テイスティー 小売アイテムリスト その1 （2013年9月現在）
お勧めの飲み方
商品名

イ
ン
ド
の
紅
茶
：
ダ
｜
ジ
リ
ン

イ
ン
ド
の
紅
茶
：
ア
ッ
サ
ム

イ
ン
ド
の
紅
茶

ファーストフラッシュ・ダージリン2013
（2013年春摘み）
ファーストフラッシュ・ダージリン2013
（2013年春摘み）
セカンドフラッシュ･ダージリン2013
(2013年夏摘み)
セカンドフラッシュ･ダージリン2013
(2013年夏摘み)
セカンドフラッシュ･ダージリン2013
(2013年夏摘み)
セカンドフラッシュ･ダージリン2013
(2013年夏摘み)
セカンドフラッシュ･ダージリン2013
(2013年夏摘み)
セカンドフラッシュ･ダージリン2013
(2013年夏摘み)
オータムナル・ダージリン2012
（2011年秋摘み）
オータムナル・ダージリン2012
（2011年秋摘み）
エキストラ・ダージリン2013
(2013年ブレンド)
プレミアム・アッサム2013
(2013年夏摘み)
ヴィンテージ・アッサム
(2013年夏摘み)
ヴィンテージ・アッサム
(2013年夏摘み)
ヴィンテージ・アッサム
(2013年夏摘み)
アッサムCTC
(2013年夏摘み)
プレミアム・ニルギリ2013
(2013年冬摘み)
プレミアム・ニルギリ2013
(2013年冬摘み)
ヴィンテージ・ニルギリ2013
(2013年冬摘み)
ヴィンテージ・ニルギリ2013
(2013年冬摘み)
ニルギリ・ウィンター・スペシャルティー2013
(2013年冬摘み)
ニルギリ・ウィンター・スペシャルティー2013
(2013年冬摘み)
ドアーズCTC2013
（2013年夏摘み）

茶園/等級
グームティー茶園 DJ-1
FTGFOP1
キャッスルトン茶園 DJ-7
FTGFOP1-CHINA-SPECIAL
トゥルザム茶園 DJ-25
SFTGFOP1-CLONAL-DELIGHT
タルボ茶園 DJ-271
FTGFOP1-CL-TIP
グムティー茶園 DJ-54
FTGFOP1
ジュンパナアッパー茶園 DJ-74
FTGFOP1
シンブリ茶園 DJ-329
SFTGFOP1-CL-FLOWERY
ピュッタボン茶園 DJ-292
SFTGFOP1-MOONDROPS
リザヒル茶園 DJ-29
SFTGFOP1CLAUT
マスカテル・バレー茶園
MVDJ23 FTGFOP1
FTGFOPブレンド
シージュリ茶園 O-352A
STGFOP
ハルモティー茶園 O-89
STGFOP1(S)
デラクハット茶園 O-235
STGFOP1
ナムサン茶園 O-207
STGFOP1
マヌバリー茶園
BOP
ビルマライ茶園 #282
AVATAA WHITE TEA
ビルマライ茶園 #284
AVATAA LONG DING TEA
チャムラジ茶園 L392
FOP
グレンデール茶園 ＃790
FOP-SUPREME
ウェルベック茶園
FROST TEA ORGANIC
コンノール茶園
ORGANIC WINTER GREEN
マディダ茶園
BOPSM

商品説明

ミルク レモン スト アレン
ティー ティー レート ジ

ダージリンの主産地カーセオンの東に位置し、ISO9001とHACCP認証を取得。水色は
金色、味はマイルドなので、茶葉は多めにお使いください。3月12日製造。
実質ファーストフラッシュ初回オークションにて落札した紅茶です。3/23製造なのに驚く
事にインボイスNo.が一桁ですが、初摘みのCastletonらしい正統派の味わいです。
セカンドフラッシュのシーズン初頭に作られた、ダージリンらしい味わいです。薫り高く、メ
ローで飲みやすい紅茶です。5月17日製造。
セカンドフラッシュの時期に大雨が降り、品質の低下が著しい茶園が多い中、品質を
回復させて仕上げたCL-TIPです。今期では一押しの品質。6月13日製造。
橙色の水色。渋味の少ない、メローな味わいのダージリンです。嫌味が無いのでハーブ
ティーのベースにも使えます。6月1日製造。

