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ブラックティー　茶葉
原 産 国 品 名 茶 園 名 10g 50g 商 品 説 明

ネパール

イラム
新茶 2018オータムナル ミスト バレー茶園 ¥750 ¥3,650 香り高く、すっきりとした渋みの中にマスカテルフレーバーが溶け込み、飲み応えがある。水出しも絶品。

インド ダージリン

新茶 2018オータムナル ジュンパナ茶園 ¥670 ¥3,250
ダージリンの南東、クルセオン サウスに位置する、1887年創
立の老舗の茶園。今回の紅茶は、標高1500m、ジュンパナの
主要産地であるカーセオン地区のもの。秋摘みらしいコクと
ナッツ香を楽しめる。

2018セカンドフラッシュ シーヨック茶園 ¥670 ¥3,250
ダージリンの南西のミルクバレーに位置する茶園で、1995年
からバイオ・オーガニック農法を採用し、自然環境を守りなが
ら有機栽培を続け、品質管理の行き届いた工場で高品質の紅茶
を生産。優しいマスカテルフレーバーと余韻を楽しめる。

ブレンド ¥360 ¥1,750 一年を通して安定した品質。バランスの良い味、香り。

アッサム

プレミアムアッサム ルクワ茶園 ¥540 ¥2,600 2016年の秋摘み紅茶。キリッとした渋みとしっかりしたコクと香り。ミルクの甘さを際立たせる。

プレミアムアッサム マノハリ茶園 ¥440 ¥2,100
2016年の秋摘み紅茶。キリッとした渋みとしっかりしたコク
と華やかな香り。ミルクの甘さを際立たせる。ルクワよりも若
干マイルド。

スリシバリ茶園 ¥280 ¥1,350 すっきりとした芳醇な香りを持ち、成熟した滋味豊かな風味は「モルティーフレーバー」と呼ばれる。

バリシャン茶園 ¥230 ¥1,100 しっかりしたコクと土のような香り。茶葉の甘みとのバランスがいい。ストレートかアイスティーがおすすめ。

ニルギリ

タイガーヒル茶園 ¥320 ¥1,550 さっぱりとした中にもダージリンを思わせるような程よい渋みと香りが魅力。
パークサイド茶園 ¥250 ¥1,200 さっぱりとした飲み口とキリッとした後味が魅力。

スリランカ ディンブラ

セントクーム茶園 ¥260 ¥1,250 華やかな香り、しっかりした味とキリッとした程よい渋み。
ケニルワース茶園 ¥300 ¥1,450 甘い香り。クセがなくマイルドな味わい。
グレートウェスタン茶園 ¥190 ¥900 華やかで爽やかな香り。適度な渋みとキレのある味。

ウヴァ

アイスレビィ茶園 ¥180 ¥850
ウバ茶地区の中心として知られ、海抜4000-4500フィートに
ある茶園でハイグロウンに分類。すがすがしいメントール香、
適度なとコクとキレのある渋み。

キャンディ

クレイグヘッド茶園 ¥290 ¥1,400 香り高く、甘く口当たりの良いマイルドな味わい。

スリランカの中央、標高400~800mのスリランカで最初に紅茶が作られた、歴史ある産地。水色が美しく渋みの少な
い、飲みやすい紅茶。

スリランカ南東部の高地で生産される紅茶。ダージリン、キームンと並び、世界３大銘茶のひとつで、８月がベスト
シーズン。深いメンソール系の香りをもつ。さわやかな渋みはミルクの甘みを引き立てるのでミルクティーも美味し
い。

インドの北、ヒマラヤ山脈の麓あたりの高地で生産される世界３大銘茶の筆頭。マスカットのような芳香と心地よい渋
みが特徴でコクのある甘みは紅茶のシャンパンと呼ばれる。一昨年のストライキの影響があったが、ようやく回復の兆
しをみせている。

