
No.1 No.2
商品名 商品名

製造者 ｻﾝﾌｰｽﾞ 商品画像 製造者 ｻﾝﾌｰｽﾞ 商品画像

品名 緑茶（清涼飲料水） 品名 烏龍茶（清涼飲料水）

原材料 緑茶・ビタミンC 原材料 烏龍茶・ビタミンC 

産地 静岡県産 産地 中国産（福建省）

内容量 ２０００ｍｌ 内容量 ２０００ｍｌ

ｹｰｽ入数 ６本入 ｹｰｽ入数 ６本入

賞味期限 １０ヶ月 賞味期限 １２ヶ月

定価 ３5０円 定価 ３００円

JANコード 4900110006212 JANコード 4900110006236

ｹｰｽJAN 4900110006229 ｹｰｽJAN 4900110006243

ITFコード 14900110006219 ITFコード 14900110006233

【商品特徴】 【商品特徴】

単品サイズ 幅110x奥90x高さ310 単品サイズ 幅110x奥90x高さ310

単品重量 2100g 単品重量 2100g

ｹｰｽｻｲｽﾞ 幅330x奥190x高さ320 ｹｰｽｻｲｽﾞ 幅330x奥190x高さ320

総重量 13.5kg 総重量 13.5kg

No.3 No.4
商品名 商品名

製造者 ｻﾝﾌｰｽﾞ 商品画像 製造者 ｻﾝﾌｰｽﾞ 商品画像

品名 緑茶（清涼飲料水） 品名 烏龍茶（清涼飲料水）

原材料 緑茶・ビタミンC 原材料 烏龍茶・ビタミンC 

産地 静岡県産 産地 中国産（福建省）

内容量 ２０００ｍｌ 内容量 ２０００ｍｌ

ｹｰｽ入数 ６本入 ｹｰｽ入数 ６本入

賞味期限 ９ヶ月 賞味期限 １２ヶ月

定価 ３００円 定価 ３００円

JANコード 4900110006007 JANコード 4900110006014

ｹｰｽJAN 4900110006021 ｹｰｽJAN 4900110006038

ITFコード 0104900110006006 ITFコード 0104900110006013

【商品特徴】 【商品特徴】

単品サイズ 幅110x奥90x高さ310 単品サイズ 幅110x奥90x高さ310

単品重量 2100g 単品重量 2100g

ｹｰｽｻｲｽﾞ 幅330x奥190x高さ320 ｹｰｽｻｲｽﾞ 幅330x奥190x高さ320

総重量 13.5kg 総重量 13.5kg

No.5 No.6
商品名 商品名

製造者 アップトラスト 商品画像 製造者 アップトラスト 商品画像

品名 緑茶（清涼飲料水） 品名 烏龍茶（清涼飲料水）

原材料 緑茶・ビタミンC 原材料 烏龍茶・ビタミンC 

産地 静岡県産 産地 中国産（福建省）

内容量 ２０００ｍｌ 内容量 ２０００ｍｌ

ｹｰｽ入数 ６本入 ｹｰｽ入数 ６本入

賞味期限 ９ヶ月 賞味期限 １２ヶ月

定価 ３００円 定価 ３００円

JANコード 4562223891019 JANコード 4562223891033

ｹｰｽJAN 4562223891026 ｹｰｽJAN 4562223891040

ITFコード 14562223891016 ITFコード 14562223891030

【商品特徴】 【商品特徴】

単品サイズ 幅110x奥90x高さ310 単品サイズ 幅110x奥90x高さ310

単品重量 2100g 単品重量 2100g

ｹｰｽｻｲｽﾞ 幅330x奥190x高さ320 ｹｰｽｻｲｽﾞ 幅330x奥190x高さ320

総重量 13.5kg 総重量 13.5kg

●本品使用の茶葉は厚生労働省

彦左衛門(ﾋｺｻﾞｴﾓﾝ)　２ℓ 王烏龍茶(ﾜﾝｳｰﾛﾝﾁｬ)　２ℓ

本品は厳選された静岡産茶
葉を100%使用し､お茶の旨
味を引き出す為､深蒸茶葉
に抹茶をブレンドし､更に
湯温度､抽出時間を研究し
た本格緑茶です。香味豊な
味わいをお試しください。

本品は厳選された中国福建
省安渓産の茶葉を使用し､
国内製造しました。湯温
度･抽出時間を研究し渋み
を抑え､ｺｸのある本格烏龍
茶に仕上げました。耐熱性ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ使用 ●本品使用の茶葉は厚生労働省

の農薬使用検査合格品です

耐熱性ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ使用

の農薬使用検査合格品です

の農薬使用検査合格品です

農家のお茶(ﾉｳｶﾉｵﾁｬ)　２ℓ 烏龍茶　(ｳｰﾛﾝﾁｬ)　２ℓ

緑茶(ﾘｮｸﾁｬ)　２ℓ 烏龍茶　(ｳｰﾛﾝﾁｬ)　２ℓ

本品は厳選された静岡産茶
葉を100%使用し、その特性
を活かす為、湯温度、抽出
時間を研究し、本来の香
り･甘み･渋みが出るように
作られた本格緑茶です。

本品は厳選された中国福建
省安渓産の茶葉を使用し､
国内製造しました。湯温
度･抽出時間を研究し渋み
を抑え､ｺｸのある本格烏龍
茶に仕上げました。耐熱性ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ使用

