Mighty Leaf について

マイティーリーフは、1996 年に自然・健康志向の高いアメリカ・
サンフランシスコで生まれたティーブランドです。
高品質な茶葉やハーブを使用したその美味しさが話題となり、
本国アメリカのみならず、世界各国の方々に愛されて、
世界の名立たる高級ホテルでも愛飲されています。
フランス、エジプト、モロッコ、インド、スリランカ、中国など、
世界の様々な環境下で、丹精込めて育てられた茶葉やハーブは、
それらの自然の美味しさをより引き出すために、
マイティーリーフの職人が試行錯誤を繰り返して斬新なブレンドを施し、
この絶妙なブレンドにより、今までにはなかった 華やかな香り高く、
味わい深い最高のティーを作り出しています。
「ハーブティーは身体に良いけどおいしくない」というイメージを一掃し、
まさに自然の恵みが紡ぎだした奇跡の味わいです。
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世界に一つだけの紅茶
コットンの糸で四方を縫い合わされたティーポーチは
職人の手で一つ一つ作られています。
また、フィルター部分は土に還るバイオ素材、
糸の部分には天然コットンを使用しています。
その中に最高級の茶葉やハーブをぎっしり詰め込むことで、
ティーパウチの常識を越えた美味しさを実現しました。
手間を掛けず、そして優雅に。
斬新な味わいのマイティーリーフティーをお楽しみください。
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Mighty Leaf の ティーポーチ
マイティーリーフのティーポーチは、皆様の健康を配慮し、
ホチキスや接着剤を一切使わず、糸の部分には天然コットンを使用。
さらに環境面を考慮してフィルター部分には、
一度お湯に浸したら時間を掛けて自然と土に還る生分解可能な
バイオ素材を使用し、職人の手で丁寧に一つ一つ作られています。

この環境にやさしい活動が認められ、アメリカでベストニューパッキ
ング賞を受賞。
ティーポーチは大きく、多くの茶葉やハーブを包み込んでいるため、
1つのティーポーチでティーポットやマグカップで
楽しむことができます。

東洋商事

4

受賞歴及び認証

World Tea Expo 受賞
ジンジャーピーチは、天然フレーバーのおいしさと
ヘルシーなブレンドが評価されました

ベストニュープロダクト賞 受賞
環境にやさしい活動が認められ、アメリカでベストニューパッキング
賞を受賞。

全米レストラン協会 Food&Beverage Product innovations Award 受賞
マイティーリーフのアイスティーとアガベシロップとフルーツをミック
スしたMFUSION（コンフィチュール）を専用カップで提供するスタイルが
評価されました

米国農務省認定
オーガニック食品

ＯＵコーシャ（Kosher Pareve）
このマークのついた商品はユダヤ教の
「カシュルート（食事規定）」に合格した適性食品です
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MLTシリーズ ラインナップ

BLACK TEAS
紅茶ベース

(CAFFEINE)

(CAFFEINE)

オーガニックブレックファースト
Organic Breakfast

オーガニックダージリンエステート
Organic Darjeeling Estate

クラシックな英国式の朝食向けティー。
ストレート、ミルク、レモンなど、どのよう
な飲み方でも楽しめます。

高品質なダージリンを使用した紅茶。
オレンジペコーの大きな茶葉を贅沢に使用し
ています。ストレートでどうぞ。

リーフ #10028 / ティーポーチ #10003 / ギフト #30003

(CAFFEINE)

リーフ #10042 / ティーポーチ #10015

オーガニック アールグレイ
Organic Earl Grey

アールグレイ デカフェ
Earl Grey Decaf

高品質の中国茶とインド茶の大きな茶葉をブ
レンド。魅惑の香り。ベルガモットをブレン
ドした、爽やかで、香しい、しっかりした紅
茶をお楽しみください。

ノンカフェインの紅茶 セイロン茶にベルガ
モットのアロマをブレンド。カフェインは特
別な方法、真空状態にして除去しました。
とても軽い飲み口が特徴で妊婦の方やカフェ
インの苦手な方にも最適です。

