
上煎茶 玉露入り
70ｇ×20袋 ￥18,800

烏龍茶
60ｇ×20袋 ￥12,600

煎茶
60ｇ×20袋 ￥13,600

むぎ茶
60ｇ×20袋 ￥11,000

紅茶
60ｇ×20袋 ￥14,300

ほうじ茶
60ｇ×20袋 ￥11,000

玄米茶
60ｇ×20袋 ￥11,000

パウダー茶（粉末原料）

粉砕茶（ナチュラル茶） 茶葉
牧の原茶

●煎茶かおり 200ｇ×20袋 ￥8,000
●煎茶１号 200ｇ×20袋 ￥12,000
●煎茶２号 200ｇ×20袋 ￥18,000
●煎茶３号 200ｇ×20袋 ￥24,000
●煎茶４号 200ｇ×20袋 ￥30,000
●煎茶５号 200ｇ×20袋 ￥36,000
●煎茶６号 200ｇ×20袋 ￥42,000

ナチュラル茶
●ひなりナチュラル煎茶（牧の原茶） 100ｇ×10袋 ￥20,000
●ナチュラル煎茶 50ｇ×20袋 ￥20,000
●ナチュラル玄米茶 50ｇ×20袋 ￥20,000
●ナチュラル煎茶（掛川農協製） 100ｇ×10袋 ￥20,000
●ナチュラル玄米茶（掛川農協製） 100ｇ×10袋 ￥20,000

●徳用煎茶AS 250g×10袋 ￥29,600
●徳用煎茶BS 250g×10袋 ￥24,200
●徳用ほうじ茶 250g×10袋 ￥23,600
●徳用烏龍茶 250g×10袋 ￥26,200
●徳用玄米茶 250g×10袋 ￥23,600
●徳用麦茶 250g×10袋 ￥23,600

●煎茶 60ｇ×20袋 ￥13,600
●ほうじ茶 60ｇ×20袋 ￥11,000
●烏龍茶 60ｇ×20袋 ￥12,600
●玄米茶 60ｇ×20袋 ￥11,000
●麦茶 60ｇ×20袋 ￥11,000
●紅茶 60ｇ×20袋 ￥14,300

静岡茶
●赤（くれない） 200ｇ×20袋 ￥8,000
●青（あさぎ） 200ｇ×20袋 ￥12,000
●緑（もえぎ） 200ｇ×20袋 ￥18,000
●紫（ゆかり） 200ｇ×20袋 ￥24,000
●金（こはく） 200ｇ×20袋 ￥30,000
●赫（かがやき） 200ｇ×20袋 ￥36,000

長年のノウハウの蓄積により全国厳選茶を香り高く仕上げました。

オフィスにおいしいリフレッシュ！

茶問屋丸宗八代目当主が
茶師匠のお茶をお届けいたします。

宇治丸宗シリーズ

リプトン紅茶

夢シリーズ 徳用袋シリーズ

上煎茶
60ｇ×20袋 ￥19,000

玄米茶
60ｇ×20袋 ￥11,400

煎茶
60ｇ×20袋 ￥13,600

烏龍茶
60ｇ×20袋 ￥11,800

ほうじ茶
60ｇ×20袋 ￥13,000

麦茶
60ｇ×20袋 ￥11,400

原料となる深蒸し茶は10年連続で産地賞を受賞。
掛川農協シリーズ

リフレッシュレモンティー
60g×10袋×2箱  ￥15,800

ストレートティー
60g×10袋×2箱  ￥14,300

アルミ袋入り ※送料別途※送料別途

※送料別途

※送料別途

※送料別途
※送料別途 ※送料別途

快適なサプライ品
別売の給茶機フレバーカード（詳しくは給茶機総合カタログをご参照ください）

予告なく商品形態等変更することがあります。ご了承ください。
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●販売元 ●お申し込み・お問い合せは

本 社　〒100-0054　東京都千代田区神田錦町３-16-13
TEL.（03）6811-7844（代表） FAX.（03）6811-7849

名古屋営業所　〒483-8249　愛知県江南市五明町当光地236-6
TEL.（0587）22-6111（代表） FAX.（0587）53-4016

名古屋守山センター　〒463-0045　愛知県名古屋市守山区菱池町15-41
TEL.（052）794-3888（代表） FAX.（052）795-2153

関 西 営 業 所　〒540-0038　大阪府大阪市中央区内淡路町1-3-4 302
TEL.（06）4301-4638（代表） FAX.（06）4301-4640