インドの北東、ヒマラヤの麓にあるアッサム渓谷で生産される紅茶。土のような独特の香りとコクが特徴。ストレート
はもちろんミルクティーもアイスティーも美味しい。

インドの南端部、タミールナドゥ州の県であるニルギリ。ダージリン、アッサムと並び、インド紅茶の３大産地のひと
つ。気候がスリランカに似ているためスリランカ紅茶に似ている。さっぱり！すっきり！な味わいと香りが魅力。

ヒマラヤ山脈のカンチェンジュンガ山の裾、ダージリンと向かい合わせのところに位置している。クォリティー・シーズンの高品質茶はインド
のダージリン茶に匹敵するほどの高貴な香りがあり、まろやかな風味は世界の紅茶愛好家に重宝されている。茶園はネパール東側イラム 、ダン
クタ地区が有名で中国雑種やクローナル種の茶樹が植えられている。ストライキ中のダージリンに代わり優秀な紅茶が期待されている。

スリランカ南西部の高地で生産される紅茶。79の茶園があり、ベストシーズンは２月だが１年を通じて安定した品質
を誇るスリランカの名産地。マイルドで強い香りが特徴。若干の渋みと爽快なキレのある味。
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ブラックティー　茶葉
原 産 国 品 名 茶 園 名 10g 50g 商 品 説 明

ヌワラエリヤ

マハガストッテ茶園 ¥290 ¥1,400 しっかりした渋み、コクが感じられる強い風味が特徴。

ルフナ

カラゴダ茶園 ¥190 ¥850
セイロン島南部ルフナ地方の標高480mに位置。近年、ティー
オークションで記録的な高値で取引された人気の茶園。低地産
紅茶の特徴である、濃厚なボディや深い赤色、甘い後味は、ミ
ルクティーに最適。

中国 キームン

礼茶 ¥700 ¥3,400
二十四節気の清明節(4月初旬)の前に摘まれる、最も柔らかい
一心一葉で作られた特別限定品。蘭の花やリンゴにたとえられ
る甘い香りと芳醇な飲み心地が特長で、「紅茶のブルゴーニュ
ワイン」とも称される。

クイーンズ ¥340 ¥1,650 花の蜜に似た甘くスモーキーな風味があり、かすかに蘭の香りを感じる高級茶。タンニンが少なく、さっぱりとした喉ごし。

アフリカ ケニヤ

カンガイタ茶園 ¥170 ¥800
カンガイタ製茶工場のCTC紅茶は、主にキクユ族の小規模農
家がお茶を栽培。さっぱりとした中にも深みのあるコクと、バ
ラのような香りと甘さが感じられる。

赤道直下に位置するケニアは、紅茶生産量はインドに次いで世界２位。輸出量は世界一。農薬や化学肥料を使用しない
オーガニック茶としても知られる。

スリランカ南西部のディンブラとウヴァの中間に位置した高地で生産される紅茶。12の茶園があり、ベストシーズン
は２月。華やかな香りと適度な渋みは、ディンブラとウヴァのいいとこ取り。

スリランカ５大産地の中で一番標高が低く南に位置する。濃厚さはあるもの、発酵が強いわりには渋みはきつくない。
独特のモルトちっくな香りとコクが魅力。

中国安徽(あんき)省の黄山地区で生産される世界３大銘茶のひとつ。蘭の芳香と評される香り豊かな紅茶。英国女王の
お気に入りで誕生日のお茶会に使用されることでも有名。



石渡紅茶本店　TEA LIST
2019

2019.1.21

販売商品については予告なく変更することがあります。ご了承ください。表示は税抜き価格です。

フレーバーティー　茶葉
品 名 10g 50g 商 品 説 明

アールグレイ ¥260 ¥1,250
茶葉にオレンジベルガモットの香りをつけた紅茶で、フレーバーティーの代表ともいえる。名前は
その昔イギリスのグレイ伯爵がお気に入りだったことに由来。使用しているのは、北東インドド
アーズ地方の紅茶に着香したもの。爽やかな柑橘の香りとしっかりとした紅茶の味が魅力。