商品案内　　　　緑茶・烏龍茶２ℓペット

耐熱性ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ使用

耐熱性ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ使用

本品は厳選された静岡産茶
葉を100%使用し、その特性
を活かす為、湯温度、抽出
時間を研究し、本来の香
り･甘み･渋みが出るように
作られた本格緑茶です。

本品は厳選された中国福建
省安渓産の茶葉を使用し､
国内製造しました。湯温
度･抽出時間を研究し渋み
を抑え､ｺｸのある本格烏龍
茶に仕上げました。耐熱性ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ使用 ●本品使用の茶葉は厚生労働省

休売品 休売品 



No.7 No.8
商品名 商品名

製造者 ｻﾝﾌｰｽﾞ 商品画像 製造者 ｻﾝﾌｰｽﾞ 商品画像

品名 緑茶（清涼飲料水） 品名 麦茶（清涼飲料水）

原材料 緑茶・ビタミンC 原材料 六条大麦･乳化剤

産地 静岡県産 産地 国産

内容量 ２０００ｍｌ 内容量 ２０００ｍｌ

ｹｰｽ入数 ６本入 ｹｰｽ入数 ６本入

賞味期限 １０ヶ月 賞味期限 １２ヶ月

定価 ３5０円 定価 ３００円

JANコード 4900110006168 JANコード 4900110006281

ｹｰｽJAN 4900110006175 ｹｰｽJAN 4900110006298

ITFコード 14900110006165 ITFコード 14900110006288

【商品特徴】 【商品特徴】

単品サイズ 幅110x奥90x高さ310 単品サイズ 幅65x奥65x高さ205

単品重量 2100g 単品重量 530g

ｹｰｽｻｲｽﾞ 幅330x奥190x高さ320 ｹｰｽｻｲｽﾞ 幅280x奥418x高さ210

総重量 13.5kg 総重量 13.0kg

No.9 No.10
商品名 商品名

製造者 ｻﾝﾌｰｽﾞ 商品画像 製造者 ｻﾝﾌｰｽﾞ 商品画像

品名 緑茶（清涼飲料水） 品名 緑茶（清涼飲料水）

原材料 緑茶・ビタミンC 原材料 緑茶・ビタミンC 

産地 静岡県産 産地 静岡県産

内容量 500ｍℓ 内容量 500ｍℓ

ｹｰｽ入数 ２４本入 ｹｰｽ入数 ２４本入

賞味期限 ９ヶ月 賞味期限 １０ヶ月

定価 １４０円 定価 １４０円

JANコード 4900110006045 JANコード 4900110006144

ｹｰｽJAN 4900110006069 ｹｰｽJAN 4900110006151

ITFコード 0104900110006042 ITFコード 14900110006141

【商品特徴】 【商品特徴】

単品サイズ 幅65x奥65x高さ205 単品サイズ 幅65x奥65x高さ205

単品重量 530g 単品重量 530g

ｹｰｽｻｲｽﾞ 幅280x奥418x高さ210 ｹｰｽｻｲｽﾞ 幅280x奥418x高さ210

総重量 13.0kg 総重量 13.0kg

No.11 No.12
商品名 商品名

製造者 ｻﾝﾌｰｽﾞ 商品画像 製造者 ｻﾝﾌｰｽﾞ 商品画像

品名 烏龍茶（清涼飲料水） 品名 麦茶（清涼飲料水）

原材料 烏龍茶・ビタミンC 原材料 六条大麦･乳化剤

産地 中国産（福建省） 産地 茨城県産

内容量 500ｍℓ 内容量 500ｍℓ

ｹｰｽ入数 ２４本入 ｹｰｽ入数 ２４本入

賞味期限 １２ヶ月 賞味期限 １２ヶ月

定価 １４０円 定価 １４０円

JANコード 4900110006052 JANコード 4900110006182

ｹｰｽJAN 4900110006076 ｹｰｽJAN 4900110006199

ITFコード 14900110006059 ITFコード 14900110006189

【商品特徴】 【商品特徴】

単品サイズ 幅65x奥65x高さ205 単品サイズ 幅65x奥65x高さ205

単品重量 530g 単品重量 530g

ｹｰｽｻｲｽﾞ 幅280x奥418x高さ210 ｹｰｽｻｲｽﾞ 幅280x奥418x高さ210

総重量 13.0kg 総重量 13.0kg

耐熱性ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ使用

彦左衛門　濃口茶(ﾋｺｻﾞｴﾓﾝ ｺｲｸﾁﾁｬ)　２ℓ

本品は厳選された静岡産茶
葉を100%使用し､通常品よ
り茶葉量を多くし､低温63
度で時間をかけ､じっくり
抽出し､濃くて深い味わい
に仕上げたお茶通のお茶で
す。

