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〒421-0206 　静岡県焼津市上新田685-1
TEL：054-631-5050　　FAX：054-662-2888

味・香り、共に新鮮さに満ちた、
農家の方々の丹精込めた真心が
感じられる銘茶をお届けします。



大井川の禅（ZEN）シリーズ ※価格は全て税抜き本体を表示しています

伝承シリーズ ※価格は全て税抜き本体を表示しています

原料原産地 静岡県産 静岡県産 静岡県産

JANコード 4528284-001187 4528284-001194 4528284-001200

ITFコード 14528284-001184 14528284-001191 14528284-001207

商品特徴

名匠と呼ばれる「茶」仕上げ
職人が伝えつづけてきた技術
を忠実に守り、今に伝える茶
師が厳選した、芽吹いたばか
りの若葉独特のコクと旨みが
調和した贅沢な逸品です。

名匠と呼ばれる「茶」仕上げ
職人が伝えつづけてきた技術
を忠実に守り、今に伝える茶
師が厳選した、ふくよかな香り
と若葉独特のコクと旨みが調
和した贅沢な逸品です。

名匠と呼ばれる「茶」仕上げ
職人が伝えつづけてきた技術
を忠実に守り、今に伝える茶
師が厳選した、新緑みなぎる
若葉は甘みが濃厚で鮮度あ
る香りが特徴の逸品です。

標準小売価格 1,429円（本体） 1,143円（本体） 953円（本体）

商品：mm／g 225×110×20／108g 225×110×20／108g 225×110×20／108g

ケース：mm／g 230×120×110／740g 230×120×110／740g 230×120×110／740g

賞味期限 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月

原材料名 緑茶 緑茶 緑茶

商品名 静岡煎茶　伝承　初摘み 静岡煎茶　伝承　わかば 静岡煎茶　伝承　さつき

画像

規格 100g 100g 100g

入り数 6 6 6

商品名
大井川茶園 癒しの禅

深蒸し煎茶　プラチナム
大井川茶園 癒しの禅
深蒸し煎茶　ゴールド

大井川茶園 癒しの禅
濃厚抹茶入り煎茶

商品案内

画像

レッドカップキャンペーン商品

規格 100g 100g 100g

入り数 12 12 12

レッドカップキャンペーン

「赤いカップ」が目印のこの
取り組みは、売上の一部が
国連ＷＦＰに寄付され、世界
中の子どもたちへ学校給食
を届ける「学校給食支援」に

役立てられています。
ＳＤＧｓ「2：飢餓をゼロに」へ
の貢献にもつながります。

（https://www.jawfp.org/red
cup/）

標準小売価格 1,000円（本体） 600円（本体） 400円（本体）

商品：mm／g 210×120×55／110ｇ 210×120×55／110ｇ 210×120×55／110ｇ

ケース：mm／g 245×190×180／1,490g 245×190×180／1,490g 245×190×180／1,490g

賞味期限 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月

原材料名 緑茶 緑茶 緑茶、抹茶

原料原産地 国内産 国内産 国内産

JANコード 4528284-016020 4528284-016037 4528284-016044

ITFコード 14528284-016027 14528284-016034 14528284-016041

商品特徴

産地・品種限定せず、「本当に
美味しいお茶」を追求した大井
川茶園のシンボリック商品で
す。
茶師が厳選した初摘み一番茶
葉を100%使用し、豊かなコクと
旨味が調和した煎茶に仕上げ
ました。

産地・品種限定せず、「本当に
美味しいお茶」を追求した大井
川茶園のシンボリック商品で
す。
茶師が厳選した一番摘み茶葉
を100%使用し、味、香り、水色と
もにバランスの良い煎茶に仕上
げました。

当社比2倍の抹茶を使用し、緑
鮮やかな水色と濃厚でまろや
かな甘みが特徴の抹茶入煎茶
です。茶葉は国内産の選りすぐ
りの茶葉を使用。
短い抽出時間で、まろやかな煎
茶が手軽にお楽しみ頂けます。



タイトルシリーズ ※価格は全て税抜き本体を表示しています

タイトルシリーズ ※価格は全て税抜き本体を表示しています

農林水産大臣賞受賞静香園製茶
深蒸し茶 香味仕上

霧島本かぶせ茶
一番摘み　金

画像

245×225×95／1,470g 245×225×95／1,470g 245×225×95／1,470g 245×225×95／1,470g

商品：mm／g 225×110×20／108g 225×110×20／108g 225×110×20／108g 225×110×20／108g

標準小売価格 667円（本体）

600円（本体） 600円（本体） 1,000円（本体） 700円（本体）
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原材料名 緑茶 緑茶 緑茶 緑茶

4528284-015733 4528284-015764 4528284-015771

原料原産地 静岡県産 静岡県産 鹿児島県産 鹿児島県産

入り数

4528284-015726

賞味期限 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月

ケース：mm／g

953円（本体）

14528284-015761 14528284-015778

JANコード

ケース：mm／g

商品名 農林水産大臣賞受賞茶園
三浦清市・克暢のおいしいお茶金（きん）

農林水産大臣賞受賞茶園
三浦清市・克暢のおいしいお茶翠（みどり）

12 12

規格 100g 150g 100g 100g

霧島本かぶせ茶
翠

240×110×25／160g 225×110×20／108g 225×110×20／108g

標準小売価格

商品特徴

茶品評会深蒸し茶部門で農
林水産大臣賞を受賞した静香
園のお茶です。
５月初旬に摘み取られる、旨
みの一番茶を含んだおいしい
深むし茶に仕上げておりま
す。

茶品評会深蒸し茶部門で農
林水産大臣賞を受賞した静
香園のお茶です。
香ばしい香りが引き立つよう
火入れ乾燥させたおいしい深
むし茶に仕上げております。

鹿児島県霧島山麓に位置す
る姶良地区で生産されたかぶ
せ茶。
一番摘み茶葉のみを使用し
た煎茶です。濃厚でまろやか
な旨みが特徴です。

鹿児島県霧島山麓に位置す
る姶良地区で生産されたかぶ
せ茶。
お茶の渋み苦みが少なくまろ
やかな旨みが特徴です。

14528284-015723 14528284-015730

800円(本体) 600円(本体)

JANコード 4528284-003891 4528284-003907 4528284-004652 4528284-004669

原料原産地 静岡県産 静岡県産 京都府産 京都府産

原材料名 緑茶 緑茶 緑茶 緑茶

商品特徴

平成5年に農林水産大臣賞（成木
の部）を受賞した父・清市に続
き、二代目克暢も平成24年に受
賞。親子二代にわたり引き継が
れた伝統のお茶をおいしく仕上げ
ました。香り・味ともに新鮮さにみ
ち、おいしいお茶へのこだわりと
真心が感じられるお茶です。本品
は5月に摘み取られた一番茶を
使用。

