
〒420-0005 静岡市葵区北番町40-21
TEL 054-271-1010　FAX 054-272-1010
http://ameblo.jp/mixcha/

㈱マルヒデ岩崎製茶

一番人気は、静岡茶と掛川茶をブレンドした合組茶（ごう
ぐみちゃ）。漬物、餃子、野菜、冷凍イチゴ、お饅頭、ベーコ

ン、グラタン、
パン、焼き菓
子、豆菓子、
乾物など、静
岡のオイシイ
を集めた、毎
月1日限定の
百貨店です。
ぜひお越しく
ださい。

詰め放題1本 600円（税込）

〒420-0018 静岡市葵区土太夫町27
TEL 054-252-2098　FAX 054-251-5258
http://www.maekin-tea.com/　http://kinzaburo.com/

㈱前田金三郎商店

〒422-8032 静岡市駿河区有東1-7-29
TEL＆FAX 054-288-3882
http://www.clasicall.com

静岡茶・紅茶・コーヒー豆の専門店 くらしかる

今年の静岡茶おすすめ商品
毎月1日開催 
マルヒデ百貨店

新茶の季節。日本茶もいいけど、健康茶も最近は種類が
豊富になりました。そん
な中でも、認知度が高
いルイボスティー。各種
ミネラルが豊富で、健
康、美容のほか、免疫
力アップを気にされてい
る方にもオススメです。
桃の香りをプラスして、
飲みやすさもアップ。暑
い時期にはアイスでも
イケます。ティーバッグ
だから扱いも簡単です。
600円（税別）

健康と美味しさ・
桃が香るルイボスティー

開業26年、地域密着型の専門店。5月16日まで新茶セ
ール開催中！100g600円～2,000円。洗練された契約

製茶工場で仕上げ
た川根茶、掛川茶、
天竜茶、牧之原茶
など伝統ある茶産地
で育まれた新茶と静
岡のお土産を多数
取り揃えています。
自家焙煎コーヒーや
輸入紅茶もリーズナ
ブルで人気です。全
国地方発送（送料
格安）も承ります。産地別 通常 100g1,000円（税別）～

産地別新茶＆静岡特産品
セール開催中！

１袋 400～500円（税別）

緑茶には抗ウイルス作用のある「茶カテキン」、紅茶には
抗菌力のある「テアフラビン」が含まれています。準備・片
付けが簡単なティーバッグで、ウイルス対策をしましょう。
もちろん、お味は本格派。新茶の香りをいち早く愉しみたい
という方には、ドリップ茶がオススメ。毎年大人気です。
静岡の香りのする贈り物として、ぜひどうぞ。

〒420-0015 静岡市葵区錦町9
TEL 054-252-2783　FAX 054-255-7120
https://www.kanohchaya.com/

叶茶屋 ［成茶加納㈱］

ティーバッグで
茶・勝て・菌（茶カテキン）



2020年葉桐新商品「鈴子缶静岡丸子新茶３個セッ
ト」。可愛い鈴子缶に入ったギフトです。お茶は一番有名
な品種茶「やぶきた」を使用。摘みたて「旬の香味」をお
楽しみください。母の日限定のラッピングも対応可能♪
母の日ラッピングは、５月６日午前８時までご予約受付中
です。詳しくは葉桐公式HPまで。葉桐→検索。

〒421-0101 静岡市駿河区向敷地1198-1
TEL 054-669-5057　FAX 054-295-6824
http://www.oyaizu.co.jp/gashoan/

雅正庵 おやいづ製茶本店

『金箔抹茶』は、お茶を中
心としたフレーバーのなか
でも、静岡県産の「碾茶（て
んちゃ）」を自社工場で丁寧
に加工した抹茶をふんだん
に使用した一番人気の『本
格濃い抹茶』に、金箔の本
場 金沢市より取り寄せた
およそ10cm四方の金箔が
貼り付けられている、大変
豪華で思わずＳＮＳに投稿
したくなるフォトジェニックな
ジェラートです。

〒422-8076 静岡市駿河区八幡5-6-1
TEL 054-285-5427　FAX 054-286-6958
http://www.naturalkobo.com

㈲ナチュラル工房

〒421-2124 静岡市葵区足久保口組1733-1
TEL 0120-505-418　FAX 054-253-0662
https://hagiricha.com/