○

○

ナッツの香りを持ち、水色、味とも濃いめのダージリンです。6月22日製造。
水食は濃いめ、ハーバルな香りを持ち、今期では珍しいパンチの効いた、オーガニック茶
園のダージリンです。6月15日製造。
古い歴史を持つ有名茶園の特別製法の美しい紅茶です。フルサイズのチェストにたっ
た12KG詰めでした。味わいはメローです。6月12日製造。
リッシーハットの姉妹茶園で、オーガニック茶園。茶樹とともに花卉栽培にも力をいれて
います。年間製造が約30ロットの希少紅茶。10月29日製造。
海抜1,400mでグムティー茶園の一部をオーガニック農法に切り替えて製造。年間生産
量も少なく、希少紅茶となっています。11月7日製造。
気軽に楽しめるブレンド。ダージリン独特の香りがありながら、渋みや青臭さが少なく、
後味の良い、飲みやすい紅茶です。
ブラーマプトゥラ川北岸、ラキムプル地区の紅茶です。ゴールデンチップを豊かに含み、
すっきりしてメローなストレートティー向きの味わいです。7月8日製造。
アッサムで最も古くからある茶園の一つです。甘いあと味で人気の高い茶園です。ミルク
ティーにもストレートにも向いたバランスの良い味わいです。5月22日製造。
ブラーマプトゥラ川南岸、アッサムの東部ティンスキア地区の紅茶です。濃く赤い水色と
モルティーでしっかりした味わいをもっています。6月4日製造。
ブラーマプトゥラ川南岸、東部ジャイプル地区の紅茶です。すっきりした、メローな味わい
でストレートティー向きです。5月31日製造。
インド東部トリプラ州で５月下旬に製造された、粒が大きめのCTCです。ミルクティー向
き。
南インドのグリーンティー専用茶園で2月12日に限定生産されたWHITE TEAです。ダー
ジリンのWHITE TEAと異なり、ちゃんとした味わいを持っています。
南インドのグリーンティー専用茶園で2月12日に限定生産されたLONG DING TEAで
す。茶葉が美しいので、ガラスのポットで演出できます。
クウォリティー・シーズンのフラワリーなニルギリです。爽やかな渋みとトロミがあります。2/3
製造。
ニルギリの中でも高級茶葉で有名な茶園のクォリティー・シーズンのスタンダードティーで
す。メローで飲みやすい味わいです。アレンジティーにも向いています。2/17製造。
高度2,200-2,400ｍにあり、茶畑はオーガニック農法。ヌワラエリヤのようなフラワリーで
柑橘のような爽やかな味わいの紅茶です。2/26製造。
標高2,100mにあり、工場はHCCAP、ISO22000、環境保全のRainforest Alliance認
証をとっています。中国茶風にガラスのコップで茶葉が開くように淹れてください。2/26製
造。
西ベンガル州ダージリン県のドアーズCTCです。美しく仕上げられた茶葉でミルクティー
向きのすっきりした味わいの紅茶です。7/19製造。

○

○
○
○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○

○

○

価格
50ｇ
\2,000
50g
\1,800
50g
\1,500
50g
\1,500
50g
\1,200
50g
\1,500
50g
\1,400
50g
\1,600
50g
\1,000
50g
\1,000
100g
\1,200
50g
\1,200
100g
\1,400
100g
\1,400
100g
\1,300
100ｇ
\900
30g
\1,200
30g
\1,300
100g
\1,300
100g
\1,200
50g
\1,000
30g
\1,200
100g
\800

テイスティー 小売アイテムリストその2（2013年9月現在）
商品名

ネ
パ
｜
ル

セ
イ
ロ
ン

ファーストフラッシュ・ネパール2013
(2012年春摘み)
セカンドフラッシュ･イラム2013
（2013年夏摘み）
プレミアム・イラム2013
（2013年夏摘み）
オータムナル・ネパール
（2012年秋摘み）
ヴィンテージ・ヌワラエリヤ
（2012年夏摘み）
ヴィンテージ･ディンブラ2013
（2013年夏摘み）
ヴィンテージ・キャンディー2013
（2013年夏摘み）
クウォリティー・ルフナ2012
（2012年夏摘み）
ダージリン・テトラティーバッグ
2.5ｇ
マスカテル・ティーバッグ
2.5ｇ
アッサム・テトラティーバッグ

茶園/等級
グランセ茶園 G-14
Handrolled Floral
ミストバレー茶園
SFTGFOP1-TIPPY
アリヤタラ茶園
SFTGFOP1-GOLDEN TIPS
クワパニ茶園 KP-51
MAKALU CL-TIPPY
コートロッジ茶園
Pek 1
マッタケレ茶園
BOP
クイーンズベリー茶園
FBOP
ポトトゥワ茶園
BOP