平成5年に農林水産大臣賞（成
木の部）を受賞した父・清市に続
き、二代目克暢も平成24年に受
賞。親子二代にわたり引き継が
れた伝統のお茶をおいしく仕上
げました。香り・味ともに新鮮さに
みち、おいしいお茶へのこだわり
と真心が感じられるお茶です。本
品は6月に摘み取られた二番茶
を使用。

数少ない選ばれた茶師のみが
持つ、日本茶鑑定士。その中で
も最優秀の十段の栄誉を博
す、小林裕が自らの持つ技術
を最大限に発揮して作り上げる
宇治茶です。宇治茶らしさを十
分に引き出すよう、茶葉を見極
め独特の香りを引き立てる伝統
の仕上げ技術にこだわりまし
た。

数少ない選ばれた茶師のみが
持つ、日本茶鑑定士。その中で
も最優秀の十段の栄誉を博
す、小林裕が自らの持つ技術
を最大限に発揮して作り上げる
宇治茶です。宇治茶らしさを十
分に引き出すよう、茶葉を見極
め独特の香りを引き立てる伝統
の仕上げ技術にこだわりまし
た。

ITFコード 14528284-003898 14528284-003904 14528284-004659 14528284-004666

日本茶鑑定士　茶審査技術十段
小林　裕(ひろし)のおいしい宇治茶　匠

日本茶鑑定士　茶審査技術十段
小林　裕(ひろし)のおいしい宇治茶　技

農林水産大臣賞受賞静香園製茶
深蒸し茶 一番茶入り

賞味期限 12ヶ月 12ヶ月

商品名

12 12 12

規格 100g 100g 100g 100g

画像

12ヶ月 12ヶ月

245×225×95／1,470g 245×220×185／2,090g 245×225×95／1,470g 245×225×95／1,470g

商品：mm／g 225×110×20／108g

ITFコード

入り数 12 12



産地茶 ※価格は全て税抜き本体を表示しています

産地茶 ※価格は全て税抜き本体を表示しています
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商品名
鹿児島県産香輝園

川口姉妹の霧島茶 一番摘み
鹿児島県産香輝園
川口姉妹の霧島茶

生産者限定 鹿児島茶
知覧町大隣岳茶生産組合

生産者限定 静岡茶
鎌塚茶農業協同組合

画像

標準小売価格 800円（本体） 500円（本体） 572円（本体） 572円（本体）

原料原産地 鹿児島県産 鹿児島県産

ケース：mm／g 245×190ｘ180/1,480ｇ 245×190×180/1,480ｇ 270×255×140／2,490g 270×255×140／2,490g

規格 100g 100g 180g

入り数 12

14528284-005700 14528284-005717 14528284-003799 14528284-001757

商品特徴

鹿児島県霧島市で丁寧なお
茶づくりを続けている香輝園
の一番摘み茶葉100%を使用
し、甘みが強く香り豊かな味
わいに仕上げました。浅蒸し
茶らしく金色透明で美しい水
色としっかりとした形状が特徴
です。

鹿児島県霧島市で丁寧なお
茶づくりを続けている香輝園
の茶葉を使用し、すがすがし
い香りとコクのある味わいに
仕上げました。浅蒸し茶らしく
金色透明で美しい水色としっ
かりとした形状が特徴です。

250×145×30／190g

4528284-005703 4528284-005710 4528284-003792 4528284-001750

ITFコード

JANコード

商品：mm／g 210×120×55／110ｇ 210ｘ120ｘ55／110ｇ 250×145×30／190g

賞味期限 12ヶ月 12ヶ月

原材料名 緑茶 緑茶 緑茶

静岡県産 静岡県産

12ヶ月 12ヶ月

掛川茶は、全国でもその品質
の高さが認められ、全国の品評
会で産地賞を受賞しています。
通常より蒸し時間を長くしてい
ますので、その分茶葉は細かく
なりますが、お茶の抽出性が良
くコクと旨みを引き出しており、
昔ながらの素朴な深蒸し茶で
す。

4528284-005895 4528284-004997 4528284-003884

緑茶 緑茶 緑茶

全国第二位の茶産地鹿児島
県の中でも良質の茶葉を生
産する事で知られる知覧町か
ら生産者限定のお茶をお届け
します。

静岡県牧之原地区周辺の篤
農家で組織する鎌塚茶農業
協同組合の茶葉を使用。お徳
用180g入り。

静岡県産

緑茶

180g

商品特徴

世界農業遺産に認定された
茶草場農法の茶葉を使用し
た、一番茶入深蒸し煎茶で
す。
口に含んだ瞬間、甘みと豊か
な香りが広がります。清涼感
のあるさわやかな後味が特徴
です。
【2022年3月発売】

245×225×95／1,470g

商品：mm／g 210×120×55／110g 225×110×20／108g

八女茶の二番茶を使用した
100gのレギュラータイプの煎茶
です。一番茶に比べるとやや渋
みは強いものの、八女茶の特
徴である甘みをしっかりと引き
出した仕上げが好評です。

12ヶ月 12ヶ月

JANコード

245×190×180／1,490g

210×120×55／110g 220×100×20／108g

4528284-004164

245×190×180／1,490g 240×220×195／2,870ｇ

572円（本体）

ITFコード 14528284-004161 14528284-005892 14528284-004994 14528284-003881
茶処 静岡県掛川産で世界農業
遺産に認定された茶草場農法
の一番摘み茶葉を使用した深
蒸し煎茶です。
一番茶独特の芳醇な香りに美し
い濃緑の水色、風味豊かなコク
と旨みが特徴のお茶です。

12 12

鹿児島県産

茶草場農法の静岡茶 深蒸し掛川茶 福岡県産八女茶#600

規格 100g 100g 100g 100g

画像

賞味期限 12ヶ月 12ヶ月

ケース：mm／g

標準小売価格 800円（本体） 700円（本体） 500円（本体）

入り数 12 24

商品名
茶草場農法

静岡掛川産深蒸し煎茶

福岡県産

原材料名 緑茶

12 12

原料原産地 静岡県産



茶工場自慢シリーズ ※価格は全て税抜き本体を表示しています

茶工場自慢シリーズ ※価格は全て税抜き本体を表示しています

商品名
茶工場自慢の

深蒸し掛川茶　徳用

150g

入り数 12 12 12 12

茶工場自慢の
知覧茶　徳用

茶工場自慢の
深蒸し掛川茶

茶工場自慢の
鹿児島知覧茶

画像

14528284-005588

4528284-002986

規格 300g 300g 150g

標準小売価格 1000円（本体） 1000円（本体） 500円（本体） 500円（本体）

商品：mm／g 260×160×65／320g 260×160×65／320g 220×130×60／165g 220×130×60／165g

ケース：mm／g 295×270×245／4,260g 295×270×245／4,260g 245×220×185／2,150g 245×220×185／2,150g

