商品カタログ

1

せんちゃ

煎茶

天玉シリーズ
厳選した国内産茶葉のみを使用し、味・香りにもこだわりました。

八女玉露入りプレミアム天玉
100g

煎茶天玉
100g

抹茶入り煎茶まろやか天玉
100ｇ

国内産一番摘み茶葉と八女玉露を絶妙
にブレンドした、濃厚な旨みと香りの緑
茶です。

国産茶葉だけを使用した豊かな旨みと
コクのある、土倉こだわりの逸品です。

抹茶入りでまろやかな味わいです。鮮
やかな緑色と甘みの緑茶です。

●商品コード：800021
●JANコード：4904506000211
●入数：30 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：1,000円 ●サイズ：230×80×30㎜

●商品コード：800010
●JANコード：4904506000105
●入数：30 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：500円 ●サイズ：230×80×30㎜

●商品コード：800018
●JANコード：4904506000181
●入数：30 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：1,500円 ●サイズ：230×80×30㎜

ほうじちゃ

焙茶

ゴールデンシリーズ
厳選した国内産茶葉を丁寧に炒り上げました。香ばしい香りとすっきりとした味をお楽しみください。

プレミアムゴールデンほうじ茶
100g

ほうじ茶ゴールデン
100g

玄米入りほうじ茶ゴールデン
120g

一番摘み茶葉を絶妙にブレンド。良質
な茶葉本来の旨みと甘みが特長です。

丁寧に炒り上げた、土倉自慢の香りと
旨み。土倉ロングセラー商品です。

炒りたて玄米の香ばしさと、深炒り茶葉
の甘み。

●商品コード：800030
●JANコード：4904506000303
●入数：30 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：500円 ●サイズ：290×85×40㎜

●商品コード：800025
●JANコード：4904506000259
●入数：30 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：300円 ●サイズ：290×85×40㎜

●商品コード：800028
●JANコード：4904506000280
●入数：30 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：300円 ●サイズ：290×85×40㎜

2

せんちゃ

煎茶

産地茶シリーズ
名産地の味わいをお楽しみください。

玉露入り八女茶
100g

鹿児島産深蒸し茶
100g

宇治抹茶入り濃い緑茶
150g

鹿児島産緑茶ゆたかみどり
150g

渋味を抑えた芳醇な甘味。

濃くまろやかな味わい。

●商品コード：805256
●JANコード：4904506052562
●入数：30 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：1,000円
●サイズ：230×80×30㎜

●商品コード：805255
●JANコード：4904506052555
●入数：30 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：500円
●サイズ：230×80×30㎜

強火の火入れ製法で仕上げ
た国産茶葉に、宇治抹茶を
ブレンドしました。

甘く強気香が特徴のゆたかみ
どりは、渋みが少なく旨みがあ
り、口当たりの良い緑茶です。

●商品コード：801800
●JANコード：4904506018001
●入数：30 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：400円
●サイズ：230×85×30㎜

●商品コード：805254
●JANコード：4904506052548
●入数：10 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：600円
●サイズ：250×85×40㎜

げんまいちゃ

玄米茶

抹茶入玄米茶
抹茶に国内産緑茶と香ばしく炒った玄米をブレンドし、風味豊かに仕上げました。

抹茶入玄米茶まろやか
100g

抹茶入玄米茶マイルド緑
200g

ゴールデン抹茶入玄米茶
170g

吟味した国内産茶葉に、玄米は良質な
うるち米を使用し、上質な抹茶で仕上
げた香ばしくまろやかな味わいです。

国内で栽培された緑茶と香ばしく炒り上
げた玄米も色鮮やかな抹茶をほどよくブ
レンドしました。

緑茶と炒った玄米をブレンドし、まろや
かな抹茶で仕上げました。

●商品コード：809102
●JANコード：4904506091028
●入数：30 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：300円 ●サイズ：220×80×30㎜