本品は国産六条大麦を100%
使用し､程よく焙煎した麦
を純水仕立て製法によっ
て､香ばしいすっきりした
喉ごしの良い麦茶に仕立て
た商品です。耐熱性ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ使用 耐熱性ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ使用

王烏龍茶(ﾜﾝｳｰﾛﾝﾁｬ)　500ｍℓ

彦左衛門　(ﾋｺｻﾞｴﾓﾝ)　500mℓ 彦左衛門　混濁仕立て(ﾋｺｻﾞｴﾓﾝ ｺﾝﾀﾞｸｼﾞﾀﾃ)　500mℓ

本品は厳選された静岡産茶
葉を100%使用し､お茶の旨
味を引き出す為､深蒸茶葉
に抹茶をブレンドし､更に
湯温度､抽出時間を研究し
た本格緑茶です。香味豊な
味わいをお試しください。

本品は厳選された静岡産茶
葉を100%使用し､通常品より
茶葉量を多くし､低温60度で
時間をかけ､じっくり抽出
し､旨味成分を残す為、一部
濾過工程を省き､混濁仕立て
に仕上げたお茶です。

耐熱性ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ使用

本品は厳選された中国福建
省安渓産の茶葉を使用し､
国内製造しました。湯温
度･抽出時間を研究し渋み
を抑え､ｺｸのある本格烏龍
茶に仕上げました。

本品は本場茨城県六条大麦
を100%使用し､程よく焙煎
した麦を純水仕立て製法に
よって､香ばしいすっきり
した喉ごしの良い麦茶に仕
立てた商品です。●本品使用の茶葉は厚生労働省 耐熱性ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ使用

の農薬使用検査合格品です

耐熱性ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ使用

商品案内　　　　緑茶・烏龍茶・麦茶　２ℓ・５００ｍｌﾍﾟｯﾄ

休売品 

休売品 



No.13 No.14
商品名 商品名

製造者 ｻﾝﾌｰｽﾞ 商品画像 製造者 ｻﾝﾌｰｽﾞ 商品画像

品名 緑茶（清涼飲料水） 品名 烏龍茶（清涼飲料水）

原材料 緑茶・ビタミンC 原材料 烏龍茶・ビタミンC 

産地 静岡県産 産地 中国産（福建省）

内容量 ３４０ｇ 内容量 ３４０ｇ

ｹｰｽ入数 ２４本入 ｹｰｽ入数 ２４本入

賞味期限 １２ヶ月 賞味期限 １２ヶ月

定価 １２０円 定価 １２０円

JANコード 4900110006083 JANコード 4900110006090

ｹｰｽJAN 4900110006106 ｹｰｽJAN 4900110006113

ITFコード 14900110006080 ITFコード 14900110006097

【商品特徴】 【商品特徴】

単品サイズ 幅65x奥65x高さ125 単品サイズ 幅65x奥65x高さ125

単品重量 350g 単品重量 350g

ｹｰｽｻｲｽﾞ 幅280x奥410x高さ130 ｹｰｽｻｲｽﾞ 幅280x奥410x高さ130

総重量 8.6kg 総重量 8.6kg

No.15
商品名

製造者 ｻﾝﾌｰｽﾞ 商品画像

品名 水（深井戸水）

原材料 烏龍茶・ビタミンC 

産地 山梨県甲州市

内容量 ２０００ｍｌ

ｹｰｽ入数 ６本入

賞味期限 ２４ヶ月

定価 ２３０円

JANコード 4900110006120

ｹｰｽJAN 4900110006137

ITFコード 14900110006127

【商品特徴】

単品サイズ 幅110x奥90x高さ310

単品重量 2100g

ｹｰｽｻｲｽﾞ 幅280x奥230x高さ320

総重量 13.5kg

硬度 22mg/L（軟水）

Ph値 7.8

富士川源流天然水（ﾌｼﾞｶﾞﾜｹﾞﾝﾘｭｳﾃﾝﾈﾝｽｲ）２ℓ

本品は富士川源流である秩
父山系の金峰山を水源地と
しています。その程よくミ
ネラルが溶け込んだ水を地
下数百ﾒｰﾄﾙの井戸から採水
し加熱殺菌処理した､ﾐﾈﾗﾙ
豊富な天然ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰです

彦左衛門　(ﾋｺｻﾞｴﾓﾝ)　340g 王烏龍茶(ﾜﾝｳｰﾛﾝﾁｬ)　340g

本品は厳選された静岡産茶
葉を100%使用し､お茶の旨
味を引き出すため､湯温度･
抽出時間を研究した本格緑
茶です。香味豊な味わいを
お試しください。

本品は厳選された中国福建
省安渓産の茶葉を使用し､
国内製造しました。湯温
度･抽出時間を研究し渋み
を抑え､ｺｸのある本格烏龍
茶に仕上げました。●本品使用の茶葉は厚生労働省

商品案内　　　　緑茶・烏龍茶３４０ｇ缶・天然水２ℓペット

耐熱性ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ使用

の農薬使用検査合格品です

休売品 