タンジーレモン ¥260 ¥1,250 キリッとしたレモンの香りがとっても爽やか。生姜やハチミツを加えてジンジャーレモンにしても
美味しい。

マスカット ¥260 ¥1,250 マスカットの甘く爽やかでジューシーな香り。アイスティーにすると清涼感が際立ち、リフレッ
シュや暑い日のおもてなしに最適。

ミックスベリー ¥260 ¥1,250 南インドの新鮮な茶葉に、ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリー、３つの香りをつけた紅茶。
ほのかな甘酸っぱさをどうぞ。

ストロベリークリーム ¥260 ¥1,250 わざとらしくない、甘酸っぱくナチュラルなイチゴとほんのり甘く優しいフレーバー

さくらんぼ ¥260 ¥1,250 甘酸っぱい香りがみずみずしい日本のさくらんぼの紅茶。爽やかさを引き立てるローズマリーと
真っ赤に熟した果実をイメージしたピンクペッパーをブレンド。

巨峰 ¥260 ¥1,250 濃厚で豊潤な甘さに、ほのかな酸味が隠し味となった、深い味わいの紅茶。

キャラメル ¥260 ¥1,250 コクのあるアッサムC.T.C.茶に風味豊かなミルクキャラメルの香りをつけた紅茶。昔懐かしいキャ
ラメルの甘い香りを、こってりとしたミルクティーで。

バニラ ¥260 ¥1,250 天然のバニラを刻んでブレンドしたフレーバーティー。ほのかで上品な甘みがミルクによく合う。
アイスティーにすると一転、ちょっとビターな雰囲気で大人のアイスティーに。

オリエンタルフルーツ ¥260 ¥1,250 はちみつに漬け込んだフルーツが豊かに香る。マリーゴールドの花びらが華やか。甘く深い香りは
ミルクとも好相性。夏はアイスティーにしてもすっきりとおいしく味わえる。

チョコレート ¥260 ¥1,250 甘味とコクのある味わいのアッサムにカカオの香りをつけた紅茶。奥行のある上品な甘い香りとキ
レのある飲み口は、ストレートはもちろんミルクを加えるとよりまろやかな味わいに。

ジャスミン ¥500 ¥2,450
高品質の台湾の烏龍茶にジャスミンの花びらで着香。雑味の原因になる花びらを取り除く工程を６
回行い、烏龍茶自体の香味は活かしつつ、自然なジャスミンの香りが上品で芳しい。爽やかな渋
み。アイスティーでも美味しい。
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オリジナルブレンドティー　茶葉
品 名 内 容 10g 50g 商 品 説 明

スパイスチャイ 紅茶・カルダモン・クローブ・シナ
モン・ブラックペッパー ¥450 ¥2,200 そのままストレートでも。ミルクで割ってテ・オレでも。煮出してミルクと煮込んだらコクのあるチャイに。

ハーブティー　茶葉
品 名 内 容 10g 50g 商 品 説 明

フルーツ＆ハーブ
ハイビスカス・ローズヒップ・アッ
プル・オレンジピール・レモンピー
ル

¥450 ¥2,200 甘酸っぱいハーブティー。真っ赤な水色もとてもきれい。ノンカフェイン。

ルイボス ルイボス ¥210 ¥1,000 渋みはなく、干し草のような香りと穏やかな味。ノンカフェイン。

オルヅォ 大麦 ¥330 ¥1,600
イタリアの古代大麦茶。食物繊維が豊富で、ミネラルやアミノ酸もたっ
ぷり。香ばしい風味がクセになる。お茶袋に入れてミルクに入れておく
と数時間でコーヒー牛乳みたいになって美味しい。ノンカフェイン。

