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ひとりおそく起きた朝、ふたりのんびりとしたランチタイム、みんなあつまって午後のティータイム。どんなと
きにも気軽にたのしめる国産茶葉ブランドができました。100%国産の「きちんとおいしい」和のフレーバー
ティー。さぁ、ひといきついておいしいお茶を飲みましょう。have a GOOD TEA. おたのしみください。

年々国内消費が減少している日本茶。年々人口
が減少している農業従事者。その一方で農業
分野で挑戦する若く志の高い農業者が各地に
増え始めています。そんな若手茶生産農家と
の出会いから have a GOOD TEA は始まり
ました。震災以降、消費者の食品に対する意
識は高まっています。しかし安全性が担保され
ているにもかかわらず未だに輸出が禁止されて
いるお茶も存在します。日本茶の国内消費を
高めることが日本の農家の一助になる。未来
の茶業界のためには現在の若年層に向けた日
本茶商品が必要不可欠。そう考えた私たちは、
多くの人に日常的に楽しんでもらえる国産の紅
茶ブランドを作ろうと開発をスタートしました。

未来の日本茶文化をつくる
国産茶葉ブランド

埼玉県産の小江戸紅茶、静岡県産の川根紅茶、島
根県産の出雲紅茶、鹿児島県産の知覧紅茶。その
中でも本格的な紅茶づくりに挑戦している若く志の
高い生産者さんから買い付けた、4種の国産茶葉を
それぞれの特徴を生かしてブレンドしています。渋
みが少ない和紅茶は砂糖やミルクがなくてもやさし
い甘みを感じる、海外の紅茶にはない特徴を持っ
ています。そこに国産フルーツの酸味や甘みを掛け
算したフレーバーティーは和紅茶の味わいに調和し
て飲みやすく奥深い味わいに仕上がりました。

宇治抹茶、八女抹茶、西尾抹茶、河越抹茶、
それぞれの産地の特徴を活かした抹茶ラテをご
用意しております。「香」「味」「色」その土地、
その生産者でなければ作れない茶葉がありま
す。産地の壁を飛び越え、各産地を代表する生
産者が作る良質で特徴的な茶葉を厳選し使用し
ています。抹茶を知り尽くした熟練の職人がそ
れらの茶葉の個性を見極めセレクトしました。

選び抜かれた 4種の茶葉をブレンドした
オリジナルブレンド和紅茶

きちんとおいしい国産茶葉
産地を味わう、
産地を選べる抹茶ラテ

埼玉県西部地区で生産された河越茶をじっく
りと焙煎してつくられた上質なほうじ茶。香り
高いほうじ茶と濃厚なミルクの相性を追求し
て誕生したほうじ茶ラテ。香ばしさと柔らか
い甘みが調和したほっとする味わいが口の中
に広がる棒ほうじ茶をラインナップ。
「河越茶」が作られている埼玉県西部地区一
帯は国内の大規模な茶産地として北限に位置
しています。他の茶産地に比べ厳しい冬を越
すため旨味が凝縮され、まろやかな甘味とコ
クのある味わい深いほうじ茶に仕上がります。

じっくりと焙煎したほうじ茶

have a GOOD TEAの桜紅茶、夜桜ハーブティー
のパッケージデザインが、国際デザインアワードである 
A’Design Award 2021にて銅賞を受賞いたしまし
た。A’ Design Award & Competitionは、優れた
デザイナー、デザインコンセプト、プロダクト、サービ
スを表彰する世界最大級のコンペティションです。

国際デザインアワードを受賞

受賞者：岡田俊樹（グラフィックデザイナー）
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日本茶をみんなの当たり前にしたい。高価で一部の人に愛されるも
のではなく、気軽に楽しんでもらえるブランドをつくろう。「ちょうど
よく」「きちんと美味しい」国産茶葉。私たちは多くの人に日常的に
楽しんでもらえるブランドを目指しています。



使用例
（左上）ホット抹茶ラテ ・ほうじ茶ラテ ／（右上）抹茶かき氷宇治金時 
／（左中）ダルゴナコーヒー風ほうじ茶ラテ・抹茶ラテ ／（右下）ほ
うじ茶・抹茶タピオカミルクティー ／（左下）アイス抹茶ラテ

have a GOOD TEA のティーラテは無添加・無着色。国産
茶葉の風味を生かしたスペシャリティラテ。抹茶ラテは宇治
抹茶、八女抹茶、河越抹茶など日本全国の抹茶からミルクと
相性の良いものを厳選し使用しています。ほうじ茶ラテはミル
クに合うよう熟練の茶師により高度な火入れ技術で丁寧に仕
上げたオリジナルほうじ茶を使用しています。ほうじ茶特有の
焦げ香がミルクに溶け込み、芳ばしい風味がクセになる自慢
のほうじ茶ラテです。少量のお湯で溶きミルクを注ぐだけで
ホットでもアイスでも手軽に美味しいティーラテをお召し上がり
いただけます。