●商品コード：800071
●JANコード：4904506000716
●入数：10 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：300円 ●サイズ：250×80×35㎜

●商品コード：800027
●JANコード：490450600273
●入数：30 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：300円 ●サイズ：300×85×40㎜

3
ふんまつ

粉末

手軽で便利なパウダータイプの商品をご用意致しました。

香ばし緑茶パウダー
50ｇ

寿司屋のあがり粉末緑茶
50g

簡単便利に、お湯でも水でもすぐ溶ける
「緑茶パウダー」です。

さっと溶ける粉末タイプで、おうちで手
軽にお寿司屋さんの「あがり」を楽し
めます。

●商品コード：809740
●JANコード：4904506097402
●入数：30 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：500円 ●サイズ：170×120×40㎜

●商品コード：818018
●JANコード：4904506180180
●入数：60 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：420円 ●サイズ：170×120×40㎜

すてぃっく緑茶
0.5ｇ×30本

スウィーツ抹茶
85ｇ

お湯でも、水でも、簡単に本格緑茶を
お楽しみいただけます。

土倉厳選の宇治抹茶に北海道産の砂糖
を使 用した、お 菓 子 作りに 最 適 なス
ウィーツ抹茶です。

●商品コード：818011
●JANコード：4904506180111
●入数：30 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：500円 ●サイズ：110×110×50㎜

●商品コード：818015
●JANコード：4904506180159
●入数：30 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：500円 ●サイズ：170×110×45㎜

土倉パウダージャスミン茶
30g

土倉パウダールイボスティー
30g

華やかな香りと爽やかな味わいのパウ
ダータイプのジャスミンティーです。

ホットでもアイスでも、サッと溶けて手軽
に 飲 めるパウダータイプ の ルイボス
ティーです。

●商品コード：818030
●JANコード：4904506180302
●入数：30 ●賞味期限：24ヶ月
●価格：600円 ●サイズ：120×160×10㎜

●商品コード：818031
●JANコード：4904506180319
●入数：30 ●賞味期限：24ヶ月
●価格：600円 ●サイズ：120×160×10㎜

よつ葉乳業とのコラボ商品
商品の特徴

従来の商品にはない、3つの
「北海道」
！

1

作り手のこだわり！

2

原料のこだわり！

3

製造のこだわり！

生まれも育ちも北海道! よつ葉乳業とお茶の土倉のコラボ商品
北海道産の乳原料・砂糖と、北の茶匠厳選の抹茶を使用
安心の北海道製造！北海道の工場で製造しています

北海道コラボ抹茶ラテ
15ｇ×4袋

●商品コード：818013 ●JANコード：4904506180135
●入数：48 ●賞味期限：12ヶ月 ●価格：オープン価格
●サイズ：125×95×40㎜

4

ティーバック

T B

国内産の茶葉にこだわり、味や香りを大切にパックしました。

緑茶ティーバッグ
TB2g×20袋
さわやかな味わいが特長のティーバッグです。
●商品コード：809220 ●JANコード：4904506092209 ●入数：40
●賞味期限：12ヶ月 ●価格：300円 ●サイズ：80×120×70㎜

ほうじ茶ティーバッグ
TB2g×20袋

大入り緑茶ティーバッグ
TB2ｇ×50袋
さわやかな味わいが特長のティーバッグです。
●商品コード：809240 ●JANコード：4904506092407 ●入数：40
●賞味期限：12ヶ月 ●価格：500円 ●サイズ：130×160×75㎜

炒りたての香ばしい香りが特長のティーバッグです。
●商品コード：809221 ●JANコード：4904506092216 ●入数：40
●賞味期限：12ヶ月 ●価格：300円 ●サイズ：80×120×70㎜

抹茶入玄米茶ティーバッグ
TB2g×20袋
抹茶の風味と綺麗な水食、玄米の香ばしい香りが楽しめる
ティーバッグです。
●商品コード：809222 ●JANコード：4904506092223 ●入数：40
●賞味期限：12ヶ月 ●価格：300円 ●サイズ：80×120×70㎜