賞味期限 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月

原材料名 緑茶 緑茶 緑茶 緑茶

原料原産地 静岡県産 鹿児島県産 静岡県産 鹿児島県産

JANコード 4528284-005512 4528284-004553 4528284-004232

ITFコード 14528284-002983 14528284-005519 14528284-004550 14528284-004239

商品特徴

健康長寿日本一の静岡県に
おいても、もっとも有名な掛川
地区で作られた茶葉を丁寧に
仕上げた深蒸し茶です。お茶
本来の旨みや甘み、渋みなど
のバランスが取れたコクのあ
る味が特徴です。

鹿児島県を代表する知覧産
深蒸し茶です。被覆栽培によ
り１週間前後太陽を遮って育
てたかぶせ茶は、渋みが少な
く深みのある旨みとさわやか
な香りが特徴です。

健康長寿日本一の静岡県に
おいても、もっとも有名な掛川
地区で作られた茶葉を丁寧に
仕上げた深蒸し茶です。お茶
本来の旨みや甘み、渋みなど
のバランスが取れたコクのあ
る味が特徴です。

鹿児島県を代表する知覧産
深蒸し茶です。被覆栽培によ
り１週間前後太陽を遮って育
てたかぶせ茶は、渋みが少な
く深みのある旨みとさわやか
な香りが特徴です。

商品名
茶工場自慢の
福岡八女茶

茶工場自慢の
静岡掛川茶

茶工場自慢の
鹿児島知覧茶

茶工場自慢の
福岡八女茶

画像

規格 150g 100g 100g 100ｇ

入り数 12 6 6 6

標準小売価格 500円（本体） 400円（本体） 400円（本体） 400円（本体）

商品：mm／g 220×130×60／165g 210×120×50／111g 210×120×50／111g 210×120×50／111g

ケース：mm／g 245×220×185／2,150g 245×225×95／810g 245×225×95／810g 245×225×95／810g

長い歴史と高級産地茶として
名高い福岡県産八女茶です。
山間の産地が多いため、適
度に太陽を遮る霧によりお茶
の渋みが抑えられ、ふくよか
な香りと黄緑色の水色が特徴
です。

賞味期限 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月

原材料名 緑茶 緑茶 緑茶 緑茶

原料原産地 福岡県産 静岡県産 鹿児島県産 福岡県産

JANコード 4528284-005581

ITFコード 14528284-004246 14528284-005564 14528284-005571

4528284-004249 4528284-005567 4528284-005574

商品特徴

長い歴史と高級産地茶として
名高い福岡県産八女茶です。
山間の産地が多いため、適度
に太陽を遮る霧によりお茶の
渋みが抑えられ、ふくよかな
香りと黄緑色の水色が特徴で
す。

健康長寿日本一の静岡県に
おいても、もっとも有名な掛川
地区で作られた茶葉を丁寧に
仕上げた深蒸し茶です。お茶
本来の旨みや甘み、渋みなど
のバランスが取れたコクのあ
る味が特徴です。

鹿児島県を代表する知覧産
深蒸し茶です。被覆栽培によ
り１週間前後太陽を遮って育
てたかぶせ茶は、渋みが少な
く深みのある旨みとさわやか
な香りが特徴です。



茶師のおすすめシリーズ ※価格は全て税抜き本体を表示しています

茶師のおすすめシリーズ ※価格は全て税抜き本体を表示しています

12ヶ月

210×120×55／108g 210×120×55／108g 210×120×55／108g

商品名
茶師のおすすめ

掛川茶
茶師のおすすめ

川根茶
茶師のおすすめ

宇治茶
茶師のおすすめ

知覧茶

画像

245×190×180／1,490g 245×190×180／1,490g

鹿児島県産

100g

12

245×190×180／1,490g

原材料名

12ヶ月

12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月

緑茶

甘みが強く、渋みが少ない
味。新茶の出荷が早く、若い
緑色の茶葉とさわやかで新鮮
な香りが特徴です。

茶師：お茶の沢田園
　　　　澤田正義

12ヶ月

210×120×55／110g

245×190×180／1,490g

緑茶 緑茶

12

14528284-004765 14528284-004741

JANコード 4528284-004720 4528284-004737 4528284-004768 4528284-004744

原料原産地 静岡県産 静岡県産 京都府産

賞味期限 12ヶ月

入り数 12 12

規格 100g 100g 100g

700円（本体）

旨みあふれる味。朝霧につつ
まれる銘茶の産地として、全
国にその名を知られていま
す。

茶師：大井川茶園
　　　　榎本祐行

香り高く、スッキリとした味わ
い。こがね色の水色と奥深い
風味が特徴です。土壌に恵ま
れ、良質の茶葉が産せられま
す。

茶師：祥玉園製茶
　　　　小林裕

商品：mm／g 210×120×55／108g 210×120×55／108g 210×120×55／108g

標準小売価格 700円（本体） 700円（本体） 600円（本体）

入り数 12 12

商品名
茶師のおすすめ

八女茶

100g 100g

緑茶

12

規格 100g

画像

標準小売価格 700円（本体） 700円（本体） 700円（本体）

ITFコード 14528284-004727 14528284-004734

ケース：mm／g

商品：mm／g

ケース：mm／g 245×190×180／1,490g 245×190×180／1,490g 245×190×180／1,490g

茶師のおすすめ
狭山茶

茶師のおすすめ
静岡深むし茶

商品特徴

旨み、甘み、渋みのバランス
が取れたコクのある味。全国
でもその品質の高さが認めら
れ、数々の賞を受賞していま
す。

茶師：大井川茶園
　　　　榎本祐行

原材料名 緑茶 緑茶 緑茶

賞味期限

原料原産地 福岡県産 埼玉県産 静岡県産

甘くてコクがあり、旨みの強い
味。独特の強めの焙煎香が
特徴的です。玉露の生産量第
1位で、５０％以上を占めま
す。

茶師：星野製茶園
　　　　山口文則

厳しい気象条件のもとで育つ
肉厚の葉を用いる事による、
甘く濃厚でコクのある味が特
徴です。

茶師：法師園
　　　　法師励

静岡茶ならではの芳醇な香り
と滋味豊かな味わいが感じら
れるように丹精込めて仕上げ
ております。旨味と香気が調
和された濃い味の深蒸し茶で
す。

ITFコード 14528284-004758 14528284-004598 14528284-015891

JANコード 4528284-004751 4528284-0158944528284-004591

商品特徴



茶工場のまかないシリーズ ※価格は全て税抜き本体を表示しています

茶工場のまかないシリーズ ※価格は全て税抜き本体を表示しています

茶工場のまかない
ちょっといい緑茶

標準小売価格 743円（本体） 743円（本体） 762円（本体） 477円（本体）

入り数 12 12 12 12

規格 320g 320g 80g 120g

画像

商品名 茶工場のまかない緑茶 茶工場のまかない鹿児島茶
茶工場のまかない

茶匠の逸品

原材料名 緑茶 緑茶 緑茶 緑茶

賞味期限 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月

商品：mm／g 260×160×65／340g 260×160×65／340g 195×110×45／88g 220×115×45／128g

ケース：mm／g 295×270×245／4,500g 295×270×245／4,500g 245×190×180／1,230g 245×220×185／1,730g