㈱葉桐
〒422-8045 静岡市駿河区西島737-1
TEL 054-281-1717　FAX 054-286-3255
www.ocha-unno.co.jp

㈱マルウ海野商店

わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

新茶シーズン到来！
静岡市内で茶業を営む事業所の一部を紹介します。

「あと５キロ抹茶ラテ」は、静岡県産の抹茶を使用した粉
末飲料です。個包装で水でもお湯でも簡単に溶けて便
利。チョイ甘で美味しい抹茶飲料が胃酸の中でゲル化し

ます。小腹が空
いた時やおや
つタイムや置き
換えにも！ダイ
エットサポートに
オススメ。姉妹
品「あと５キロ
珈琲ラテ」も同
時新発売です。
取扱店募集中。
10本 1,200円（税別）

４月新発売！
ダイエットサポートの抹茶ラテ

金箔をあしらった豪華すぎる
抹茶ジェラート

今が旬！みずみずしい
新茶の香りを味わおう

900円（税込）

4,500円
（税込）

農薬も化学肥料も使わず、健康な土壌で丁寧に作られたお
茶、それが静岡の昔ながらの味がする有機栽培茶です。毎年
大好評の牧之原の杉田さん、清水の杉山さんの有機栽培
茶を、今年で有機JAS認証を取得して14年目のマルウ海野
商店がお届けいたします。ティーバッグの有機栽培茶もござ
いますので、お気軽にお問合せください。

牧之原 100g 1,360円（税込）

八十八夜の
有機栽培新茶



せ いしょう ゆ え ん

〒424-00382 静岡市清水区西久保531
TEL 054-366-0501　FAX 054-365-8877
ネットショップ「美味茶ろん」 http://www.cha-nakamura.jp/

㈱中村米作商店
〒424-0401 静岡市清水区中河内4209
TEL＆FAX 054-395-2136
https://seisyouyuenn.jimdofree.com/

清照由苑

10g×6袋＋ミニT/B×2袋 1,080円（税込）

今年の静岡茶おすすめ商品

ひとつ一つ丁寧に手
作りしたデコレーショ
ン・ミニ茶箱と出来立
て新茶をセットにしたギ
フト。大切な方への贈
り物としてはもちろん、
いつも頑張っているご
自身へのご褒美として
も人気です。ミニ茶箱
は、アクセサリーや小
物、大切なものを入れ
て飾ればお部屋をキュ
ートに彩るインテリア
ボックスにもなります。

6,600円（税込）

もらってうれしい
ミニ茶箱と新茶のギフト

〒422-8044 静岡市駿河区西脇292
TEL 054-202-2442　FAX 054-280-4700

㈲お茶のもちづき

牧之原台地の茶畑で作られ、まろやかな味わいと緑の水
色で甘味と渋味がほどよく感じられます。当園自慢の
100g 1,000円（税別）のお茶が２本詰め合わせです。

〒420-0017 静岡市葵区葵町60
TEL 054-255-0970　FAX 054-255-0548
http://senjyuen.jp

創業100年 仙寿園

飲んで美味しい
深蒸し新茶

良質なお茶産地で名高い両河内。山間深い寒暖差の
ある地形が育てるお茶は、香りが豊かで、まろやかな口当
たり、やさしい甘さの後味が特徴的。手摘み八十八夜、
浅蒸し茶、深蒸し茶と贈り物に喜ばれます。電話注文、
静岡伊勢丹にて販売予定です。ぜひお試しください。
（登録商標：山摘美茶 5639231号）

新茶 「山摘美茶」
贈り物におすすめ

いつも飲むお茶は決まっているけど・・・。新茶の時期は、
いろいろなお茶を飲み比べしてみたいという方に！！
光輝・光明・茎茶など６種類の深蒸し茶の一煎パックと便
利な緑茶ティーバッグ（T/B）・ほうじ茶T/Bを可愛らしい
お茶箱の箱に詰めました。６種類の深蒸し茶から今年の
お気に入りの深蒸し茶を見つけてみませんか？