オリジナルハーブティー　茶葉
品 名 内 容 12g 25g 商 品 説 明

花香茶　安らぎのお茶 ラベンダー・ウスベニアオイ・レモ
ンバーム・ローズ ¥430 ¥850

ラベンダーとローズの香りが華やかなブレンド。気分をリフレッシュし
て、リラックス効果がある。ローズの香りが気分を上向きにしてくれ
る。ノンカフェイン。

花香茶　おなかのお茶 ペパーミント・レモンバーム・ウス
ベニアオイ ¥430 ¥850 ミントが効いた清涼感のあるブレンド。気分をリフレッシュしたい時、健胃、風邪にも。ノンカフェイン。

花香茶　元気のお茶 カモミール・ウスベニアオイ・シナ
モン・タイム ¥430 ¥850 カモミールにシナモンを加えてスパイシーなブレンド。疲労回復や冷えに効果的。ミルクティにしても美味しい。ノンカフェイン。

花香茶　眠りのお茶 カモミール・リンデン・レモンバー
ベナ ¥430 ¥850

カモミールとリンデンの甘く華やかな香りでリラックス効果が高く、気
分を穏やかに導く。安眠に入りやすくなる。ミルクとハチミツを加えて
も美味しい。ノンカフェイン。

花香茶　女性のお茶 ハイビスカス・ローズヒップ・ロー
ズ・リコリス ¥430 ¥850 爽やかな酸味の真っ赤なハーブティー。美容や疲れに効果的。ビタミンC・クエン酸もたっぷり。ノンカフェイン。

品 名 内 容 15g 30g 商 品 説 明
花香茶　安らぎのお茶
紅茶入

紅茶・ラベンダー・ウスベニアオ
イ・レモンバーム・ローズ ¥430 ¥850

ラベンダーとローズの香りが華やかなブレンド。気分をリフレッシュし
て、リラックス効果がある。ローズの香りが気分を上向きにしてくれ
る。

花香茶　おなかのお茶
紅茶入

紅茶・ペパーミント・レモンバー
ム・ウスベニアオイ ¥430 ¥850 ミントが効いた清涼感のあるブレンド。気分をリフレッシュしたい時、健胃、風邪にも。

花香茶　元気のお茶
紅茶入

紅茶・カモミール・ウスベニアオ
イ・シナモン・タイム ¥430 ¥850 カモミールにシナモンを加えてスパイシーなブレンド。疲労回復や冷えに効果的。ミルクにしても美味しい。

花香茶　眠りのお茶
紅茶入

紅茶・カモミール・リンデン・レモ
ンバーベナ ¥430 ¥850

カモミールとリンデンの甘く華やかな香りでリラックス効果が高く、気
分を穏やかに導く。安眠に入りやすくなる。ミルクとハチミツを加えて
も美味しい。

花香茶　女性のお茶
紅茶入

紅茶・ハイビスカス・ローズヒッ
プ・ローズ・リコリス ¥430 ¥850 爽やかな酸味の真っ赤なハーブティー。美容や疲れに効果的。ビタミンC・クエン酸もたっぷり。
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ブラックティー ティーバッグ商品
種 類 規 格 価 格 商 品 情 報