商品特徴

茶葉は細かく不ぞろいです
が、茶工場で毎日飲まれてい
るあきのこない味わい深い緑
茶です。

南国の温暖な気候と豊かな
自然が育んださわやかな香り
とコクのある味わい深い緑茶
です。

良質な一番摘み茶葉を見極
め、香りの強い茎と滋味豊か
な粉の部分を残したこだわり
の仕上げ製法で、味本位の
深蒸し茶に仕上ました。茶匠
の五感を駆使した火入れと、
熟練の技でつくり上げた、まさ
に逸品です。

茶工場の職人達がちょっと一
服する時に味わうお茶本来の
味と香りがする深蒸し茶で
す。静岡県産のやぶきた茶を
お茶本来の味が引き立つ様、
香り強い茎と濃厚で滋味豊か
な粉の部分を残したまま作り
上げました。

4528284-003976

原料原産地 静岡県産 鹿児島県産 静岡県産 静岡県産

ITFコード 14528284-002501 14528284-003973

JANコード 4528284-002504 4528284-003471 4528284-003969

14528284-003478 14528284-003966

入り数 1212 6 12

画像

規格 220g150g 300g 300g

商品名
茶工場のまかない

徳用くき茶
茶工場のまかない

抹茶入緑茶
茶工場のまかない

番茶
茶工場のまかない
宇治抹茶入粉茶

賞味期限 12ヶ月12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月

220×130×60／165g 310×150×70／335g 260×160×65／320g

ケース：mm／g 270×250×240／3,260g245×220×185／2,150g 325×320×225／2,340g 360×245×185／4,100g

商品：mm／g 265×160×65／235g

標準小売価格 600円（本体）500円（本体） 500円（本体） 572円（本体）

商品特徴

若くきと旨味を多く含んでいる
芽茶が入った、香ばしく爽や
かなお茶です。くき茶とは、お
茶の仕上げ工程で、茶葉の
茎だけを選別したお茶です。
独特なさわやかな香りと甘味
が特徴で色合いは薄く、若々
しい香りとサッパリとした味わ
いとなっています。

国内産の厳選した荒茶仕立て
の深蒸し茶を使用し、まろや
かな国内産抹茶をブレンドし
ました。深みのある旨みとコ
ク、緑鮮やかな水色が特徴で
す。

静岡県牧之原地方のお徳用
番茶です。
喉越しがよく、さっぱりとして
いて年配の方からお子様まで
飲みやすく、日常使いに最適
です。

荒茶を製茶加工する際に選
別された粉の部分と京都宇治
産の抹茶を程よくブレンドした
粉茶です。昔からすし屋さん
などでは「あがり」と呼ばれ、
生ものに良く合うお茶として親
しまれています。

ITFコード 14528284-00410914528284-005847 14528284-015815 14528284-001771

原料原産地 静岡県産国内産 静岡県産 国内産・京都府産

原材料名 緑茶緑茶・抹茶 緑茶 緑茶・抹茶

JANコード 4528284-0041024528284-005840 4528284-015818 4528284-001774



茶工場のまかないシリーズ ※価格は全て税抜き本体を表示しています

茶工場のまかないシリーズ ※価格は全て税抜き本体を表示しています

茶工場のまかない粉末茶シ
リーズにほうじ茶が新登場。
粉末のため、お湯でも水でも手
軽にお飲みいただけ、お茶の有
効成分もまるごと摂取できま
す。
ほうじ茶の香ばしい香りと味わ
いを簡単にお楽しみいただける
粉末ほうじ茶です。

国内産100％の茶葉に宇治抹
茶を加えスプレードライ製法
でおいしさを閉じ込めました。
お湯でもお水でも簡単にすぐ
溶けるインスタントタイプの徳
用緑茶です。

612 6

規格 120g 300g320g 500g

画像

商品名
茶工場のまかない

炙りほうじ茶
茶工場のまかない

ほうじ茶
茶工場のまかない

香ばしい抹茶入玄米茶
茶工場のまかない

抹茶入玄米茶

原材料名 緑茶 緑茶炒り米・緑茶・抹茶 炒り米・緑茶・抹茶

賞味期限 12ヶ月 12ヶ月12ヶ月 12ヶ月

ケース：mm／g 295×270×245／1,980g 320×315×220／2,340g295×270×245／4,500g 305×220×195／3,500g

商品：mm／g 260×160×65／140g 310×150×65／335g260×160×65／335g 310×150×55／525g

標準小売価格 286円（本体） 553円（本体）480円（本体） 600円（本体）

入り数 12

商品特徴

静岡県牧之原産の秋摘み番
茶の焙煎香を引き立てるため
強火で仕上ました。ほのかな
甘味を感じる旨みにほうじ茶
独特の香りが特徴です。食
中、食後のお茶としてもおいし
くお飲みいただけます。

静岡県牧之原産の秋摘み番
茶の焙煎香を引き立たせるた
め強火で仕上げました。ほの
かな甘みを感じる旨みにほう
じ茶独特の香りが特徴です。

国産のまろやかな抹茶と香ばし
い炒り米を静岡県産の深蒸し茶
にブレンドしました。
熱湯でサッと淹れて手軽にお飲
みいただけます。

国産のまろやかな抹茶と香ばし
い炒り米を静岡県産の深蒸し
茶にブレンドしました。
熱湯でサッと淹れて手軽にお飲
みいただけます。

ITFコード 14528284-813107 14528284-00802214528284-006677 14528284-006660

JANコード 4528284-813100 4528284-0080254528284-006670 4528284-006663

原料原産地 静岡県産 静岡県産国内産・静岡県産・国内産 国内産・静岡県産・国内産

入り数 6×4 6×4 6×4 6

規格 70g 80g 70g 120g

画像

商品名
茶工場のまかない

粉末緑茶
茶工場のまかない

粉末玄米茶
茶工場のまかない

粉末ほうじ茶
茶工場のまかない

すぐとける緑茶

賞味期限 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月

ケース：mm／g 240×220×195／2,200g 240×220×195／2,440g 240×220×195／2,200g 245×225×95／950g

