうじ茶・粉茶　●

【　商品画像　】
商品名 やぶ北ブレンド　徳用抹茶入玄米茶

産　地 国産【　商品画像　】
商品名 やぶ北ブレンド　抹茶入玄米茶
産　地

内容量 ４００ｇ
入　数 6

賞味期限 ３６０日

商品特徴商品特徴

ＪＡＮコード ４９７６５１５ ６０３４００

標準売価

国産

６０３４２４

産　地

３００ 円（税込）

【　商品画像　】
商品名 やぶ北ブレンド　ほうじ茶

商品特徴

産　地
やぶ北すし粉茶

国産

４９７６５１５ ９９８５４４

１５０ｇ

ＪＡＮコード ４９７６５１５

内容量 １００ｇ

商品特徴

内容量

標準売価

入　数 12
賞味期限 ３６０日

入　数

ＪＡＮコード
３００ 円（税別） 標準売価

10

【　商品画像　】
商品名

ＪＡＮコード

賞味期限 ３６０日

５００ 円（税別）
４９７６５１５ ６０３４６２

円（税別）

10

標準売価 ３００

国産
内容量 ２００ｇ

賞味期限 ３６０日
入　数



日本茶の中でも人気の高い 香ばしい玄米に宇治産の抹茶を
「深蒸し茶」を三角フィルター型の ブレンドし、味わい広がる
ティーバッグにしました。 三角ティーバッグにしました。
急須のおいしさをそのまま手軽に
お楽しみいただけます。
タグとティーバッグのつなぎ部分が
ホッチキス不使用の熱接着タイプに
なっておりますので、安全で
衛生的にご使用いただけます。
国産茶葉100％使用。

急須で淹れた様な味わいを手軽にお楽しみいただけます。

静岡県産の茶葉を
香ばしく焙じ、香りひろがる
三角ティーバッグにしました。 

急須で淹れた様な味わいを
手軽にお楽しみいただけます。 

商品名 やぶ北ブレンド　宇治抹茶入り玄米茶ＴＢ

産　地 国産 産　地

２４０日
入　数 6 入　数 6

●　お徳用ティーバック　●

【　商品画像　】
商品名 やぶ北ブレンド　深蒸し入煎茶TB20p

【　商品画像　】

標準売価
賞味期限 ２４０日 賞味期限

３５０

国産
内容量 １．８ｇ　×　２０ 内容量 ２．３ｇ　×　２０

円（税別）
ＪＡＮコード ４９７６５１５ ００９２０２ ＪＡＮコード ４９７６５１５ ００９２１９
標準売価 ３５０ 円（税別）

商品特徴 商品特徴

【　商品画像　】
商品名 やぶ北ブレンド　静岡産ほうじ茶ＴＢ

産　地 静岡産
内容量 １．８ｇ　×　２０
入　数 6

賞味期限 ２４０日

商品特徴

標準売価 ３５０ 円（税別）
ＪＡＮコード ４９７６５１５ ００９２２６



・一般的にこのクラスのTBは ・一般的にこのクラスのTBは
　国外産を使用したものが 　国外産を使用したものが
　主流ですが、国産茶葉１００％を 　主流ですが、国産茶葉１００％を
　使用しております。 　使用しております。

・一般的にこのクラスのTBは
　国外産を使用したものが
　主流ですが、国産茶葉１００％を
　使用しております。

商品名 徳用　抹茶入玄米茶TB50p
産　地 国産 産　地

２４０日
入　数 6 入　数 6

●　お徳用ティーバック　●

【　商品画像　】
商品名 徳用　煎茶TB50p

【　商品画像　】

標準売価
賞味期限 ２４０日 賞味期限

５００

国産
内容量 ２ｇ　×　５０ 内容量 ２ｇ　×　５０

円（税別）
ＪＡＮコード ４９７６５１５ ００２３５７ ＪＡＮコード ４９７６５１５ ００２３６４
標準売価 ５００ 円（税別）

商品特徴 商品特徴

【　商品画像　】
商品名 徳用　ほうじ茶ＴＢ50p
産　地 国産
内容量 ２ｇ　×　５０
入　数 6

賞味期限 ２４０日

商品特徴

標準売価 ５００ 円（税別）
ＪＡＮコード ４９７６５１５ ００２３７１



・玉露生産量日本一の、
　福岡県茶葉を１００％使用した
　こだわりのTBです。

・立体的な形状の
　TBを使用しているため、
　急須でいれたような味わいを
　お楽しみ頂けます。

・味が濃く事で人気のある、
　深蒸し茶の一番茶のみを
　使用したこだわりのTBです。

・立体的な形状の
　TBを使用しているため、
　急須でいれたような味わいを
　お楽しみ頂けます。

●　こだわりティーバック　●

【　商品画像　】
商品名 八女玉露TB
産　地 福岡県

ティーバックの形状内容量 ２ｇ　×　１０

賞味期限 ３６０日
標準売価 ６００ 円（税別）

入　数 6

ＪＡＮコード ４９７６５１５ ００２４７０

商品特徴

内容量 ２ｇ　×　１０

商品特徴

標準売価 ４００ 円（税別）
ＪＡＮコード

10
賞味期限 ３６０日
入　数

４９７６５１５ ００２３９５

【　商品画像　】
商品名 一番摘み　深蒸し茶TB
産　地 国産



・麦茶感覚で、本格的な水出しの ・麦茶感覚で、本格的な水出しの
　緑茶をお楽しみ頂けます。 　玄米茶をお楽しみ頂けます。

・茎茶をブレンドしているため、 ・茎茶と抹茶をブレンドしている
　一般的な水出し緑茶と比べ 　ので、一般的な水出し玄米茶と
　香りが高くサッパリとして 　比べ香りが高く、緑色がとても
　いるのが特徴です。 　鮮やかなのが特徴です。