T.B. ダージリン
2.5g×

5個入
¥490

インドの北、ヒマラヤ山脈の麓あたりの高地で生産される世界３大銘茶の筆頭。マス

カットのような芳香と心地よい渋みが特徴でコクのある甘みは紅茶のシャンパンと呼ば

れる。使用しているのは、ブレンドダージリン。シーズン通して安定感がありバランス

がいい！

T.B. アッサム
2.5g×

5個入
¥490

インドの北東、ヒマラヤの麓にあるアッサム渓谷で生産される紅茶。土のような独特の

香りとコクが特徴。ストレートはもちろん、ミルクティーもアイスティーもなんでも美

味しい！使用しているのは、バリシャン茶園。茶葉の甘みとしっかりした味のバランス

がいい。

T.B. ニルギリ
2.5g×

5個入
¥490

インドの南端部、タミールナドゥ州の県であるニルギリ。ダージリン、アッサムと並

び、インド紅茶の３大産地のひとつ。気候がスリランカに似ているためスリランカ紅茶

に似ている。さっぱり！すっきり！な味わいと香りが魅力。使用しているのは、パーク

サイド茶園。キレのある後味。

T.B. ディンブラ
2.5g×

5個入
¥490

スリランカ南西部の高地で生産される紅茶。79の茶園があり、ベストシーズンは２月だ

が１年を通じて安定した品質を誇るスリランカの名産地。マイルドで強い香りが特徴。

若干の渋みと爽快なキレのある味。使用しているのは、セントクレア茶園。渋みがきつ

すぎずバランスがいい。

T.B. ウヴァ
2.5g×

5個入
¥490

スリランカ南東部の高地で生産される紅茶。ダージリン、キームンと並び、世界３大銘

茶のひとつで、８月がベストシーズン。深いメンソール系の香りをもつ。さわやかな渋

みはミルクの甘みを引き立てるのでミルクティーも美味しい。使用しているのは、ハイ

ランズ茶園。長い歴史を持ちウヴァで最も高名な茶園。際立った渋みが魅力。

フレーバーティー ティーバッグ商品
種 類 規 格 価 格 商 品 情 報

T.B. アールグレイ
2.5g×

5個入
¥550

茶葉にオレンジベルガモットの香りをつけた紅茶で、フレーバーティーの代表ともいえ

る。名前はその昔イギリスのグレイ伯爵がお気に入りだったことに由来。使用している

のは、北東インドドアーズ地方の紅茶に着工したもの。爽やかな柑橘の香りとしっかり

とした紅茶の味が魅力。

T.B. キャラメル 4g×5個入 ¥550 キャラメルの甘い香りをつけた紅茶。香ばしい香りはミルクティーにしても美味しい。

T.B. レッドアップル 2g×5個入 ¥550 林檎の香りをつけた紅茶。

ハーブティー ティーバッグ商品
種 類 規 格 価 格 商 品 情 報

T.B. ペパーミント 2.6g×4個入 ¥490
ペパーミントをそのままティーバッグに。清涼感が喉に気持ちよく体を温める効果もあ

るので、体を冷やしやすい夏にぴったり。ノンカフェイン。水出しも可能。

T.B. ハイビスカス 4g×4個入 ¥490
ハイビスカスをそのままティーバックに。クエン酸たっぷりで酸っぱいハーブティーは

疲れが吹っ飛ぶ。まっkな水色はとてもきれい。ノンカフェイン。水出しも可能。

T.B. フルーツ＆ハーブ 2g×4個入 ¥550
ハイビスカス・ローズヒップ・アップル・オレンジピール・レモンピールをブレンドし

た甘酸っぱいハーブティー。真っ赤な水色もとてもきれい。ノンカフェイン。

T.B. ルイボス 2.5g×5個入 ¥700 渋みはなく、干し草のような香りと穏やかな味。ノンカフェイン。

T.B. オルヅォ 2.5g×5個入 ¥700

イタリアの古代大麦茶。食物繊維が豊富で、ミネラルやアミノ酸もたっぷり。香ばしい

風味がクセになる。お茶袋に入れてミルクに入れておくと数時間でコーヒー牛乳みたい

になって美味しい。ノンカフェイン。

納品まで１週間かかる場合がありますのでご注意ください
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販売商品については予告なく変更することがあります。ご了承ください。