商品：mm／g 195×110×30／80g 195×110×30／90g 195×110×30／80g 200×140×45／130g

標準小売価格 380円（本体） 380円（本体） 380円（本体） 1,000円（本体）

14528284-005175 14528284-008534 14528284-015396

JANコード 4528284-003624 4528284-005178 4528284-008537 4528284-015399

原料原産地 国内産 国内産 国内産 国内産

原材料名 緑茶 緑茶・玄米 緑茶 デキストリン・緑茶・抹茶・ビタミンC

商品特徴

粉末緑茶に待望の大容量サ
イズが登場。チャック付アルミ
袋ですので保存に便利です。
深蒸し茶の茶葉を粉末に加工
していますので、鮮やかな水
色のお茶がお湯や水を注ぐだ
けで、簡単に作れます。

粉末緑茶に姉妹品が登場。
チャック付アルミ袋ですので
保存に便利です。回転寿司等
でおなじみの粉末タイプの玄
米茶をご家庭で手軽にお飲
みいただけます。玄米の香ば
しい香りが特徴の粉末茶で
す。

ITFコード 14528284-003621



茶工場のまかないシリーズ ※価格は全て税抜き本体を表示しています

お茶ひとすじシリーズ ※価格は全て税抜き本体を表示しています

原料原産地 静岡県産 静岡県産

原材料名 緑茶 緑茶

商品特徴

静岡県のやぶきた品種の一
番摘みを１００％使用した新鮮
な香りと濃厚でまろやかな旨
みが絶妙に調和した緑茶で
す。

緑茶・玄米・抹茶 緑茶

静岡県産

12ヶ月

245×190×180／1,460g

お茶ひとすじ
一番摘みやぶきた茶

12ヶ月

14528284-000545

12 12 12

14528284-000552 14528284-006059

12ヶ月

画像

商品名

300円（本体） 300円（本体）

入り数 12

規格 100g 100g 200g 150g

12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月

お茶ひとすじ
静岡やぶきた茶

お茶ひとすじ
抹茶入り玄米茶

お茶ひとすじ
ほうじ茶

245×90×20／108g 230×100×45／215g 240×100×50／165g

標準小売価格 800円（本体） 600円（本体）

220×220×240／2,750g 305×220×250／2,230gケース：mm／g 245×190×180／1,460g

14528284-008060

4528284-000555 4528284-006052 4528284-008063

茶工場のまかない
抹茶入り緑茶ティーバッグ

茶工場のまかない
ほうじ茶ティーバッグ

茶工場のまかない
緑茶ティーバッグ

静岡県産・国産・京都府産

ITFコード

JANコード 4528284-000548

静岡県のやぶきた品種を１０
０％使用した爽やかな香りと、
強火仕上げ独特の甘い香り
が調和した緑茶です。

香り立ちの高い玄米と静岡県
産のやぶ北茶と茶道の濃茶
用の高級抹茶を加え、おいし
くブレンドした玄米茶です。

やぶ北煎茶を強火で焙じ苦
味を出さずに焙焼香を引き出
す焙煎方法で仕上げました。
その風味は、独特の香ばしさ
が特徴でタンニンやカフェイン
が少なく、刺激性がほとんど
ありません。

賞味期限

商品：mm／g 245×90×20／108g

原材料名 緑茶、抹茶

4528284-009114 4528284-009121

緑茶

規格 80ｇ（40袋）

JANコード

250×120×45／200g

80ｇ（40袋） 160g（32袋）

入り数

商品名

標準小売価格 500円（本体） 500円（本体） 500円（本体）

画像

商品：mm／g 135×120×80／163ｇ 135×120×80／163ｇ

賞味期限 12ヶ月

ケース：mm／g 285×375×170／2,156ｇ 285×375×170／2,156ｇ 360×245×185／2,160g

商品特徴

静岡県産の深蒸し粉茶に国
産の抹茶を加えて、水色鮮や
かなお茶をお楽しみいただけ
ます。深蒸しのコクと抹茶のま
ろやかな味わいが特徴です。

国産の秋摘み番茶の焙煎香
を引き立たせるため強火で仕
上げました。
ほのかな甘みと、ほうじ茶独
特の香りが特徴です。

静岡県産の深蒸し茶をそのま
まティーバッグにして簡単に
おいしいお茶をお飲みいただ
けます。茶葉をそのまま
ティーバッグにしておりますの
で、じっくり時間をかけて抽出
した場合は本格的なコクのあ
るおいしいお茶がお楽しみい
ただけます。