カフェ、飲食店のメニューにおすすめ
抹茶ラテ、ほうじ茶ラテ

業務用ラテ
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LATTE LINE UP
産地を味わう、産地を選べる抹茶ラテ

生産国
賞味期限
梱包状態
商品サイズ
内容量

日本
6ヶ月
クラフト袋
W160mm x H270mm x D 70mm
500g



ミニパック 業務用パックボックス

2.5g×1包 2.5g×50包ー

●

缶

2.5g×8包

● ●

業務用リーフ

250g

●×

ミニパック 業務用パックボックス

2.5g×1包 2.5g×50包ー

●

缶

2.5g×8包

● ●

業務用リーフ

250g

●×

ミニパック 業務用パックボックス

2.5g×1包 2.5g×50包2.5g×5包

●

缶

2.5g×8包

● ●

業務用リーフ

250g

●●

ミニパック 業務用パックボックス

2.5g×1包 2.5g×50包2.5g×5包

●

缶

2.5g×8包

● ●

業務用リーフ

250g

●●

ミニパック 業務用パックボックス

2.5g×1包 2.5g×50包2.5g×5包

●

缶

2.5g×8包

● ●

業務用リーフ

250g

●●

ミニパック 業務用パックボックス

2.5g×1包 2.5g×50包2.5g×5包

●

缶

2.5g×8包

● ●

業務用リーフ

250g

●●

FLAVOR TEA LIST
厳選した国産原料を使用した多種多様なラインナップをご紹介します。

実の締まった山形りんごのジューシーな香り
とやさしい国産紅茶の風味が広がるフレー
バーティー。色や風味を最大限に活かす独自
製法で作ったドライフルーツをたっぷりと
使用しています。

紅茶：オリジナルブレンド
りんご：山形県産

山形りんご紅茶 Apple Tea

宮城県 (亘理郡 )山元町で生産された高品質
な宮城いちごを独自製法でドライフルーツに
加工し使用しています。甘いいちごの香りと
マイルドな国産紅茶がちょうどいいフレー
バーティーです。

紅茶：オリジナルブレンド
いちご：宮城県産

宮城いちご紅茶 Strawberry Tea

小江戸紅茶は自然で柔らかな風味が特徴の
埼玉県産「日本紅茶」です。旧河越領茶園
で採れた茶葉を厳選し丁寧に紅茶へと仕上
げました。渋みが少なく砂糖なしでもほのか
に甘いほっこり紅茶。

紅茶：埼玉県産

小江戸紅茶 Koedo Black Tea

高知県産柚子の天然香料を使用しています。
お湯を注ぐともぎたての柚子をギュッと絞っ
たような爽やかで豊かな香りが広がりま
す。すっきりとした後味が気分をリフレッ
シュしてくれる have a GOOD TEA 一
押しのフレーバーティーです。

紅茶：オリジナルブレンド
ゆず：高知県産

高知ゆず紅茶 Citoron Yuzu Tea

平安時代より万病の薬として、また日本人の
心として愛されてきた梅。そんな和を代表す
る梅と国産和紅茶をブレンドしました。爽や
かな甘酸っぱい梅の香りと、和紅茶のバラン
スがちょうどいいフレーバーティー。

紅茶：オリジナルブレンド
梅：紀州産

紀州梅紅茶 Ume Tea

出雲産の紅茶品種「べにふうき」をベース
にブレンドした国産紅茶。渋みが少なく、
ほのかに甘いのが特徴です。ぜひミルク
や砂糖を入れずにお召し上がりください。

紅茶：オリジナルブレンド

国産紅茶（オリジナルブレンド） Black Tea

河越抹茶はミルクに負けない力強い風味が
特徴の抹茶です。コクのある抹茶とキレの
良い苦味のある抹茶をブレンドした深みのあ
るビターテイストの大人抹茶ラテ。

原料：砂糖、抹茶（河越産）

河越抹茶ラテ Bitter

缶 業務用パックミニボックス

100g 500gー

● ●×

じっくりと熟成させた茶葉を石臼碾きで丁寧
に仕上げた宇治抹茶を贅沢に使用していま
す。宇治抹茶ならではの「熟成香」が抹
茶のまろやかな旨味を引き立てます 。甘
すぎず上品で高級感のある抹茶ラテです。