・水でもお湯でもＯＫです。 ・水でもお湯でもＯＫです。

・麦茶感覚で、本格的な水出しの
　ほうじ茶をお楽しみ頂けます。

・茎茶を多めにブレンドしている
　ので、一般的なほうじ茶と
　比べ香りが高いのが特徴です。

・水でもお湯でもＯＫです。

商品名 やぶ北ブレンド　水出し玄米茶ＴＢ３０Ｐ

産　地 国産 産　地

３６０日
入　数 10 入　数 10

●　ポット用ティーバック　●

【　商品画像　】
商品名 やぶ北ブレンド　水出し緑茶ＴＢ３０Ｐ

【　商品画像　】

標準売価
賞味期限 ３６０日 賞味期限

４００

国産
内容量 ５ｇ　×３０ 内容量 ７ｇ　×　３０

円（税別）
ＪＡＮコード ４９７６５１５ ００１４３５ ＪＡＮコード ４９７６５１５ ００１７８７
標準売価 ４００ 円（税別）

商品特徴 商品特徴

【　商品画像　】
商品名 やぶ北ブレンド　水出しほうじ茶TB30p

産　地 国産
内容量 ５ｇ　×　３０
入　数 10

賞味期限 ３６０日

商品特徴

標準売価 ４００ 円（税別）
ＪＡＮコード ４９７６５１５ ００３５１４



・茶碗に入れお湯を注ぐだけで ・高級感を演出する、和紙調の
　濃厚な味わいのお茶をお楽しみ 　包材を仕様しております。
　頂けます。

・海苔産地で直接仕入れた、
・茶ガラ・ゴミが一切出ず、 　厳選した原料を使用して
　また茶葉を丸ごと摂取できる 　おります。
　粉砕茶は、健康・リサイクル志向
　に時代にあった商品です。

・国産茶葉を１００％使用した
　こだわりの粉末茶です。

・茶ガラが出ず、お茶本来の
　成分をまるごと摂取できます。

●　粉末茶・海苔　●

【　商品画像　】
商品名 カテキン一杯４０ｇ
産　地 静岡産 【　商品画像　】

商品名 焼き海苔　８切５枚
産　地

内容量 ４０ｇ
入　数 10

賞味期限 ３６０日
標準売価 ３００ 円（税込）
ＪＡＮコード ４９７６５１５ ００２２２５８

商品特徴

【　商品画像　】
商品名 カテキン一杯　２０g
産　地 国産
内容量 ２０ｇ
入　数 10

賞味期限 ３６０日

商品特徴

標準売価 １００ 円（税別）
ＪＡＮコード ４９７６５１５ ００１９５４

国産
内容量 ５０束
入　数 20

賞味期限 １８０日

商品特徴

標準売価 オープン 円（税別）
ＪＡＮコード



●セット内容

・金箔入り　梅昆布茶　：　３袋

・絵馬　：　１ヶ

・おみくじ　：　１枚
・右記参照
・販売方法 ※デザインは、
　・おせちと抱き合わせ販売 　その年の干支にあわせて
　・チェックイン、チェックアウト時の 　変わります。
　　販売又はプレゼント
　・客室への販売又はプレゼント 季節商材のため、お早めに
　・ギフト販売 ご連絡下さい。
　・営業用ツール等でご活用下さい ※毎年12月10日　締切

●セット内容

・寿昆布入り　昆布茶　：　２袋

・祝い箸ふくろ　：　２膳分

※箸ふくろは、制作していただく
・右記参照 　仕様です。
・販売方法
　・結納 ※箸ふくろ無しも可能です。
　・昇進祝い、七五三、喜寿、 　お気軽にお問い合わせ下さい。
　　米寿等のお祝い
　・会社お祝い事、落成式、誕生日
　・結婚祝い等々全てのお祝い事に
　　お使いいただけます。
　又、ギフトとしても最適です。

商品特徴

標準売価 ３００ 円（税別）
ＪＡＮコード

【　商品画像　】
商品名 迎春用　お祝い茶
産　地

ＪＡＮコード

賞味期限 ３６０日

商品特徴

内容量 3g×2
入　数 100

入　数 300（25×12）

標準売価 １５０ 円（税込）
賞味期限 ３６０日

内容量 2g×3

●　お正月・お祝い商材　●

【　商品画像　】
商品名 金箔入り　梅昆布茶
産　地
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