ITFコード 14528284-009111

12 12 10

4528284-015603

緑茶

14528284-009128 14528284-015600

原料原産地 静岡県産・国内産 国内産 静岡県産



徳用シリーズ／業務用商品 ※価格は全て税抜き本体を表示しています

あがり一丁シリーズ ※価格は全て税抜き本体を表示しています

規格

商品特徴

お寿司屋さんの大将が、「香
気・旨味・渋味」の調和を吟味
し、選んだおいしい「あがり」の
味をご家庭で簡単に味わうこ
とが出来ます。

お寿司屋さんの大将が選ん
だ本格粉茶です。茶葉の開き
が良い三角ティーバッグを使
用しております。カップおよび
急須用としてご利用いただけ
ます。

原材料名 緑茶・抹茶 緑茶・抹茶

商品名
あがり一丁

抹茶入り寿し粉茶

原料原産地 静岡県産・京都府産 静岡県産・京都府産

賞味期限

商品：mm／g 250×95×25／208g 230×150×50／80g

ケース：mm／g 250×205×185／2,750g 225×235×190／1,170g

入り数

画像

12ヶ月

標準小売価格 429円（本体）

ITFコード 14528284-005083 14528284-005090

JANコード 4528284-005086

435×260×335／9,000g 260×320×460／3,400g 485×330×295／11,050g

12ヶ月

334円（本体）

12ヶ月

4528284-005093

12

あがり一丁
寿し粉茶ティーバッグ

12

200g 60g（20袋）

規格 400g 200g 1kg

画像

商品名 徳用おいしい抹茶入り緑茶 徳用　棒ほうじ茶 業務用煎茶

4528284-003129 4528284-008209 4528284-001576

商品：mm／g 260×145×70／420g 250×150×60／210g 350×180×60／1,040g

標準小売価格 1,143円（本体） 477円（本体） 1,524円（本体）

入り数 20 12 10

ケース：mm／g

原料原産地 静岡県産・京都府産 静岡県産 静岡県産

原材料名 緑茶・抹茶 緑茶 緑茶

賞味期限 12ヶ月 12ヶ月

商品特徴

静岡県産のやぶ北茶に、まろ
やかな抹茶を合わせたお徳
用サイズのお茶です。

若くきと旨味を多く含んでいる
芽茶を強火で焙じた、香ばしく
爽やかなお茶です。

業務用に大容量の1kgが登
場。保存に便利なチャック付
きです。

ITFコード 14528284-003126 14528284-008206 14528284-001573

JANコード



緑茶ティーバッグ ※価格は全て税抜き本体を表示しています

緑茶ティーバッグ ※価格は全て税抜き本体を表示しています

12ヶ月 12ヶ月

茶師厳選の静岡県産やぶき
た品種一番茶粉を100％その
ままティーバッグに包みまし
た。静岡茶特有の鮮やかな水
色、程良い渋み、さわやかな
香りが特徴です。

茶師厳選の鹿児島県産ゆた
かみどり品種一番茶粉を
100％そのままティーバッグに
包みました。鹿児島茶特有の
濃い水色、ゆたかな甘み、ふ
くよかな香りが特徴です。

厳選した鹿児島県産の本か
ぶせ茶の茶葉をそのまま大
型タイプの三角ティーバッグ
にしました。深緑色の水色と
濃厚でまろやかな旨みが特
徴です。

JANコード 4528284-005604

120g（40袋）

210×120×35／45g 120×78×70／87ｇ

賞味期限

245×190×180／700g 250×220×163／1,294ｇ 250×220×163／1,294ｇ

4528284-005598

14528284-005595
厳選した一番摘み掛川茶の
茶葉をそのまま大型タイプの
三角ティーバッグにしました。
掛川茶特有の芳醇な香りと、
上質でまろやかな甘みが特徴
です。

ITFコード 14528284-005601 14528284-005755 14528284-005762

商品特徴

商品：mm／g

原材料名

商品特徴

静岡県産掛川
深蒸し煎茶ティーバッグ

30ｇ（15袋）

12

500円（本体）

210×120×35／45g 120×78×70／87ｇ

茶 茶 米・茶・抹茶

マイボトルや急須用にお手軽
で便利なティーバッグです。深
蒸し茶の粉を強火で仕上げ抽
出性を高めておりますので、
香りと濃い味が特徴です。急
須で本格的な味がお楽しみい
ただけます。保存に便利な
チャック付袋。

マイボトルや急須用にお手軽
で便利なティーバッグです。
本格的なおいしさが手軽に味
わえるよう、ほうじ茶の粉を強
火で仕上げて抽出性を高め
ています。水出しでもおいしく
いただけるように焙煎にこだ
わりました。保存に便利な
チャック付袋。

マイボトルや急須用にお手軽
で便利なティーバッグです。
深蒸し茶の粉を強火で仕上
げ、香立ちの高い玄米とまろ
やかな京都府産抹茶を加え
ました。お茶の抽出性が良く、
玄米の香ばしい香りと濃い味
が特徴です。保存に便利な
チャック付袋。

40ｇ（20袋） 40ｇ（20袋）

12ヶ月

4528284-005758

245×190×180／700g

12ヶ月

緑茶

静岡県産

128g（32袋） 128g（32袋）

500円（本体） 350円（本体）350円（本体）

画像

4528284-006601 4528284-004621

入り数 12 12 12

商品名
鹿児島県産霧島

本かぶせ茶ティーバッグ
静岡一番茶
ティーバッグ

鹿児島一番茶
ティーバッグ

画像

規格

国産

原材料名 緑茶

4528284-005765

原料原産地

緑茶 緑茶

30ｇ（15袋）

原料原産地 国産 国産 国産

14528284-004628

JANコード 4528284-003594

静岡県産 鹿児島県産

深蒸しの粉茶に抹茶を加えて
水色鮮やかなお茶がお楽し
み頂けます。深蒸しのコクと
抹茶のまろやかな味わいが
特徴です。水出しでもお湯出
しでも手軽にご利用いただけ
ます。

ITFコード 14528284-003591 14528284-011459 14528284-006608

標準小売価格

商品名
お手軽急須用

深蒸し緑茶ティーバッグ
お手軽急須用

ほうじ茶ティーバッグ
お手軽急須用

抹茶入玄米茶ティーバッグ
抹茶入り　深むし緑茶

ティーバッグ

入り数 12 12 12 20

規格 160g（32袋）

緑茶・抹茶

賞味期限 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月

標準小売価格 380円（本体） 380円（本体） 380円（本体） 360円(本体)

ケース：mm／g 360×245×190／2,590g 360×245×190／2,230g 360×245×190／2,230g 500×290×200／3,500g

ケース：mm／g

4528284-011452

商品：mm／g 250×120×50／195g 250×120×50／165g 250×120×50／165g 260×120×50／160g

鹿児島県産



緑茶ティーバッグ ※価格は全て税抜き本体を表示しています

抹茶 ※価格は全て税抜き本体を表示しています

10

500円（本体）

原材料名

原料原産地

145×80×100／115g

賞味期限 12ヶ月

ケース：mm／g 245×225×95／880g

商品：mm／g 145×95×25／42g45×60×60／45g

茶工場の茶匠がおもてなし用
にご用意した厳選一番茶葉を
砕いてティーバッグにしまし
た。急須で淹れたお茶の風味
が手軽にお楽しみいただける
本格緑茶ティーバッグ。

14528284-004338

入り数 20

12ヶ月

宇治抹茶

14528284-001634

緑茶

お買い得サイズの50パック入
り。保存に便利なチャック付き
です。

緑茶・抹茶

国産

515×165×195／1,390g

100×175×165／510g55×250×200／805g

ITFコード

原材料名

12ヶ月

4528284-001637

入り数

規格

4528284-004331

商品名
八女・星野　抹茶

星の輝
静岡抹茶

20g50g

画像

商品特徴

JANコード

茶工場からのおもてなし
急須風味の緑茶ティーバッグ

39.6g（22袋）

静岡県産

572円（本体）500円（本体）

101212

36g

12ヶ月

250×140×75／290g

商品特徴

京都の抹茶用の茶葉（碾茶）
を粉末化し、緑鮮やかな抹茶
に仕上げました。茶道のおけ
いこ用、お料理、お菓子作り
などにそのまま使用でき、手
軽にお楽しみいただけます。

かぶせ茶や玉露の産地 福岡
県産100％。挽きたての風味
そのままをお楽しみいただけ
るプルトップ缶入りです。

厳選した静岡県産の茶葉（碾
茶）を自社工場で丁寧に仕上
げました。
ほのかな苦みとまろやかな甘
みが特徴です。
お菓子作りやお料理に、その
まま急須で淹れてもお飲みい
ただけます。