牧之原の豊かな大地で
育まれた深蒸し茶を

八十八夜50ｇ、
深蒸し80ｇ、
浅蒸し80ｇ
各1,000円
（税別）



〒421-1404 静岡市葵区栃沢421
TEL 054-291-2219　FAX 0120-129-418
http://sansuienkiyomi.blog136.fc2.com

山水園

〒420-0071 静岡市葵区一番町80
TEL 054-252-0503　FAX 054-252-1055
http://yamacha.jp/

㈱製茶問屋山梨商店

〒420-0031 静岡市葵区呉服町2-4-3
TEL 054-254-8888　FAX 054-254-8889
ｈｔｔｐ//ｗｗｗ.chikumei.com

㈱竹茗堂茶店

〒420-0011 静岡市葵区安西3-65
TEL 054-271-1352　FAX 054-271-3858
http://hommetea.com/

㈱本目浅吉商店

畑作りからこだわった自然仕立て園で、今年初めて一芽
一芽摘んで丹念に揉み上げました。フレッシュな若葉の

香りが初夏を告げます。
カテキンでウイルス抑制！
【期間限定】５月末までを
予定しておりますが、無くなり
次第終了です。

和紙包み 3,450円（税込）～

わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

新茶シーズン到来！
静岡市内で茶業を営む事業所の一部を紹介します。

やぶきた 自然仕立て 
手摘み茶 「初摘み」

静岡市の山間部で栽培された希少なお茶を原料として、生茶
葉の酵素を利用して発酵を促す特許製法（特許第5198679
号）により、人工香料はいっさい使わず、フルーティーな香りを引

き出しました。一口ごとに広
がる、花のような、果実のよう
な、豊かなしあわせの香り。
清爽感のある上品な味わい
との協奏をお楽しみください。

酵素が生んだ
フルーティーな香り　La香寿

こう じゅ

新茶「薫風仕上げ」この
時期の安倍川流域の本
山産荒茶を中心に「荒仕
上げ」にて製茶したもの
でございます。フレッシュな
新芽の香気を存分にご
賞味いただけますよう、火
入れを控えた「荒仕上げ」
となっておりますので、茶
葉は生葉の名残を色濃く
残しております。この季節
しか出会えない旬の味わ
いをお試しくださいませ。

季節限定の静岡新茶
「薫風仕上げ」

2019年世界緑茶コンテ
スト最高金賞受賞、１８６８
年創業の本目浅吉商店
が伝統と製造技術のもと、
火入れと合組（ブレンド）に
こだわり牧之原産の新茶
を仕上げました。新茶の甘
み、渋みがほどよく調和し
たみずみずしい香り豊かな
新茶です。
静岡伊勢丹にて販売して
おります。

最高金賞受賞記念茶

ティーバッグ 2g10個入り 1,080円（税込）

100g 1,080円（税込）

100g 1,080円（税込）



〒420-0839 静岡市葵区鷹匠2-10-7
TEL 054-260-4775　FAX 054-260-4786
http://www.ochanet.com/chagama/

chagama ［㈱マルモ森商店］
〒420-0015 静岡市葵区錦町19
TEL 054-252-1955　FAX 054-252-0988
http://www.e-cha.jp/

㈱小島康平商店

〒420-0061 静岡市葵区新富町2-24-7
TEL 054-253-7787　FAX 054-253-6246
http://maruka-k.com/

㈲まるか勝山商店

今年の静岡茶おすすめ商品

八十八夜新茶（袋100g・缶100g・ティーバッグ3g×20個） 
金2,000円、桜1,500円、緑1,000円（税別）

「八十八夜新茶」は、八十八夜付近に摘み取った葉で
つくられる特別な新茶です。たっぷり滋味を蓄えた茶葉を
厳選し、初夏のフレッシュな香りをお楽しみいただけます。
ご自宅用からご贈答用まで、幅広くお使いいただけます。
袋詰・缶詰・ティーバッグと用途に合わせてお選びいただ
けるよう、３タイプをご用意しております。

「八十八夜新茶」
この時期だけの３つのこだわり

牧之原台地に広がる一等地の茶畑より、至高の新茶を
お届けします。朝日を浴びる東向きの畑で育った茶葉は、
まろやかで旬の旨味がたっぷり詰まった奥行きのある味
わいが特徴。美しい水色も魅力です。新茶らしい青みを
帯びた爽やかな後味が初夏の訪れを思わせる、五感で