土倉北海道産大地の恵み
3.5g×TP40袋
北 海 道 産 の 麦、黒 豆、とうきびを使
用し、北 海 道 の 原 料 にとことんこだ
わった風味豊かな味わいのティーパッ
クです。
3種類すべて、北海道産原料100％使用！
3種類から選べて飽きないバラエティタイプ！
ノンカフェインで女性やお子さまも安心！
●商品コード：809145
●JANコード：4904506091455
●入数：20 ●賞味期限：24ヶ月
●価格：500円 ●サイズ：260×155×40㎜

大入りほうじ茶ティーバッグ
TB2ｇ×50袋
炒りたての香ばしい香りが特長のティーバッグです。
●商品コード：809241 ●JANコード：4904506092414 ●入数：40
●賞味期限：12ヶ月 ●価格：500円 ●サイズ：130×160×75㎜

大入り玄米茶ティーバッグ
TB2ｇ×50袋
抹茶の風味と綺麗な水色、玄米の香ばしい香りが楽しめる
ティーバッグです。
●商品コード：809242 ●JANコード：4904506092421 ●入数：40
●賞味期限：12ヶ月 ●価格：500円 ●サイズ：130×160×75㎜

大人の贅沢緑茶ティーバッグ
TB2ｇ×10袋
携帯に便利なコンパクトサイズ。飲みき
りタイプで贅沢なひとときを…。
●商品コード：809280
●JANコード：4904506092803
●入数：30 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：300円 ●サイズ：190×120×50㎜

カップ用バラエティーティーバッグ
TB2ｇ×25袋

カップ用バラエティーティーバッグ
TB2ｇ×6 袋

ホットでお楽しみいただける、
カップ用バラエティーティーバッグです。

手軽に３種類の味が楽しめる、カップ用
バラエティーティーバッグの小袋タイプです。

●商品コード：809249
●JANコード：4904506092490
●入数：30 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：400円 ●サイズ：250×170×20㎜

●商品コード：809244
●JANコード：4904506092445
●入数：50 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：150円 ●サイズ：160×115×10㎜

5
みずだ

水出し
（温冷共用）

徳用タイプも各種取り揃えております。

水出し緑茶
ＴＰ3.5ｇ×55袋

水出し緑茶
ＴＰ3.5ｇ×10袋

国産茶葉 100％使用。すっきり爽やかな
味わいです。

国産茶葉 100％使用。すっきり爽やかな
味わいです。

●商品コード：809226
●JANコード：4904506092261
●入数：20 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：500円 ●サイズ：270×155×60㎜

●商品コード：809245
●JANコード：4904506092452
●入数：50 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：150円 ●サイズ：200×105×40㎜

水出しほうじ茶
ＴＰ3.5ｇ×55袋

水出しほうじ茶
ＴＰ3.5ｇ×10袋

国産茶葉 100％使用。香ばしく甘い味
わいです。

国産茶葉 100％使用。香ばしく甘い味
わいです。

●商品コード：809227
●JANコード：4904506092278
●入数：20 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：500円 ●サイズ：270×155×60㎜

●商品コード：809246
●JANコード：4904506092469
●入数：50 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：150円 ●サイズ：200×105×40㎜

水出し抹茶入玄米茶
ＴＰ3.5ｇ×55袋

水出し抹茶入玄米茶
ＴＰ3.5ｇ×10袋

国産茶葉 100％使用。抹茶入りでまろ
やか、香り香ばしい味わいです。

国産茶葉 100％使用。抹茶入りでまろ
やか、香り香ばしい味わいです。

●商品コード：809228
●JANコード：4904506092285
●入数：20 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：500円 ●サイズ：270×155×60㎜

●商品コード：809247
●JANコード：4904506092476
●入数：50 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：150円 ●サイズ：200×105×40㎜