原料：砂糖、抹茶（宇治産）

宇治抹茶ラテ Premium Standard Sweet

缶 業務用パックミニボックス

100g 500g12g×5包

● ●●

香り高く濃厚な味わいが特徴の八女抹茶。
宇治とは逆に熟成させず新鮮な茶葉を使用
しているためフレッシュな茶葉の香りが楽し
めます。まるでナッツのような風味が印象的
な nutty 抹茶ラテ。

原料：砂糖、抹茶（八女産）

八女抹茶ラテ Nutty

缶 業務用パックミニボックス

100g 500gー

● ●×

日本有数の生産量を誇る西尾抹茶は深い緑
とおだやかな旨味が特徴。石臼で丁寧に碾
いた西尾抹茶を使用しやわらかな口当たりで
ふんわり甘い、やさしい sweet 抹茶ラテに
仕上げました。

原料：砂糖、抹茶（西尾産）

西尾抹茶ラテ Sweet

缶 業務用パックミニボックス

100g 500gー

● ●×

ミルクに合うよう熟練の茶師により高度な火入れ技術で丁寧に仕上げたオ
リジナルほうじ茶を使用しています。ほうじ茶特有の焦げ香がミルクに溶
け込み、芳ばしい風味がクセになる自慢のほうじ茶ラテです。

原料：砂糖、ほうじ茶

河越ほうじ茶ラテ Hojicha Latte

缶 業務用パックミニボックス

100g 500g12g×5包

● ●●
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LATTE LINE UP
使い方、バリエーション豊富な抹茶ラテ、ほうじ茶ラテ



ミニパック 業務用パックボックス

2.5g×1包 2.5g×50包2.5g×5包

●

缶

2.5g×8包

● ●

業務用リーフ

250g

●●

ミニパック 業務用パックボックス

2.5g×1包 2.5g×50 包ー

●

缶

2.5g×8包

● ●

業務用リーフ

250g

●×

ミニパック 業務用パックボックス

ー 500gー

×

缶

ー

× ●

業務用リーフ

ー

××

ミニパック 業務用パックボックス

2g×1包 2g×50 包2g×15包

●

缶

2g×8包

● ●

業務用リーフ

200g

●●

ミニパック 業務用パックボックス

2.5g×1包 8g×30 包ー

●

缶

2.5g×8包

● ●

業務用リーフ

250g

●×

ミニパック 業務用パックボックス

2.5g×1包 2.5g×50包2.5g×5包

●

缶

2.5g×8包

● ●

業務用リーフ

250g

●●

ミニパック 業務用パックボックス

2.5g×1包 2.5g×50包2.5g×5包

●

缶

2.5g×8包

● ●

業務用リーフ

250g

●●

ミニパック 業務用パックボックス

2.5g×1包 2.5g×50包2.5g×5包

●

缶

2.5g×8包

● ●

業務用リーフ

250g

●●

ミニパック 業務用パックボックス

2.5g×1包 2.5g×50包2.5g×5包

●

缶

2.5g×8包

● ●

業務用リーフ

250g

●●

ミニパック 業務用パックボックス

2.5g×1包 2.5g×50包2.5g×5包

●

缶

2.5g×8包

● ●

業務用リーフ

250g

●●

レモングラスにバタフライピー、桜の葉をブ
レンドした水色のハーブティー。レモンやラ
イムなどの果汁を入れると、青から紫、ピン
クへと色の変化が楽しめます。りんごのドラ
イフルーツも入っているのでほんのり甘く飲
みやすいハーブティーです。

原料：レモングラス、バタフラ
イピー、桜の葉、りんご、香料

夜桜ハーブティー Yozakura Herb Tea

農林水産大臣賞を何度も受賞している熟練
の茶師により丁寧に仕上げられた自慢のほう
じ茶。8g のティーバッグになっているため
沸かしたお湯にそのまま入れるだけで手軽に
美味しいほうじ茶を作ることができます。

原料：茶

河越ほうじ茶 Houji-cha

炊いて炒った玄米に高級河越抹茶と河越茶
をブレンドした河越抹茶入り玄米茶。水色は
鮮やかな緑、玄米の香ばしい香りと緑茶の
あまい風味が特徴のお茶です。水出しにして
も美味しくお召し上がりいただけます。

