テイスティー・紅茶卸売り価格表（2017年4月現在）
品名

商品コード

茶園/グレード

商品説明

冬季の雨不足、春の低温で茶摘が遅れた中で、丁寧に手
摘みされ中国種にしては大き目の茶葉で作られた、フラワリー
FTGFOP1-CHINA-SPECIAL でフルーティーな味わいの紅茶です。3月23日製造。
（2017年春摘み）
東部丘陵地帯ティースタ・バレーにあり、標高610ｍの南向き
ファーストフラッシュ･ダージリン 10112-33 Mission Hill茶園 DJ-4
斜面で、いち早く茶摘みを始め、特に今年は大柄の茶葉で
（2016年春摘み）
SFTGFOP1-SPL
香りも高く、味わい深い紅茶です。3月5日製造。
王道キャッスルトンの初期ロット。緑みのかった茶葉で水色は
ファーストフラッシュ･ダージリン 10112-35 Castleton茶園 DJ-5
金色、春摘みらしい爽やかな渋みと香り、とろみをもつ紅茶で
FTGFOP1-SPECIAL-CHINA す。3月26日製造。
（2016年春摘み）
冷涼な高原で栽培された中国種の茶葉で作られた、爽やか
ファーストフラッシュ･ダージリン 10112-36 Thurbo茶園 DJ-13
な味わいの紅茶です。同じ茶園のクローナル種の茶葉より、メ
FTGFOP1-SPECIAL-CHINA ローな味わいとなっています。3月21日製造。
（2016年春摘み）
ファーストフラッシュ･ダージリン 10112-37 Thurbo茶園 DJ-2

ダ セカンドフラッシュ･ダージリン 10122-67 Thurbo茶園 DJ-277
｜ (2016年夏摘み)
FTGFOP1-MUSCATEL
ジ
リ セカンドフラッシュ･ダージリン 10122-68 Castleton茶園 DJ-168
ン (2016年夏摘み)
FTGFOP1-MUSCAT

ドアーズCTC

(2016年夏摘み)

10452-25 Ａｔａｌ茶園
Broken Pekoe
10452-26 Matidhar茶園
BOPSM

○

○
○
○
○
○
○
〇

名門茶園らしい、穏やかな中にも紅茶らしい渋みを持つ紅
茶。スイーツとの相性が抜群。6月14日製造。

〇

昔ながらのチェストに入って届いた紅茶。ふんわり仕上げられ
たムーンライトには珍しく、茶葉を多めに使うと今風のマスカテ
(2016年夏摘み)
FTGFOP1 MOONLIGHT ル仕上げに近い味わいです。6月29日製造。在庫僅少。
Moonlightと同じようにふんわり仕上げられ、昔ながらの木箱に
セカンドフラッシュ･ダージリン 10122-70 Singbulli茶園 DJ-350
入って届いたプレミアムなダージリンです。味わいはフラワリーで
(2016年夏摘み)
FOPGOLD
爽やか。8月10日製造。
オータムナル･ダージリン
10132-20 Castleton茶園 DJ-517 例年より気温が低く収量が落ちた中での希少な秋摘みで
す。CL-TIPらしい爽やかなあっさり系ダージリンでとろみもあり
(2016年秋摘み）
FTGFOP1-CL-TIP
ます。11月15日製造。
例年より気温が低く収量が落ちた中での希少な秋摘みで
オータムナル･ダージリン
10132-21 Thurbo茶園 DJ-1019
す。爽やかな柑橘系の風味と、とろみを持つ飲みやすいダージ
(2016年秋摘み）
FTGFOP1(CL)
リンです。
プレミアム・アッサム
10262-78 Halmari Clonal茶園 O-416 ハルマリのダブルG(GTGFOP)はハルマリ･ゴールドとして人気の
あるティッピーなアッサムの最高峰です。味わいも日本人好み
（2016年夏摘み）
GTGFOP1
の逸品。5月28日製造。
ブラーマプトゥラ川南岸シブサガルの紅茶です。ゴールデンチッ
プレミアム・アッサム
10262-79 Lukwah茶園 O-359
プがふんだんに入った紅茶にしては渋みも控えめ、微かにチョコ
（2016年夏摘み）
SFTGFOP1(SPL)
レートフレーバーも持つ紅茶です。6月17日製造。
ブラーマプトゥラ川南岸東部ディブルガル産で、ティッピーな紅
プレミアム・アッサム
10262-81 Manohari茶園 O224
ア
茶。赤く美しい水色、バランスの良い味わいの高品質なアッサ
SFTGFOP1(CL)
ムです。8月5日製造。
ッ （2016年夏摘み）
サ ヴィンテージ・アッサム
ブラーマプトゥラ川北岸ラキンプルにある歴史の古い茶園の紅
10262-76 Harmutty茶園 O102
茶です。甘い味わいで、ストレートティーにも向いています。在
ム
（2016年夏摘み）
STGFOP1(S)
庫僅少。5月6日製造。
ブラーマプトゥラ川南岸東部ティンスキアの紅茶です。水色は
ヴィンテージ・アッサム
10262-77 Oaklands茶園 OR82
明るめですが、濃厚なお菓子にも負けず、ミルクティーにも向
（2016年夏摘み）
STGFOP1
いています。5月16日製造。
ブラーマプトゥラ川北岸、ブータンと国境を接するダランの紅茶
アッサムCTC
10242-22 Majuli茶園 C-955
です。ヒマラヤの麓と言いながら、海抜87ｍです。CTCの中で
（2016年秋摘み）
BOP
は粒が最大のグレードになります。9月20日製造。
標高1,800ｍ、レインフォレスト認証茶園の紅茶で橙色の水
ヴィンテージ・ニルギリ
10352-40 Chamraj茶園 L-278
色、ニルギリらしい柑橘系の香りと爽やかな味わいで後味は
（2017年冬摘み）
FOP
ウッディーです。2月11日製造。
茶園は国営で橙色の水色、レジェンド品種と謳うだけあり大
ヴィンテージ・ニルギリ
10352-41 Tiger Hill茶園 2433T
振りな茶葉でカカオのようなモルティーな香りとダージリン系の
LEGEND CL OP(SPECIAL) 味わいです。2月13日製造。
（2017年冬摘み）
ニルギリで歴史と名声を誇る茶園の紅茶です。橙色の澄み
ヴィンテージ・ニルギリ
10352-36 Chamraj茶園 L-516
ニ
切った水色、メローでフラワリー、とろみもあり上品な味わいで
FOP
す。2月8日製造。
ル （2016年冬摘み）
ギ ヴィンテージ・ニルギリ
ニルギリで歴史と名声を誇る茶園の紅茶です。橙色の澄み
10352-37 Chamraj茶園 L-528
切った水色、メローでフラワリー、とろみもあり上品な味わいで
リ
（2016年冬摘み）
FOP
す。2月21日製造。
南インドのグリーンティー専用茶園で限定生産されたLONG
プレミアム・ニルギリ
10352-39 Billmalai茶園 #357
DING TEAです。大きめの茶葉が美しいので、ガラスのポットで
AVATAA LONG DING TEA 演出できます。3月29日製造。（500gｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ）
（2016年春摘み）
標高1670ｍ、19世紀初頭から評価の高い茶園で、橙色の
ニルギリBOP
10362-09 Kodanad茶園 E-992
水色、ニルギリらしいすっきりした味わいのオーソドックス製法の
（2017年冬摘み）
CL BOP
BOPです。2月21日製造。