4528284-0049804528284-0131804528284-005413

原料原産地 京都府産国産静岡県産

賞味期限

緑茶

ケース：mm／g

緑茶緑茶

165×120×30／60g

12ヶ月

500円（本体）

ITFコード 14528284-00498714528284-01318714528284-005410

JANコード

商品：mm／g

365×305×290／6,150g

商品名
お徳用抹茶入り

水出し緑茶ティーバッグ

画像

規格 250g（50袋）

標準小売価格 477円（本体）

標準小売価格



麦茶 ※価格は全て税抜き本体を表示しています

健康茶 ※価格は全て税抜き本体を表示しています

焙煎方法の違う2種類のはと
麦をブレンドした、まろやかで
コク深い味わいが特徴のはと
麦茶です。
ノンカフェインですので、赤
ちゃんからお年寄りまでご家
族みんなでお楽しみいただけ
ます。
国内産はと麦100％使用。

日本

14528284-011466

230×140×70／115g

335×225×155／1,520g

4528284-011469

ケース：mm／g 335×230×155／1,370g

南アフリカ共和国

12ヶ月

はと麦

ダブルはと麦茶

24ヶ月

96g（24袋）

12

マイボトルに便利な国内産原
料を使ったノンカフェインの
ティーバッグです。
【原材料名】大麦、はと麦、米、黒
大豆、小豆、どくだみ、たまねぎ
皮、熊笹、杜仲葉、桑の葉、びわ
葉、ウコン、ごま、目薬の木、あ
わ、きび、とうもろこし、月見草、
大麦若葉

国内産原料を使ったノンカ
フェインのティーバッグです。
【原材料名】大麦、はと麦、
米、黒大豆、小豆、どくだみ、
たまねぎ皮、熊笹、杜仲葉、
桑の葉、びわ葉、ウコン、ご
ま、目薬の木、あわ、きび、と
うもろこし、月見草、大麦若葉

まろやかな発酵ルイボスに
すっきり爽やかな非発酵グ
リーンルイボスを配合しまし
た。ノンカフェインですので、
赤ちゃんからお年寄りまでご
家族みんなでお楽しみいただ
けます。

24ヶ月 24ヶ月 24ヶ月

下記参照 下記参照

入り数

JANコード

規格

400円（本体）

4528284-011018 4528284-011322

炭火遠赤焙煎で仕上げた大
麦の味わいに野趣豊かな黒
豆を加えました。遠赤効果に
より芯までしっかり焙煎されて
水でも驚くほど良く出る麦茶
です。よりコンパクトに、お買
い求めやすくリニューアル。

14528284-011015

日本

4528284-011513 4528284-011353 4528284-011360

80g（20袋）

285×300×465／8,160g 360×245×195／2,800g

画像

黒豆入り
むぎ茶ティーバッグ32P

黒豆入り
むぎ茶ティーバッグ24P

14528284-011510 14528284-011350 14528284-011367

192g（24袋） 72g（24袋）

12 10 12

マイボトル用 ノンカフェイン

19種類のブレンド茶
ノンカフェイン

19種類のブレンド茶
ダブルルイボスティー

230×140×70／95g 220×120×60／245g 230×140×70／90g

330×245×230／2,700g 335×225×155／1,280g

ITFコード

商品特徴

賞味期限

原材料名 ルイボスティー・グリーンルイボスティー

原料原産地 日本

賞味期限 18ヶ月

ケース：mm／g 415×290×210／6,000g

14528284-011305

標準小売価格 350円（本体）

JANコード 4528284-011308

原料原産地 国内産

14528284-011329

商品特徴

220×120×55／230g230×140×70／475g

原材料名 大麦、麦芽

ビールの原料の麦芽（発芽さ
せた大麦）をブレンドしたコク
ある麦茶。麦芽はアミラーゼ
やタンパク質分解酵素を含む
為、消化を助けるものとして薬
用としても使用されています。
澱粉質が糖化され旨みや甘
みのもとが生成されます。

炭火遠赤焙煎で仕上げた大
麦の味わいに野趣豊かな黒
豆を加えました。遠赤効果に
より芯までしっかり焙煎されて
水でも驚くほど良く出る麦茶
です。

12

210×150×50／380g

画像

480円（本体） 360円（本体）

20 10

320g（32袋） 192g（24袋）

商品名
茶工場からのおもてなし

麦芽ゴールド麦茶

商品名

商品：mm／g

日本 日本

大麦、黒大豆（黒豆） 大麦、黒大豆（黒豆）

24ヶ月

規格 416g（52袋）

標準小売価格 350円（本体） 400円（本体） 500円（本体）

入り数

ITFコード

商品：mm／g



健康茶 ※価格は全て税抜き本体を表示しています

簡便商品 ※価格は全て税抜き本体を表示しています

商品特徴

１ＴＢ３ｇにＧＡＢＡ１００ｍｇ(１日の
推奨量）、生ローヤルゼリー１００
ｍｇ、純粋はちみつ３００ｍｇを配
合。免疫力を上げるといわれてい
る栄養成分３つをお茶に掛け合
わせました。
浸透性抽出性抜群の生分解性
フィルターのTBを使用し、環境に
も優しい商品になっております。

１ＴＢ３ｇにＧＡＢＡ１００ｍｇ(１日の
推奨量）、生ローヤルゼリー１００
ｍｇ、純粋はちみつ３００ｍｇを配
合。 免疫力を上げるといわれて
いる栄養成分３つをお茶に掛け
合わせました。
浸透性抽出性抜群の生分解性
フィルターのTBを使用し、環境に
も優しい商品になっております。

原材料名 緑茶、GABA（γ-アミノ酪酸）、ローヤルゼリー、はちみつ、ステビア/香料 緑茶、GABA（γ-アミノ酪酸）、ローヤルゼリー、はちみつ、ステビア/香料

原料原産地 緑茶（静岡県産） 緑茶（静岡県産）

JANコード

ITFコード 14528284-011558 14528284-011565

標準小売価格 500円（本体）

賞味期限 12ヶ月 12ヶ月

商品名
たたかうハニー

緑茶ティーバッグ
たたかうハニー

ほうじ茶ティーバッグ

画像

規格 21g(7袋） 21g(7袋）

入り数 6×2 6×2

30

500円（本体）

4528284-013197

14528284-006578 14528284-008541 14528284-013194

規格 20g 20g 20g

入り数 30

ITFコード 14528284-005113

JANコード

商品：mm／g 150×90×25／25g 150×90×25／25g 150×90×25／25g

240×220×195／660ｇ

4528284-011551 4528284-011568

標準小売価格

国内産 静岡県産

全国最大の茶産地静岡県は
牧之原台地の三浦清市茶園
で栽培された「べにふうき」を
使用し、粉末茶にしました。メ
チル化カテキンを豊富に含ん
だ「べにふうき」はアレルギー
反応の抑制効果を期待され
ています。