(CAFFEINE FREE)

リーフ #11018 / ティーポーチ #10004 / ギフト #30004

リーフ #11025 / ティーポーチ #10010

(CAFFEINE)

オレンジ ドルチェ
Orange Dulce

ボンベイ チャイ
Bombay Chai

紅茶にオレンジ・バニラ・ジャスミンを加え
た、深みのあるフレーバーティー。その味わ
いは、まるでオールドヴィンテージのポート
ワインのよう。それぞれの成分が奇跡的に混
ざり合い、奥深く、今まで味わったことのな
い大人のフレーバー。

インド紅茶にシナモン・カルダモン・ジン
ジャー・ペッパー・クローブを贅沢にブレン
ド。スパイシーで芳醇な紅茶をお楽しみくだ
さい。ミルクティーがおすすめですが、スト
レートで召し上がるとパンチが効いています。

(CAFFEINE)

リーフ #11023 / ティーポーチ #10005 / ギフト #30005

リーフ #11027 / ティーポーチ #10009 / ギフト #30009

(CAFFEINE)

バニラ ビーン
Vanilla Bean

セレブレーション
Celebration

高品質の紅茶にマダガスカル産のバニラビー
ンズをブレンドした、香り豊かなフレーバー
ティー。深い森の中にいるような紅茶の香り
に包まれて、口の中にはバニラの甘く深い余
韻が永遠と思えるほど続きます。
ミルクティーでどうぞ。

紅茶にフルーツの竜眼をブレンド。
エキゾチックな香りが駆けめぐります。
優雅な気持ちにさせてくれる、ハイグレード
ティーです。

(CAFFEINE)

リーフ #11029

リーフ #11015 / ティーポーチ #10014 / ギフト #30014

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ ﾌﾞﾚｯｸﾌｧｰｽﾄ ﾃﾞｶﾌｪ
English Breakfast Decaf
セイロン・ダージリン・アッサムから選び抜
いた茶葉を使用。
英国式モーニングに合うノンカフェイティー。
(Decaf)

東洋商事

リーフ #10028

6

MLTシリーズ ラインナップ

GREEN TEAS
緑茶ベース

(LIGHT CAFFEINE)

オーガニック スプリング ジャスミン
Organic Spring Jasmine

マラケシュ ミント グリーン ティー
Marrakesh Mint Green Tea

中国緑茶に、太陽が昇る前に摘んだ、ジャス
ミンの花のつぼみをブレンド。
しっかり香りを吸い込んだ後 ジャスミンの花
を手作業で取り除いたその味わいは、まろや
かで上品な仕上がり。エレガントな時間を演
出したい時におすすめするプレミアムティー。

モロッコの深い山奥にある滝をイメージして
作りました。中国緑茶に、モロッコのペパー
ミントをブレンドした爽やかで心地よい緑茶
です。食後やお口の中をすっきりさせたい時
におすすめ。

(LIGHT CAFFEINE)

リーフ #41015 / ティーポーチ #10012 / ギフト #30012

リーフ #41017 / ティーポーチ #10016 / ギフト #30016

(LIGHT CAFFEINE)

グリーン ティー トロピカル
Green Tea Tropical

ホワイト オーチャード
White Orchard

緑茶にマンゴーなどのトロピカルフルーツを
ブレンド。
滑らかな緑茶の滋味とフルーツの甘い香り、
緑茶と南国フルーツのすばらしい融合をお楽
しみください。

白茶に メロンと桃の果実をブレンド。甘美な
香りが心地よいティー。
一度飲んだら忘れられないこのブレンドの虜
となることでしょう。
白茶の名のとおり薄く淡い色合いです。
全米大人気商品。

ティーポーチ #10002 / ギフト #30002

(LIGHT CAFFEINE)

リーフ #11021 / ティーポーチ #10011 / ギフト #30018

オーガニック グリーン ドラゴン
Organic Green Dragon

(LIGHT CAFFEINE)