残留
農薬
検査

○

最初はメローに感じても、飲み進むうちにダージリンの後味が
しっかりでています。6月15日製造。

セカンドフラッシュ･ダージリン 10122-69 Thurbo茶園 DJ-408

ド
ア （2016年夏摘み）
｜ ドアーズCTC
ズ

茶園証明
・
衛生証明
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〇
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

西ベンガル州ダージリン県の紅茶。粒はやや細かめ。北インド
風本格ミルクティー向き。

○

西ベンガル州ダージリン県の最大規模茶園の紅茶。美しく仕
上げられた締まったCTCです。北インド風本格ミルクティー向
き。

○

○

テイスティー・紅茶卸売り価格表（2017年4月現在）
品名

茶園/グレード

商品コード

商品説明

インド北東部旧シッキム王国の海抜1200-1800mの高地の
官営茶園で作られた紅茶です。メローで飲みやすく、価格も
（2015年夏摘み）
FTGFOP1-CLONAL
リーズナブルです。6月5日製造。
東部ダンクタ産。グレード名は名峰マカル山にちなむ。茶葉が
ファーストフラッシュ・ネパール 10652-18 Kuwapani茶園 KP-2
緑色でふんわり仕上げられており、水色は橙色で味わいはま
（2016年春摘み）
Makalu Tippy Special
ろやか、とろみの強い紅茶。3月28日製造。
ネ
東部ダンクタ産。茶葉がふんわり仕上げられており、ダージリン
パ セカンドフラッシュ・ネパール 10652-19 Kuwapani茶園 KP-18
を思わせる。茶葉をやや少なめ、蒸らし時間を2倍にすると味
｜ （2016年夏摘み）
Makalu Tippy Special
わい深い。6月5日製造。
ル
セカンドフラッシュ・ネパール 10652-20 Mist Valley茶園 MVEX-10 東部イラム産。茶葉はフラワリー。すっきりしてややシャープな
味わい。最近の平均的なダージリンよりもダージリンの風味を
（2016年夏摘み）
SFTGFOP1-TIPPY
持つ。5月27日製造。