九 州 営 業 所　〒812-0887　福岡県福岡市博多区三筑2-10-24-102
TEL.（092）558-0731（代表） FAX.（092）558-0732

故障・修理のお問い合せ
サービスコールセンター

0120-128-205

2015.07 FOLS

カタログ
No. Y06-02

●このカタログの記載内容は、2020年8月現在のものです。●商品につきましては、品質向上のため、改良により予告なく変更することがあります。●本カタログに記載の価格は、税別価格です。

●リッチロースト豆 200ｇ×25袋 ￥25,000
●モカブレンド豆 200ｇ×25袋 ￥30,000
●キリマンジャロ豆 200ｇ×25袋 ￥30,000
●オリジナルブレンド豆 200ｇ×25袋 ￥32,000
●イタリアンロースト 200ｇ×25袋 ￥35,000
  （アイスコーヒー兼用）　 　（混載各5ケースから発送）

コーヒーコーナー & 季箱商品

ミルク（カフェプラス）･シュガー･マドラー

熱中症対策品及び四季健康経営（発酵品）

KEY COFFEE
◯トラッドブルー
　250ｇ×12袋 ￥21,600
　100ｇ×20袋 ￥18,000

◯グリーンモカブレンド
50ｇ×20袋 ￥11,000

◯宇治A&Bブレンド
100ｇ×20袋 ￥16,000

アルミ袋入りUCC COFFEE
◯ブラジルリッチ
250ｇ×20袋 ￥36,000

◯クラスワン
100ｇ×20袋 ￥16,000

◯夢オリジナルブレンド
100ｇ×20袋 ￥16,000

◯スティックシュガー
3g×300本×6袋 ￥7,020

◯ガムシロップ
9ml×8個×20袋 ￥2,880

◯カフェプラス
4.5ml×50個×10袋 ￥4,290

◯クリップ･プラスチックマドラー
100本×50個 5,000本入り ￥12,000

◯スナップマドラー
1,000本×10袋 10,000本入り ￥20,000

◯スポーツウォーター
90ｇ×10袋　1,000杯分
￥12,600

◯マルコメみそ
ディスペンサー 給茶機用
400ｇ×10袋　1,000杯分
￥15,000

◯スパークリング
115ｇ×10袋　500杯分
￥12,600

◯具材4種
わかめ・油あげ｜わかめ・ねぎ
わかめ・豆腐｜のり・麩
150ｇ×4袋　各1,000杯分
各￥9,920

◯パインルイボスティ
50ｇ×10袋　500杯分
￥13,600

◯みそ汁
あおさ
6ｇ×120袋 ￥8,880

◯ローズヒップティ
200ｇ×10袋　500杯分
￥16,800

◯みそ汁
しじみ
6ｇ×120袋 ￥8,880

◯ほっとビタミン
90ｇ×10袋　1,000杯分
￥14,000

◯みそ汁
わかめ・豆腐
6ｇ×120袋 ￥8,880

◯オニオンコンソメスープ
500ｇ×5袋　750杯分
￥9,880

一味違う商品群

インスタントコーヒー UCCレギュラー珈琲（豆・粉）

（混載10ケースから送料無料、それ以下は1ケースに付き￥800掛かります） ※送料別途※送料別途

※送料別途

※送料別途

※送料別途 ※送料別途

（顆粒みそ）

別売の給茶機フレバーカード・黒バージョン（詳しくは給茶機総合カタログをご参照ください）

ピービリーミディ
アムロースト

シティロースト
プレミア

リッチフルシティ
ロースト

エスプレッソ
ロースト

ブラジルビター
ティスト アイスブレンド

500ｇ×10P 500ｇ×10P 500ｇ×10P 200ｇ×25P 200ｇ×25P 200ｇ×25P

￥19,600 ￥18,600 ￥17,200 ￥16,800 ￥15,800 ￥16,800

給茶機オプション.indd   2 2020/09/07   10:39


