
粉砕してティーバッグに包装しています。

お子様・ご年配の方など、カフェインを気にされる方にも
安心してお飲みいただけます。

   ☆商品に関するお問い合わせはこちらへ！     〒102-8231　東京都千代田区飯田橋１－４－１　九段ウィズビル６階
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ケース重量 ３．６Ｋｇ

賞味期限 １年 ピースサイズ 150×70×240mm ケースサイズ 255×345×205mm

荷 姿 ケース入数　６ ピース重量 ５３５ｇ

4901135110205

ＩＴＦコード 14901135110202

商品名
フジミネラル麦茶
業務用４８Ｐ　ＭＧ

希望小売価格 オープン
（ ７２０円 ）

ＪＡＮｺｰﾄﾞ
（税抜）

規 格 １０ｇ×４８袋 記 号 ＭＧ４８

ケース重量 ５．５Ｋｇ

賞味期限 １年 ピースサイズ 160×90×190mm ケースサイズ 335×560×210mm

4901135110199
（税抜）

規 格 １０ｇ×３２袋 記 号 ＭＬ３２ ＩＴＦコード 14901135110196

ＪＡＮｺｰﾄﾞ商品名
フジミネラル麦茶Ｌ

３２Ｐ
希望小売価格

５５０円

荷 姿 ケース入数　１２ ピース重量 ４１０ｇ

320×540×190mm

荷 姿 ケース入数　２０ ピース重量 ２１０ｇ ケース重量 ４．７Ｋｇ

賞味期限 １年 ピースサイズ 130×60×170mm ケースサイズ

ＪＡＮｺｰﾄﾞ 4901135110182
（税抜）

規 格 １０ｇ×１６袋 記 号 ＭＳ１６ ＩＴＦコード 14901135110189

海洋深層水粉末と沖縄サンゴカルシウム粉末を表面に塗した焙煎大麦を

麦茶はカフェインを含みません。

商品名
フジミネラル麦茶Ｓ

１６Ｐ
希望小売価格

３００円

フジミネラル麦茶は水出し麦茶の元祖です。

麦茶は手間暇かけてやかんで煮出して作るのが当たり前であった１９６５年（昭和４０年）当時に、「水にポンと入れるだけで

OK！」をキャッチフレーズに冷水ポットの水に麦茶パックを入れるだけで簡単に美味しい麦茶を飲むことができる、「フジミネ

ラル麦茶」を世界で初めて開発・発売しました。

良質なカナダ産の六条大麦を１００％使用しています。

浅煎りと深煎りの焙煎麦をバランスよくブレンドすることで、香ばしさと大麦本来の甘みが感じられる美味しい麦茶が

水出しで手軽にお飲みいただけます。

フジミネラル麦茶は

石垣食品の登録商標です



　
台　
渋

　

賞味期限

◎杜仲茶　　　幾度のブームにより安定した人気のお茶棚には欠かせない一品です。

渋みが少なく、味にクセの無い中国産の杜仲茶葉を使用しておりますので、 飲み易く仕上がっております。
ノンカロリー、ノンカフェインのお茶ですので、毎日時間を選ばずにお飲みいただ けます。