楽しむ新茶
です。

美味しい新茶で
心も身体も元気に！

限定新茶
「葵の風」
100g
1,200円（税別）

静岡茶の高級茶葉の本格的な味わいを気軽に楽しめる
ティーバッグです。
６種類のお茶をご用意しました。（玉露・煎茶・深蒸し煎
茶・抹茶入玄米茶・ほうじ茶・和紅茶）
ＴＰＯに合わせ茶種を選んでお楽しみください。

らくらく銘茶
ティーバッグ（シリーズ）

500円
（税込）

〒420-0031 静岡市葵区呉服町2-8-18
TEL 054-254-2577　FAX 054-251-8346
http://www.koyamaen.co.jp

㈱小山園茶舗

牧之原産の深むし茶を
ベースに、コクのある
深い香りと、まろやかな
味わいに仕上げたお茶
です。
第63回全国茶審査技
術競技大会で農林水
産大臣賞を受賞した当
園の茶師 藤田浩介の
秀逸した感性と技で仕
上げた極上の味わいを
ご賞味ください。

茶師八段
藤田浩介作  深むし新茶

100g 1,500円（税別）



【本件お申込み・お問合せ先】

TEL <054>253-5111　FAX <054>253-5119　E-mail：sing@shizuoka-cci.or.jp
静岡商工会議所 総務部 総務企画課 企画広報室

〒420-0071 静岡市葵区一番町80
TEL 054-255-6361　FAX 054-255-6376
http://ocha-takamori.jp

㈱髙森清八郎商店
〒420-0005 静岡市葵区北番町61-2
TEL 054-271-3355　FAX 054-273-0335
http://www.takezawa-seicha.co.jp

竹沢製茶㈱

わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

新茶シーズン到来！
静岡市内で茶業を営む事業所の一部を紹介します。

シーマ製法抹茶は、画期的な高温加湿熱風方式により
既存の抹茶より香
気が強く、味はまろ
やかです。この製
法は酸化酵素を壊
すので、品質劣化
を防ぎます。抹茶
は世界的に注目さ
れており、現在、フ
ランスに輸出して
好評を博しており
ます。茶のカテキン
は、体の免疫機能
を高めます。

画期的「シーマ製法抹茶」
生粋静岡県産

125g  かぶせ茶 1,620円（税込）、
玉露 3,024円（税込）

お茶の本場でフレーバー？どうして？と思うのは当たり前で
す。でも、飲んだらびっくり！柚子・桃・林檎の果肉たっぷ
り！！国産ミントが爽快！！さらに水出し緑茶には免疫力を高

めるエピガロ
カテキンが
含まれるの
はご存知でし
ょうか？水出
しポットにお
水とお茶で
冷蔵庫にポ
ンと入れ待
つだけで癒し
のひととき！！

フレーバー のお茶なんて… 
と思ってませんか？

希望小売価格 648円（税込）

わが社自慢の商品・サービス紹介コーナーに
掲載してみませんか？ 【会員掲載無料ＰＲページ】

静岡商工会議所では広報誌『Ｓｉｎｇ』を毎月１日に１３，０００部発行しており、この中の
「わが社自慢の商品・サービス紹介コーナー」は、より多くの会員事業所様をご紹介
したいと企画した会員限定掲載無料のページです。
なお、本年度4月号からは情報量を増やすため、従来の１ページ６枠を４枠紹介と
掲載サイズを大きくしました。
つきましては、コストを掛けずに貴事業所自慢の商品・製品・サービス等のＰＲする
ことができますので、下記によりぜひお気軽にご利用ください。

◆掲載サイズ
◆掲 載 要 件

◆申 込 方 法
◆注 意 事 項

１枠 １／４ページ（タテ118mm×ヨコ85mm）
貴事業所自慢の商品・製品・サービス等を紹介するタイトル２０字、ＰＲ文章１５０字程度
とＰＲ用の画像データ１～２点をご提出ください。
ＦＡＸまたはメールにて下記までお申込みください。
申込受付先着順／枠が無くなり次第締切とさせていただきますので、ご希望の月に
掲載できない場合がありますが、あらかじめご了承願います。

情報量拡大のため
掲載スペースが
大きくなりました！