水出しバラエティーパック
ＴＰ3.5ｇ×55袋
大好評の選べてうれしいバラエティパッ
クのお得な大袋タイプです。
●商品コード：809229
●JANコード：4904506092292
●入数：20 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：500円 ●サイズ：270×155×60㎜

水出しバラエティーパック
ＴＰ3.5ｇ×10袋
ホットでもアイスでも、２種類の味が楽し
めるティーパック。携帯に便利な小袋タ
イプ。
●商品コード：809248
●JANコード：4904506092483
●入数：50 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：150円 ●サイズ：200×105×40㎜

6

ティーバック
むぎちゃ

麦茶

厳選した国内産の麦を遠赤四度焙煎で丁寧に味と香りを引き出しました。

北海道産麦茶
ＴＰ8ｇ×30袋

冷水用四度遠赤焙煎麦茶
ＴＰ8ｇ×54袋

北海道産麦100％使用。お湯出しはも
ちろん水出しでもご利用できます。

国内産大麦を遠赤四度焙煎で丁寧に味
と香りを引出しました。

●商品コード：809178
●JANコード：4904506091783
●入数：20 ●賞味期限：24ヶ月
●価格：400円 ●サイズ：240×130×60㎜

●商品コード：809182
●JANコード：4904506091820
●入数：15 ●賞味期限：24ヶ月
●価格：280円 ●サイズ：290×155×70㎜

ちゅうごくちゃ

中国茶

水でもお湯でも簡単手軽にご利用できる烏龍茶です。

黒烏龍茶
TP4g×52袋

烏龍茶ドラゴン
ＴＰ4ｇ×50袋

ポリフェノールを通常の烏龍茶に比べて
多く含んでおり、味や色が濃い烏龍茶
です。

さわやかな香り、すっきりした味わいの
烏龍茶です。

●商品コード：809237
●JANコード：4904506092377
●入数：30 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：500円 ●サイズ：250×155×60㎜

●商品コード：801032
●JANコード：4904506010326
●入数：12 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：400円 ●サイズ：250×155×60㎜

とくよう

徳用

徳用タイプも各種取り揃えております。

おばあちゃん家の
たっぷり緑茶 300ｇ
国内産の茶葉を 100％使用した、さわ
やかで香ばしい緑茶です。
●商品コード：801801
●JANコード：4904506018018
●入数：15 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：600円 ●サイズ：290×150×40㎜

くき焙茶
280g

独特な香ばしい香りとさっぱりとした後
味。国産茶葉100％使用の深みのある
味。
●商品コード：800008
●JANコード：4904506000082
●入数：6 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：500円 ●サイズ：270×150×40㎜

キングパックパールほうじ茶
300g
国産茶葉にこだわり、丁寧に深く炒り
上げることにより、渋みの少ない香ばし
いほうじ茶に仕上げました。
●商品コード：805004
●JANコード：4904506050049
●入数：15 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：500円 ●サイズ：345×140×50㎜

抹茶入り玄米茶
400ティーバック
ｇ

深炒りの玄米と国内産茶葉をブレンド
し、まろやかな抹茶で仕上げた抹茶入
玄米茶です。
●商品コード：802800
●JANコード：4904506028000
●入数：6 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：500円 ●サイズ：250×180×80㎜

7

かんこうよう

観光用

ティーセレクション

北海道ティーセレクションギフト

贅沢な 4 種類のセット♪
北海道のお土産や大切な方への贈り物に最適です！
●商品コード：819479 ●JANコード：4904506194798 ●入数：6
●賞味期限：ハマナス・ハッカ・ラベンダー12ヵ月、
とうきび24ヶ月
●価格：オープン価格 ●サイズ：290×240×50㎜