石渡紅茶オリジナルハーブティー ティーバッグ商品

種 類 規 格 価 格 商 品 情 報

T.B. 花香茶　安らぎのお茶 4g�5個入 ¥1,200
ラベンダー・ローズ・ウスベニアオイ・レモンバーム。ラベンダーとローズの香りが華やか

なブレンド。気分をリフレッシュして、リラックス効果がある。ローズの香りが気分を上向

きにしてくれる。ノンカフェイン。

T.B. 花香茶　おなかのお茶 4g�5個入 ¥1,200
ペパーミント・レモンバーム・ウスベニアオイ。ミントが効いた清涼感のあるブレンド。気

分をリフレッシュしたい時、健胃、風邪にも。ノンカフェイン。

T.B. 花香茶　元気のお茶 4g�5個入 ¥1,200
カモミール・ウスベニアオイ・シナモン・タイム。カモミールにシナモンを加えてスパイ

シーなブレンド。疲労回復や冷えに効果的。ミルクにしても美味しい。ノンカフェイン。

T.B. 花香茶　眠りのお茶 4g�5個入 ¥1,200
カモミール・リンデン・レモンバーベナ。カモミールとリンデンの甘く華やかな香りでリ

ラックス効果が高く、気分を穏やかに導く。安眠に入りやすくなる。ミルクとハチミツを加

えても美味しい。ノンカフェイン。

T.B. 花香茶　女性のお茶 4g�5個入 ¥1,200
ハイビスカス・ローズヒップ・ローズ・リコリス。爽やかな酸味の真っ赤なハーブティー。

美容や疲れに効果的。ビタミンC・クエン酸もたっぷり。ノンカフェイン。

T.B. 魔女のお守り 2.5g×3個入 ¥560
エキナケア、レモンバーベナ、カモミール、レモングラス。魔女はウイルスにだって負けて

られない。このお茶をお守りにして毎日飲んでいるとかいないとか。インフルエンザ予防・

免疫力UP

T.B. 働き者の目覚まし 2.5g×3個入 ¥560
ペパーミント、レモングラス、エキナケア、レッドクローバー。働き者の毎日は忙しい。な

んだか怠くたって休んでられない。このお茶を飲んでしゃっきり。がんばろう。集中力UP・

冷えにも

T.B. 夏庭の朝露 2.5g×3個入 ¥560
ペパーミント、レモングラス、リンデン、レッドクローバー。早起きした夏の朝に庭を歩く

と足を濡らす朝露を集めたような爽やかなお茶。身体を温め気分をリフレッシュ

T.B. 貴婦人の憂鬱 2.5g×3個入 ¥560
ローズマリー、レッドクローバー、ローズ、ネトル、リコリス。世のご婦人はいろんな憂鬱

に悩まされている。そんなご婦人たちを応援します。血行促進・デトックス・ストレスが多

い時

T.B. 月光と瞑想 2.5g×3個入 ¥560
ラズベリーリーフ、マリーゴールド、ローズヒップ、レッドクローバー、ペパーミント、オ

レガノ。女性の心と身体をいたわるブレンド。月明かりの下で瞑想しているような穏やかな

気持ちになりますように。生理痛・PMS・精神安定

販売商品については予告なく変更することがあります。ご了承ください。

妊婦さん向け　石渡紅茶オリジナルハーブティー ティーバッグ商品

T.B. しあわせの赤い鳥 3g×3個入 ¥560

ハイビスカス・ローズヒップ・アップル・オレンジピール・レモンピール・レモンバー

ム・ウスベニアオイ。ビタミンC、クエン酸の補給、代謝促進、むくみ改善。甘酸っぱ

くてスッキリ。ハチミツを加えても美味しい。ノンカフェイン。安定期以降から安心し

て飲める。

T.B. 褐色のコウノトリ 2.5g×3個入 ¥560

ダンディライオン・オルヅォ・レモンバーム・生姜・ネトル。ビタミン、ミネラルの補

給、むくみ改善、免疫力アップ。香ばしい大麦をブレンドして飲みやすい。ノンカフェ

イン。安定期以降から安心して飲める。

T.B. コウノトリと待ち合わせ 2.5g×3個入 ¥560

ルイボス・ラズベリーリーフ・レモンバーム・ネトル。安産のハーブで有名なラズベ

リーリーフをブレンド。ビタミンB群、ミネラルの補給、むくみ改善、リラックス効

果。子宮収縮効果で陣痛の緩和、産後は母乳の出が良くなる効果も。ノンカフェイン。

８ヶ月以降の臨月から産後にもオススメ。

一個ずつ手作りになりますので、大量注文の場合は対応できない場合があります。

一個ずつ手作りになりますので、大量注文の場合は対応できない場合があります。