原料：茶、玄米、抹茶

河越抹茶入り玄米茶 Genmai-cha

河越棒ほうじ茶は河越抹茶の原料 ( 碾茶 ) の
茎のみを使用した高級ほうじ茶です。 火入れ
の際、焦げてしまわないように遠赤で茎の芯
からじっくりと加熱しているため、従来のほ
うじ茶に比べ明るい色に仕上がります。焦
げ香を極力抑えることで茎茶本来の
甘い風味を楽しめる、やさしく爽や
かな香りが特徴のほうじ茶です。

原料：茶

河越棒ほうじ茶 Kawagoe Bou Houji-cha

濃厚な抹茶かき氷用のシロップの素。シロッ
プの素とお湯を 1:1 の割合で混ぜ合わせ冷
やすだけで本格抹茶かき氷のシロップの出
来上がり。無添加・無着色、抹茶本来
の風味を楽しみいただけます。

原料：砂糖、抹茶

抹茶かき氷シロップの素 Matcha syrup

沖縄県産の高級マンゴー使用したフレーバー
ティー。完熟したマンゴーのあまくトロピカ
ルな香りで気分は南国。優雅なティータイム
をお楽しみください。

紅茶：オリジナルブレンド
マンゴー：沖縄県産

沖縄マンゴー紅茶 Mango Tea

「桃の王様」と評されている山形県産の川中
島白桃を使用しています。甘味が強く酸味
が少ないのが特徴。そんな高品質の白桃の
濃縮された香りがそのまま詰まったようなフ
レーバーティー。

紅茶：オリジナルブレンド
白桃：山形県産

川中島白桃紅茶 Peach Tea

埼玉県産川越さつまいものフレーバー
ティー。淹れた瞬間に漂うさつまいもの香り
が心和むやさしい紅茶です。ハチミツを入れ
て、スイートポテト風フレーバーとしても
お楽しみいただけます。

紅茶：オリジナルブレンド
さつまいも：川越産

川越さつまいも紅茶 Sweet Potato Tea

ミニパック 業務用パックボックス

2.5g×1包 2.5g×50包ー

●

缶

2.5g×8包

● ●

業務用リーフ

250g

●×

国産レモン日本一の産地である広島県産「瀬
戸内レモン」を使用しています。国産なの
で安心して皮まで食べられます。栄養の詰
まったレモンの皮の軽やかな苦味と酸味
がアクセントとなっている夏に飲みたくな
るフレーバーティーです。

紅茶：オリジナルブレンド
レモン：瀬戸内産

瀬戸内檸檬紅茶 Lemon Tea

国産紅茶に、桜の葉といちごのドライフ
ルーツをブレンドしました。ふわっと広が
る桜の香りに、いちごの甘みがちょうど
いい紅茶です。

紅茶：オリジナルブレンド
他原料：桜の葉、いちご、
　　　　香料

さくら紅茶 Sakura Tea

甘くてジューシーな温州みかんと生姜のスパ
イスがほどよく効いたフレーバーティーです。
体を温めると言われているみかんの皮と、血
行の促進効果が期待できる生姜をブレンドし
ているため、冷え性の方にもオススメです。

紅茶：オリジナルブレンド
生姜：熊本県産
みかん：愛媛県産

生姜温州みかん紅茶 Ginger Mikan Tea

FLAVOR TEA LIST
厳選した国産原料を使用した多種多様なラインナップをご紹介します。
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きちんとおいしい国産茶葉

have a GOOD TEA は日本茶・抹茶のスペシャリティカンパニー株式会社十吉のオリジナルブランドです。
現代にフィットした日本茶文化を共に広めてくれるパートナーを私たちは常に求めています。

CONTACT US
業務用茶葉や小売商品の卸売はメール・お電話にてお気軽にご連絡ください。サンプルもご用意しております。

Japanese Premium Tea Catalog Japanese Premium Tea Catalog

ご注文・お問い合わせ

株式会社 十吉

埼玉県川越市小仙波町 4-16-8

049-270-7213

049-299-4409

info@zikkichi.com

平日 9:30～17:00( 土日祝休み )

会社名

所在地

電話番号

FAX

E-mail

営業時間

発行 2021 年 12 月

Photography : Yuriko Yoda

Art Direction & Design : Toshiki Okada

https://zikkichi.co.jp/

当カタログに掲載している have a GOOD TEA の業務用パックや小売向け商品ラインナップを卸売価格
で購入できる会員制オンラインストアです。新作もぞくぞく追加予定。会員制となっておりますので、卸売の
お申し込みはWebサイト、お電話からご連絡ください。

[ 会員限定 ] 卸売向けオンラインストアを開設しました。

株式会社 十吉 -have a GOOD TEA-

https://zikkichi.co.jp/wholesale/