北海道ティーセレクション
ハマナス緑茶ティーバッグ
ＴＢ2ｇ×5袋

石狩産ハマナスと厳選された国
産緑茶の豊かな香りが特長です。
※㈱土倉は、石狩海浜植物保護セ
ンターのハマナス再生プロジェクト
に協力しています。
●商品コード：819475
●JANコード：4904506194750
●入数：20 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：オープン価格
●サイズ：110×105×25㎜

北海道ティーセレクション
ハッカ緑茶ティーバッグ
ＴＢ2ｇ×5袋
オホーツク産和種ハッカと厳
選された国産緑茶の爽やか
な味わいが特長です。
●商品コード：819476
●JANコード：4904506194767
●入数：20 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：オープン価格
●サイズ：110×105×25㎜

北海道産流氷むぎ茶ティーバッグ
ＴＢ10ｇ×10袋
オホーツク網走管内で栽培された二条
麦のみを厳選し、遠赤四度焙煎により
丁寧に味と香りを引き出すことで、麦茶
本来の自然の味わいをお楽しみいただ
くことができます。
●商品コード：809175
●JANコード：4904506091752
●入数：30 ●賞味期限：24ヶ月
●価格：370円 ●サイズ：180×140×30㎜

北海道ティーセレクション
ラベンダー緑茶ティーバッグ
ＴＢ2ｇ×5袋

北海道ティーセレクション
とうきび茶ティーバッグ
ＴＢ1.8ｇ×5袋

上富良野産ラベンダーと厳選
された国産緑茶の安らぎを感
じる香りが特長です。

北海道産のとうきびのこうば
しい香りと、すっきりとした味
わいが特長です。

●商品コード：819477
●JANコード：4904506194774
●入数：20 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：オープン価格
●サイズ：110×105×25㎜

●商品コード：819478
●JANコード：4904506194781
●入数：20 ●賞味期限：24ヶ月
●価格：オープン価格
●サイズ：110×105×25㎜

（富士山缶）国産抹茶パウダー
50ｇ

原料まるごと北海道こんぶ茶
50g

国産抹茶を使用した、スウィーツ抹茶で
す。世界遺産の富士山をデザインした
お洒落な缶入り。

使用原料は全て北海道産。化学調味料
保存料無添加。

●商品コード：819471
●JANコード：4904506194712
●入数：30 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：1,000円 ●サイズ：80×80×80㎜

●商品コード：898310
●JANコード：4904506983101
●入数：60 ●賞味期限：24ヶ月
●価格：500円 ●サイズ：110×70×70㎜
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蘭字シリーズ

明治時代の輸出ラベル「蘭字」を再現しました。
厳選した国内茶葉に抹茶をブレンドしまろやかな味わいに仕上げました。
2014年 第24回 シールラベルコンテスト
経済産業省 商務情報政策局長賞 受賞
2014年 第26回 世界ラベルコンテスト
レタープレス
（カラープロセス）
グランプリ受賞

抹茶入り日本茶蘭字缶（翠）
80ｇ

抹茶入り日本茶蘭字缶（朱）
80ｇ

●商品コード：819465
●JANコード：4904506194651
●入数：50 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：1,000円 ●サイズ：120×80×80㎜

●商品コード：819466
●JANコード：4904506194668
●入数：50 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：1,000円 ●サイズ：120×80×80㎜

ご当地シリーズ
多国語表記で外国人観光客のお土産に最適。

ご当地（ＰＴ１）抹茶入日本茶ティーバッグ（道央版） ご当地（ＰＴ２）抹茶入日本茶ティーバッグ（全道版）
ＴＢ２ｇ×６袋
ＴＢ２ｇ×６袋
●商品コード：819460 ●JANコード：4904506194606
●入数：50
●賞味期限：12ヶ月 ●価格：500円 ●サイズ：260×250×5㎜

個別シリーズ

●商品コード：819461 ●JANコード：4904506194613 ●入数：50
●賞味期限：12ヶ月 ●価格：500円 ●サイズ：260×250×5㎜

ご当地ティーパックが観光地別のパッケージでリーズナブルな価格になりました。
函館のみ、北海道新幹線 PR キャラクター” どこでもユキちゃん” 付パッケージとなっています。
〈共通〉●入数：30