シッ
キ
ム

セカンドフラッシュ・シッキム

プレミアム・ヌワラリヤ

10552-04 Temi茶園 SK-17

11252-14 Mahagastotta茶園

（2016年夏摘み）
クウォリティー・ウバ

BOP
11052-08 Bandara Eliya茶園

（2016年春摘み）
プレミアム･ディンブラ

ス
リ
ラ
ン
カ

BOP
11152-22 Great Western茶園

（2017年春摘み）
プレミアム･ディンブラ

BOP
11152-21 Troup茶園

（2016年春摘み）
クウォリティー・キャンディー

BOP
11362-12 Orange Field製茶場

（2016年夏摘み）
クウォリティー・キャンディー

BOP
11362-13 Craighead茶園

（2016年夏摘み）
クウォリティー・ルフナ

OP1
11562-06 Rain Forest茶園

（2016年春摘み）
ケ クウォリティー・ケニア
ニ
ア （2016年夏摘み）
ダージリン・クウォリティー・ブレンド

FBOP
14052-04 Kangaita製茶場
BP1
10172-32

ダージリン･ベイシック・ブレンド 10172-34 FTGFOPブレンド
ダージリン・エキストラ・ブレンド 10172-27

ブ
レ ヒマラヤン･ブレンド2015
ン
アッサム・OPブレンド2016
ド

5年ぶりに入荷したメントール非着香ウバです。ウバ本来の甘
い香があります。バドゥラ地区標高1,566mの高地の広大で歴
史のある茶園。5月2日製造。
海抜1448mのハイグロウンのディンブラです。好天続きで高品
質でオークション価格が高騰した中でも雨が降り出す直前に
製造された貴重な紅茶です。1月17日製造。
ディンブラながらヌワラエリヤ地区に近いハイグロウンの産地で、
歴史のある茶園です。雑味が全く無く、とろみや甘みもあり、
香り高い茶葉です。2月13日製造。
西部ミディアムグロウン、ガンポラにある製茶会社で700軒の茶
農家から茶葉を買い、高品質な茶葉で受賞歴。しっかりした
味ながら濁りのないアイスティーにも。6月30日製造。
南にアダムスピークを望む風光明媚な高原のミディアムグロウ
ン。茶葉のサイズは大きく、重みがあります。フルーティーな味
わいの紅茶です。9月上旬製造。
スリランカ南部のカラワナ地区の標高600ｍの茶園の紅茶で
す。濃いミルクティーにして甘いお菓子と相性が抜群。5月4日
製造。
赤道直下、ケニア山の南斜面、高度2000mにある茶園の紅
茶です。粒はやや細かめ。ミルクティー向き。6月製造。
手頃なブレンドながら、ダージリン独特の芳香があり、渋みや
青臭さが少ない、高品質な定番紅茶です。クウォリティーブレ
ンドは1kg真空パック。エキストラ・ブレンドは20ｋｇバルク真空
包装のみ。プレミアム・ブレンド、クウォリティー・ブレンドはともに
完売。ベイシック・ブレンドセカンドフラッシュのみのブレンド。

10572-05 FTGFOPブレンド

ダージリン、シッキム、ネパールの特製ブレンドです。香り高く、
ダージリンよりダージリンらしい味わいで飲みやすい紅茶。

10272-07 TGFOPブレンド

濃く赤い水色でミルクティー向きのしっかりした味わいです。
濃く赤い水色でミルクティー向きの大粒なCTCです。

ディンブラBOP2016

11172-09 BOPブレンド

日本人がイメージする紅茶の味、レギュラーティーとして最適。

アールグレイ2017

39072-12 BOPブレンド

セイロン・ハイグロウン・ブレンドの紅茶にベルガモットのフレー
バーを着香した、味わい深いフレーバーティーです。新価格

00000-43 50g クラフトスタンドパック
00000-41 22ｇ瓶 5本セット

○

○

○

○

明るい水色、フラワリーでさわやかなヌワラエリヤを代表する茶
園の紅茶です。9月上旬製造。

アッサム・CTCブレンド2016 10242-21 CTC BOPブレンド

マ チャイ・マサラ（スタンド）
サ
ラ チャイ・マサラ（ガラス瓶）

茶園証明
・
衛生証明

隠れた人気商品のチャイ・マサラのブレンドがリニューアル。容
器も従来のガラス瓶に加えて、クラフト・スタンドパックが新登
場。ガラス瓶はそのままふりかけ易い5穴内蓋付きです。

①業務用商品は別途消費税、送料がかかります、但し税抜き1万5千円以上ご注文の場合送料無料。
北海道、沖縄、離島はご注文合計税抜き２万円以上のご注文で送料無料となります。
②受注後、納期は御連絡致しますが、１-5kg単位の場合はおおむね3日（土日祝日を挟む場合は4日）でお届けします。
③サンプルパック（6-12g）を用意していますので、ご請求ください。但し、追加サンプルは有償とさせていただきます。
④１アイテム5kg以上の場合は別途お見積致します。納期もご確認ください。
⑤お支払いは郵便振替または銀行振込みで承ります。 （但し、初回お取引は代金引換、または前払いでお願い致します。）
NEW TEA CO.LTD日本総代理店 有限会社tastea 担当 山口
〒466-0033 愛知県名古屋市昭和区台町2-30 TEL: 052-842-6177 FAX: 0566-95-3200 e-mail: service@tastea.com

○

○

○

○

残留
農薬
検査