有機竜緑はやや甘く、とてもさわやかな味を
包み込んだ茶葉。
そして美しい黄緑色、アジアの定番の緑茶を
お楽しみください。
ティーポーチ #10018 / ギフト #30025

オーガニック ほうじ茶
Organic Hojicha Green Tea

(LIGHT CAFFEINE)

じっくりと茶葉を熱し、うまみを最大限に引
き出した有機ほうじ茶緑茶。
カフェインはごく少量なので、お子様やカ
フェインの苦手な方にもおすすめ。
とても珍しいオーガニックのほうじ茶です。
ティーポーチ #10013 / ギフト #30013
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MLTシリーズ ラインナップ

HERBAL INFUSION
ハーブティー

(CAFFEINE FREE)

オーガニック アフリカン ネクター
Organic African Nectar

オーガニック ミント メレンゲ
Organic Mint Melange

南アフリカのみで栽培される「奇跡のお茶」
ルイボスに熱帯果実と花がほんのり甘さを加
え、優雅なティータイムにふさわしい絶妙な
味わいのハーブティー。それはまさに、アフ
リカの大地を彷彿させるような魅惑のフレー
バー。紅茶の本場イギリスで2年連続、
味・香・パッケージで最優秀賞受賞。

モロッコのミント１００％使用した爽やかな
ハーブティー。お腹やお口、頭をすっきりさ
せたい方におすすめ。
鮮烈な爽快感をお楽しみください。
アジアからの観光客・中国料理店にも人気。

(CAFFEINE FREE)

リーフ #90030 / ティーポーチ #10008 / ギフト #30008

リーフ #90004 / ティーポーチ #10007 / ギフト #30007

(CAFFEINE FREE)

(CAFFEINE FREE)

オーガニック インフュージョン
Organic Infusion

チョコレート ミント トリュフ
Chocolate Mint Truffle

ペパーミントをベースにごぼうの根・タンポ
ポの根・クローバーの花・バジルをブレンド
したデトックスハーブティー。香草の滋味あ
ふれる味とほろ苦さに、後味の爽快さが加
わった野性味ある味わい。デトックスティー
で心もカラダもリフレッシュ。

南アフリカのみで栽培される「奇跡のお茶」
ルイボスにチョコレートとミントをブレンド
したハーブティー。甘く、さわやかな香りが
女性をひきつけます。バレンタインデー・ホ
ワイトデー･クリスマス・バースデーなど特別
な日に飲むのも素敵です。

(CAFFEINE FREE)

リーフ #11159 / ティーポーチ #10064 / ギフト #30021

リーフ #11071 / ティーポーチ #10065 / ギフト #30026

カモミール シトラス
Chamomile Citrus

ジンジャー ツイスト
Ginger Twist

カモミールにシトラスフルーツ・ローズヒッ
プなどをブレンドしたさわやかなハーブ
ティー。フルーティーでほんのり甘さがあり
素晴らしい美味しさ。また、シトラスフルー
ツのまるでアロマオイルのように豊かな香り
は、心身ともに疲れを癒してくれます。
世界中の女性人気NO.1フレーバーティー。

レモングラスとジンジャーをベースに、レモ
ン・オレンジなどのフルーツ、そして朝鮮人
参までブレンドした、とても贅沢なハーブ
ティー。その味わいはまろやかでレモンの香
り高く、まさにハーブティーの金字塔。
ハーブティーを日頃愛飲されている方にも、
特におすすめの一品。

リーフ #90001 / ティーポーチ #10001 / ギフト #30001

(CAFFEINE FREE)

リーフ #90003 / ティーポーチ #10006 / ギフト #30020

マサラ チョコレート トリュフ
Masala Chocolate Truffle
シナモン・カルダモン・クローブなどをブレ
ンドしたチャイティーに、チョコレートを加
えた甘くスパイシーなティー。
(CAFFEINE FREE)
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ICED TEA FILTER BAGS