●賞味期限：12ヶ月 ●価格：オープン価格

ご当地（ニセコ）
抹茶入日本茶ティーバッグ
ＴＢ2ｇ×3袋
●商品コード：819456
●JANコード：4904506194569

ご当地（函館）
抹茶入日本茶ティーバッグ
ＴＢ2ｇ×3袋
●商品コード：819462
●JANコード：4904506194620

ご当地（札幌）
抹茶入日本茶ティーバッグ
ＴＢ2ｇ×3袋
●商品コード：819463
●JANコード：4904506194637

ご当地（オホーツク）
抹茶入日本茶ティーバッグ
ＴＢ2ｇ×3袋
●商品コード：819458
●JANコード：4904506194583

ご当地（洞爺湖）
抹茶入日本茶ティーバッグ
ＴＢ2ｇ×3袋
●商品コード：819467
●JANコード：4904506194675

●サイズ：95×80×20㎜

ご当地（小樽）
抹茶入日本茶ティーバッグ
ＴＢ2ｇ×3袋
●商品コード：819457
●JANコード：4904506194576

ご当地（旭川）
抹茶入日本茶ティーバッグ
ＴＢ2ｇ×3袋
●商品コード：819459
●JANコード：4904506194590

ご当地（十勝）
抹茶入日本茶ティーバッグ
ＴＢ2ｇ×3袋
●商品コード：819498
●JANコード：4904506194989
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ギフト

御中元・御歳暮など、様々な場面で贈りたい日本茶ギフトです。

有機煎茶ギフト STR-30

（有機栽培煎茶80g×２）
農薬や化学肥料を一切使用せず「有機栽培」にこだわった
煎茶のギフトセットです。
●商品コード：813588 ●JANコード：4904506135883
●入数：6 ●賞味期限：9ヶ月 ●価格：3,000円
●サイズ：200×165×90㎜

風雅伝承ー30

（玉露50ｇ・かぶせ茶50ｇ・抹茶入り煎茶120ｇ）
上質な「玉露」と「かぶせ茶」にまろやかな風味の「抹茶
入り煎茶」をセットしました。
●商品コード：813608 ●JANコード：4904506136088
●入数：6 ●賞味期限：9ヶ月 ●価格：3,000円
●サイズ：175×185×80㎜

ノベ ル ティ

風雅伝承ー50

（玉露50ｇ・かぶせ茶50ｇ・抹茶入り煎茶120ｇ・煎茶120ｇ）
上質な「玉露」と「かぶせ茶」にまろやかな風味の「抹茶
入り煎茶」をセットしました。
●商品コード：813609 ●JANコード：4904506136095
●入数：6 ●賞味期限：9ヶ月 ●価格：5,000円
●サイズ：175×270×80㎜

名入れ可能なノベルティ商品です

北海道原料にこだわり、名入りもできる商品をご用意しました。

北海道産とうきび茶
1.8ｇ×3袋

北海道産原料を使用した簡単便利
なティーパックをご用意しました。
名入れも可能となっております。
●商品コード：819481
●JANコード：4904506194811
●入数：100 ●賞味期限：24ヶ月
●価格：150円
●サイズ：120×80×5㎜

北海道産むぎ茶
1.8ｇ×3袋
北海道産原料を使用した簡単便利
なティーパックをご用意しました。
名入れも可能となっております。
●商品コード：819480
●JANコード：4904506194804
●入数：100 ●賞味期限：24ヶ月
●価格：150円
●サイズ：120×80×5㎜