商品名
杜仲茶２０Ｐ

Ｔ２０
オープン

( ４００円 ）
ＪＡＮｺｰﾄﾞ

（税抜）
希望小売価格

4901135111219

14901135111216

２９０ｇピース重量 ケース重量 １．３５Ｋｇ

（税抜）

記 号

希望小売価格

ピースサイズ 120×75×180mm

１．３Ｋｇ

規 格 ３．３ｇ×２０袋

１８か月

賞味期限 １８か月 ピースサイズ 100×60×160mm ケースサイズ

4901135111165

215×320×180mm

　台湾産の浸出性の良い茶葉を使用しているので、お湯を注ぐとすぐに美味しい烏龍茶が出来上がります。

記 号 Ｔ２０ ＩＴＦコード 14901135111162

ピース重量 １０３ｇ ケース重量

　渋みが少なく、お子様からご年配の方まで広く好まれる味です。

烏龍茶業務用５０Ｐ
ＵＧ５０

５ｇ×５０袋

ケース入数　４

２年

商品名

規 格

荷 姿

商品名
ごぼう茶　１０Ｐ

ＧＴ１０
希望小売価格

４２０円 ＪＡＮｺｰﾄﾞ

賞味期限

商品名
国産ごぼう茶徳用５０Ｐ

Ｇ５０
希望小売価格 オープン

（ １，２５０円 ）

規 格

荷 姿

ピース重量

ピースサイズ

ピースサイズ 200×85×315mm ケースサイズ

（税抜）

荷 姿

賞味期限 １８か月

ピース重量 ３８ｇ ボール重量 ２３７ｇ ケース重量

２ｇ×１０包規 格

ＪＡＮｺｰﾄﾞ 4901135111448
（税抜）

規 格 １．３ｇ×１０袋 記 号 ＧＴ１０ ＩＴＦコード 14901135111278

ピースサイズ 100×60×160mm

4901135111271

商品名
国産ごぼう茶　２０Ｐ

Ｇ２０Ｐ
希望小売価格

５００円

荷 姿 ケース入数　１０ ピース重量

ケースサイズ 215×320×180mm

ケース重量

荷 姿 ケース入数　１０

ケースサイズ

規 格 １．８ｇ×２０袋 記 号 Ｇ２０Ｐ ＩＴＦコード

165×265×190mm

14901135111445

　　　　ごぼうを丁寧に細切して十分に乾燥させてから、じっくりと焙煎して仕上げています。
　　香ばしさの中にごぼう独特の風味と自然な甘みが感じられるお茶です。

◎ごぼう茶　　　国産ごぼう１００％使用

９７０円 ＪＡＮｺｰﾄﾞ

ＵＧ５０ ＩＴＦコード

◎烏龍茶　　厳選した台湾産烏龍茶葉を使用！！

７３ｇ １．０Ｋｇ

賞味期限 １８か月

335×425×115mm

ケース入数　２４　（６入り/ボール×４ボール）

ボール重量 ケース重量２７ｇ １７０ｇ

２ｇ×５０袋 記 号 Ｇ５０ ＩＴＦコード

ケースサイズ120×45×210mm ボールサイズ 210×270×80mm

ＪＡＮｺｰﾄﾞ
（税抜）

ケース入数　６ ケース重量

14901135111308

１．２Ｋｇピース重量 １４３ｇ

4901135111301

285×435×140mm

１．０Ｋｇ

記 号 ＧＦ１０ ＩＴＦコード

１．２Ｋｇ

規 格 ２ｇ×１０袋 記 号 ＨＫＭ３０ ＩＴＦコード 14901135111391

ピースサイズ 120×45×210mm ボールサイズ 210×270×80mm ケースサイズ 285×435×140mm

◎有機 桑粉茶　 島根県産の桑の葉と鹿児島産の桑の葉をブレンド

商品名
粉末ごぼう茶

ＧＦ１０
希望小売価格

５００円 ＪＡＮｺｰﾄﾞ 4901135111295

ビタミン、ミネラル、食物繊維たっぷりな桑の葉を、 有機栽培にこだわって、ていねいに、抹茶状に仕上げました。 
ノンカフェイン、有機栽培、無添加だから お子さまや 妊娠されている方も 安心です

商品名
有機 桑粉茶 ３０ｇ

　ＨＫＭ３０
希望小売価格

７８０円 ＪＡＮｺｰﾄﾞ 4901135111394
（税抜）

14901135111292

荷 姿 ケース入数　２４　（６入り/ボール×４ボール） 賞味期限 1年

（税抜）

200×275×140mmピースサイズ 110×36×170mm ボールサイズ 110×170×50mm ケースサイズ

荷 姿 ケース入数　２４　（６入り/ボール×４ボール） 賞味期限

ピース重量 ３８ｇ

１８か月

１．１Ｋｇボール重量 ２３３ｇ ケース重量