BLACK TEAS
紅茶ベース

(CAFFEINE)

オーガニック ピュア ブラック
Organic Pure Black

クラッシック ブラック
Classic Black

芳醇でしっかりしたプレーンタイプのインド
産紅茶。繊細で奥深い香味が特徴で、すっき
りした香りの仕上がっています。
ミルクティーに最適です。

インド産紅茶のＢＯＰクラスを使用したク
ラッシックブレンドのプレーンティー。
どのような飲み方にも最適です。
(CAFFEINE)

フィルターバッグ #60070

フィルターバッグ #60065

(CAFFEINE)

ブラック カラント
Black Currant

オーガニック ジンジャー ピーチ
Organic Ginger Peach

インド及びセイロンの高地産紅茶にカシスを
ブレンド。ベリー系のフルーティーで甘く香
り高い紅茶。

桃の紅茶、隠し味にジンジャーを入れた、絶
妙なブレンドの人気ＮＯ.1フレーバーティー。
World Tea Expo 1st Place Award受賞。

フィルターバッグ #60040

(CAFFEINE)

フィルターバッグ #60001 / ギフト #30018

カリプソ マンゴー
Calypso Mango

(CAFFEINE)

インド産紅茶とセイロン産紅茶にマンゴーの
アロマをブレンド。
香り高く ほんのり甘さを感じるフルーティー
な紅茶。
フィルターバッグ #60030 / ギフト #30018

オーガニックブラック
Organic Black

(CAFFEINE)

さわやかで芳醇な南インドの茶葉を使用した
プレーンティー。
日光のよく当たるニルギリ山の斜面で栽培し
朝露で育った暗琥珀色の有機茶。
ギフト #30018
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ICED TEA FILTER BAGS

GREEN TEAS
緑茶ベース

(LIGHT CAFFEINE)

オーガニック バイブランス
Organic Vibrance

サンバースト
Sunburst Green

口当たりの良い緑茶にすっきりとしたペパー
ミントをブレンド。躍動感のある新鮮な飲み
口の緑茶ハーブティー。

太陽完熟オレンジと、緑茶を合わせた甘い柑
橘系の爽やかな味。
クールで活力に満ちたライトエメラルド色の
フレーバーティー。

リーフ #11160 / フィルターバッグ #60004

(LIGHT CAFFEINE)

ギフト #37004

HERBAL INFUSION
ハーブティー

(LIGHT CAFFEINE)

オーガニック インフュージョン
Organic Infusion

アイランド ブリーズ
Island Breeze

ミント･レッドクローバーの花・タンポポ・
ごぼうの根・バジルなどが疲れた体をリフ
レッシュ。
快感溢れるオーガニック＆デトックスハーブ
ティー。

ハイビスカス・ローズヒップ・ベリー系のフ
ルーツがたっぷり。鮮やかな赤い色が爽やか
なフルーツハーブティー。
フルーツポンチやカクテル・ゼリーなどアレ
ンジの楽しいハーブティー。

フィルターバッグ #60003

(LIGHT CAFFEINE)

フィルターバッグ #60051

ポメグラネイト ベリー
Pomegranate Berry

(LIGHT CAFFEINE)

豊富なザクロに ベリー・シトラス・ハイビス
カスをブレンド。さらに若返りの蜜と言われ
るローズヒップを加え深く甘いそして、酸味
も利いた、最高品質のハーブティー。
リーフ #90024 / ギフト #60140
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商品に関するお問合せ
マイティーリーフティーのご注文
その他商品に関するお問い合わせは
下記の連絡先にて承ります。
お気軽にお問合せください。

有限会社 東洋商事
（Mighty Leaf Tea 正規代理店）
〒171-0033 東京都豊島区高田3-6-7 ニュー野村ビル1F
TEL：03-6661-2661

FAX：03-3980-2203

営業部まで
E-mail: info@toyo-sj.com

HP：http://www.toyo-sj.com
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