商品：mm／g 210×120×35／35ｇ 210×120×35／35ｇ

ケース：mm／g

緑茶

4528284-005116 4528284-006571 4528284-008544

245×225×95／910g 245×225×95／910g 180×230×250／500g

賞味期限

150円(本体）

原料原産地 国内産 国内産

ケース：mm／g 245×225×95／910g

30

画像

240×220×195／660ｇ

150円(本体）

12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月

200×120×55／25g

477円（本体）

6×2

10g（0.5g×20P）

国産　粉末緑茶商品名 国産　粉末ほうじ茶
三浦清市茶園のべにふうき

（粉末緑茶）

原材料名 緑茶 緑茶、玄米 緑茶

国産　粉末玄米茶

国内産原料を100％使用した粉
末緑茶です。
水でもお湯でもすぐ溶けてお手
軽にお飲みいただけ、お茶の有
効成分もまるごと摂取できま
す。
お菓子作りやアイスクリームの
トッピングなど、様々なシーンに
お使いいただけます。

国内産原料を100％使用した粉
末玄米茶です。
水でもお湯でもすぐ溶けてお手
軽にお飲みいただけ、お茶の有
効成分もまるごと摂取できま
す。
お菓子作りやアイスクリームの
トッピングなど、様々なシーンに
お使いいただけます。

国内産原料を100％使用した粉
末ほうじ茶です。
水でもお湯でもすぐ溶けてお手
軽にお飲みいただけ、お茶の有
効成分もまるごと摂取できま
す。
お菓子作りやアイスクリームの
トッピングなど、様々なシーンに
お使いいただけます。

商品特徴

12ヶ月

150円(本体）



限定商品（お取り扱いの際は、担当セールスまでお申し付け下さい。）

鹿児島県産

4528284-005697

14528284-005694
有機肥料にこだわりを持つ契
約農家で丹精込めて育てら
れた有機緑茶です。有機JAS
の規格に基づいて生産された
安心安全なお茶です。
緑鮮やかで爽やかな香りと優
しい甘み・旨みをお楽しみくだ
さい。

鹿児島県産
有機緑茶

100g

12

600円（本体）

210×125×50／110g

245×190×175／1,480g

12ヶ月

有機緑茶

こだわりの有機栽培を実践し
ている鹿児島県霧島市にある
蔵園製茶で生産された生産
者限定のお茶です。
一番摘み茶葉のみを使用し、
有機JASの規格に基づいて
生産された安心安全なお茶で
す。

こだわりの有機栽培を実践し
ている静岡県藤枝市にあるマ
ルムラ製茶で生産された生産
者限定のお茶です。
一番摘み茶葉のみを使用し、
有機JASの規格に基づいて生
産された安心安全なお茶で
す。

14528284-00554014528284-015808

生産者限定 静岡県産
一番摘み有機緑茶

245×225×95／1,470g245×225×95／1,470g

225×115×20／110g225×115×20／110g

1,000円（本体）1,000円（本体）

1212

4528284-0055434528284-015801

鹿児島県産静岡県産

12ヶ月12ヶ月

100g100g

生産者限定 鹿児島県産
一番摘み有機緑茶

有機緑茶有機緑茶

商品特徴

原材料名

原料原産地

JANコード

ITFコード

標準小売価格

商品：mm／g

ケース：mm／g

賞味期限

商品名

画像

規格

入り数



2021年12月1日現在

会社概要
設立 平成11年（1999年）10月1日

資本金 2,000万円

役員 代表取締役会長兼社長　　 雪嶋　直通
取締役 雪嶋　真利
取締役 浦田　潤一

専務執行役員 榎本　祐行（生産本部長） 執行役員 菊池　剛
専務執行役員　　 羽根田　茂宗 執行役員 一氏　秀樹
常勤監査役 勝見　尚良 執行役員 大塚　全勇

執行役員 島　里奈

事業内容 日本茶製造販売，烏龍茶・健康茶販売，ティーバック・缶詰・ギフトの製造販売

事業所 本社・営業本部・生産工場
〒421-0206　静岡県焼津市上新田685-1
TEL054-631-5050　FAX：054-662-2888
URL：https://www.ooigawachaen.co.jp

取引銀行 三菱UFJ銀行 静岡支店、りそな銀行　浜松支店、商工組合中央金庫 静岡支店
静岡銀行　藤枝駅支店、清水銀行 藤枝支店

主要取引先 アイワイフーズ㈱、旭食品㈱、アスクル㈱、加藤産業㈱、国分グループ本社㈱、
㈱トーカン、㈱日本アクセス、㈱ハーモニック,三井食品㈱、三菱食品㈱ 敬称略

売上高 17.3億円（2021年2月期）

関連法人 株式会社大井川茶園流通経済研究所、NPO法人 茶食育をすすめる会
一般社団法人 ジャパン・フードバンク・リンク、SDGsビジネス総合研究所－経営戦略会議－

本社生産工場概要
竣工 2009年3月
総面積 6094.61㎡（1846.85坪）
建築面積 2114.95㎡（640.89坪）
本社・工場面積 1236.85㎡（374.8坪）
第2ﾛｼﾞｾﾝﾀｰ面積 401.38㎡（121.63坪）
第二工場面積 476.72㎡（144.5坪）
（垂直統合型工場／静岡県知事認定：経営革新計画）

生産能力
仕上茶製造工程 総合仕上：日産6,000kg
生産工程 （茶袋）800万袋/年、（ギフト包装）200万個/年
抹茶製造工程 ビーズミル機：日産50kg、石臼機：日産500g

その他設備・環境など
放射能検査 全ロット検査を実施。シンチレーションサーベイメーターによる検査
茶成分分析 茶葉の成分分析を行うことにより品質の均一化と基準設定
棚パワー 棚割りソフトにより、売場作りを支援・分析
実棚ゴンドラ 3尺3本分の商品陳列の再現および陳列手法の具体化に活用
営業用端末 全営業担当者に個人使用のPC、携帯電話による通信環境の整備
社内ネットワーク ローカルネットワークによる情報の共有化
社内管理システム 独自の社内管理システムを構築し、生葉から製造・出荷までを一括管理
品質マネジメント ISO 9001:2015およびFSSC22000（認証範囲：抹茶の製造）の認証取得
太陽光発電 業界に先駆けて工場屋根に47kw太陽光パネルを設置し売電事業を行う
ＬＥＤ照明 本社すべての照明にLEDを採用

株式会社大井川茶園　会社案内

工場直営店「お茶の郷本店」

併設

2018年11月～

抹茶工場併設
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