2.5ｇ
ディンブラ・テトラティーバッグ
2ｇ
アールグレイ・

お勧めの飲み方
ミル レモ スト アレ
ク
ン レー ンジ

ネパールの東部ダンクタ地方産春摘み茶で、爽やかでフラワリーな味わいです。2013年
のダージリン、シッキム、ネパールの中で最もお勧めの茶園。3月30日製造。
ネパール・イラム地方で人気の高い茶園らしい、端正な味わいですっきりしています。濁
りにくいので、アイスティーにもお勧めです。6月8日製造。
選りすぐりの茶葉で丁寧に作られた、ゴールデン・チップの教科書のようなゴールデン・
チップ。生産量が少ない希少イラム紅茶。6月8日製造。
ネパール・ダンクタ地方の高地産紅茶です。フラワリーで爽やかな味わいです。11月30
日製造。
海抜1,890-2,250ｍ、ヌワラエリヤのシャンパンと言われる有名茶園の紅茶で、橙色の
水色、爽やかな味わいです。＊クリーニング済み
標高1,300mハイグロウンの名門茶園のディンブラです。春分頃のディンブラらしい、オー
○
ソドックスな味わいの紅茶です。

○

○
○

○

すっきりとして嫌味のない紅茶です。アレンジティーにも向いています。
モルティーではっきりした渋みを持つミルクティー用の紅茶です。硬度が高い水に向いて
います。

○

○

○
○

○

○

○

○

FTGFOPブレンド

ダージリン独特の芳香があり、渋みや青臭さが少ないブレンドの贅沢なティー
バッグです。ディンブラと人気を二分しています。

○

マスカテルブレンド
FTGFOP1-MUSC

セカンドフラッシュらしい力強さ、甘い味わいととろみを持つ最高級ダージリンで作った贅
沢なティーバッグです。

○

TGFOPブレンド

濃く赤い水色、程よい渋みとボディーがありながら、シャープな味わいのアッサム
○
で作ったミルクティー用ティーバッグです。

○

T 2.5ｇ
E ドアーズ・テトラティーバッグ
A
B （ミルクティー用）3.5ｇ
A
ニルギリ・ティーバッグ
G

商品説明

アタル茶園
BOPSＭ
チャムラジ茶園
FOP
ラクサパーナ茶園
BOP
BOPブレンド

テトラティーバッグ 2.0ｇ
ティーバッグセット3500
ダージリン＋ディンブラ
ティーバッグセット4800
ダージリン＋アッサム+ディンブラ

・価格は全て消費税込みです。
・ご注文合計2,000円未満は全国一律送料300円。
ご注文合計\2,000以上の場合は定形外郵便送料は無料です。
・代金は商品に同封する郵便振替用紙で後払いです。
・代金引換郵便をご希望の場合は手数料300円をご負担ください。
・ご注文合計\5,000未満で宅急便による発送は別途料金がかかります。

美しく仕上げられたドアーズCTCで作ったミルクティー用のマグカップ用ティー
バッグです。本格チャイにもむいています。

○

ニルギリには珍しいオーソドックス製法の紅茶です。すっきりした渋みとフルー
ティでほのかに甘みを感じさせる味わいです。

○

○

○

濃く赤い水色、心地よい渋みをもち、日本人にとってもっとも紅茶らしい味わいの
○
ディンブラで作った一番人気のティーバッグです。

○

○

セイロン・ハイグロウン・ブレンドの紅茶にカプセルタイプのベルガモットのフレー
バーを着香した贅沢な紅茶です。

○

○

化粧缶入りテトラティーバッグを化粧箱に詰めたギフトセットです。宅急便送料込
みの価格です。

価格
50g
\2,200
50ｇ
\1,200
30g
\1,600
50g
\1,200
100g
\1,300
100ｇ
\1,200
100g
\1,200
100g
\1,000
20bag缶 \1,500
10bag袋 \600
50bag袋 \2,500
20bag缶 \2,400
10bag袋 \1,000
20bag缶 \1,400
12bag袋 \600
50bag袋 \2,250
20bag缶 \1,400
12bag袋 \600
50bag袋 \2,250
20bag缶 \1,400
15bag袋 \600
50bag袋 \2,250
25bag缶 \1,300
15bag袋 \600
50bag袋 \1,750
25bag缶 \1,500
12bag袋 \600
50bag袋 \2,250
\3,500
\4,800

NEW TEA CO.LTD（インド）日本総代理店

有限会社tastea
〒466-0033 名古屋市昭和区台町2-30
TEL: 052-842-6177 FAX: 052-852-2732
URL: http://tastea.com
e-mail: service@tastea.com

おいしい紅茶はテイスティー