名入れプリント位置

名入れ対応について
名入れの場合は1,000個以上からの
発注とさせていただきます。
名入れは単色となります。
色は下記8色よりお選びいただけます。
黒

白

草

赤

紫

濃草

茶

青

※「名入れ」
の場合、納品にはデータご提出から3～4週間かかります
（名入れが無い場合は1週間程度）。
ロゴを印刷する場合はaiデータ
（イラストレータ）
のご提供をお願い致します。
無い場合はPDFデータでも対応可能です。
※商品の下地によって、印刷の色が変わることがありますのでご了承ください。
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いりょうよう

医療用

とろみつきほうじ茶パウダー
飲み込む機能が衰えた人でも安心して飲めるお茶

イメージキャラクター
とろみちゃん

お茶屋がつくった
とろみほうじ茶パウダー
1ｇ×10本

お茶屋がつくった
とろみほうじ茶パウダー
1ｇ×60本

お茶屋がつくった
とろみほうじ茶パウダー
800ｇ

●商品コード：810334
●JANコード：4904506103349
●入数：60 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：オープン価格
●サイズ：200×120×40㎜

●商品コード：810331
●JANコード：4904506103318
●入数：30 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：オープン価格
●サイズ：140×80×110㎜

●商品コード：810330
●JANコード：4904506103301
●入数：12 ●賞味期限：12ヶ月
●価格：オープン価格
●サイズ：330×220×110㎜

簡単・便利
①一度で「簡単」「手間いらず」！
溶かすだけなので手間が掛かりません。

とろみつき
ほうじ茶の
つくりかた

②顆粒タイプでさっと溶けてダマになりにくい！
水でもお湯でも大丈夫です。
③とろみの強さ 1 ～ 3 までを使用量に応じて
「美味しく」入れられます。

一 度とろみがつくと粘 度 が
便利！ 長 期 間 安 定 するため、
とろみ 茶の作り置きもO K !
※一日置くとお茶の風味が損なわれますので、出来る限り
その日の内に使い切っていただくことをお勧めします

スプーンでめやす
の量（※）を茶碗に
入れます

茶碗に約100㎖の
お水またはお湯を
入れます

1杯

（スプーン）

（2g）
スプーンを
傾けると流れ落ちる

1.5杯

（3g）

スプーンを傾けると
とろとろと流れ落ちる

とろみがつくまで
かきまぜて
出来上がり♪

2杯

（4g）
スプーンを傾けても、
形状がある程度保たれ流れにくい

送料（税別）

北海道内の配送につきましては、お買い上げ金額5,000円以上（税別）
で、送料無料となります。
5,000円未満の場合、
または北海道外の場合、下記の送料がかかります。

北海道内に限り
5,000円以上（税別）
で

送料無料

エリア

都道府県

①北海道

北海道

400円

②北東北

青森、秋田、岩手

750円

③南東北

宮城、山形、福島

850円

④関東・信越

東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城
栃木、群馬、山梨、新潟、長野

900円

⑤北陸・中部

富山、石川、福井、静岡、愛知、三重、岐阜

1,000円

⑥関西

大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫

1,200円

⑦中国

岡山、広島、山口、鳥取、島根

1,380円

⑧四国

香川、徳島、愛媛、高知

1,480円

⑨九州

福岡、佐賀、長崎、大分、宮崎、鹿児島

1,580円

⑩沖縄

沖縄

1,890円

※代引きの場合、別途代引手数料300円（税別）がかかります
※11時30分迄にご注文頂きました商品は、当日出荷とさせて頂きます

社

名

本 社 所 在 地

〒003-0803
北海道札幌市白石区菊水三条5丁目5-18
TEL
（011）811-5121／FAX（011）
811-5146

営 業 拠 点

旭川店：旭川市錦町19丁目2166
TEL
（0166）52-9503

FAX
（0166）59-2043

帯広店：帯広市西12条北3丁目1-71 ㈱伊藤園帯広支店内
TEL&FAX（0155）35-3117
北見店：北見市卸町1丁目10-1 ㈱伊藤園北見支店内
TEL&FAX（0157）36-3133

http://www.tsuchikura.co.jp/

送料（税別）

