「てっちゃんの一杯」の定番のお茶を詰め合わせました。
年末年始のご挨拶にどうぞ。

深むし金印（100ｇ

みなさまご無沙汰いたしました。秋を感じる間もなく、
季節は初冬へと移っていますね。
当園の茶園もこの一年、
めまぐるしい気象

1，
950 円（本体価格）

3 袋セット）・
・・・・・・・・・・

の変化の中、何とか無事に最後の化粧ならしを終えて冬の姿になりました。今年は、初めて白ネギの栽培に挑戦しています。

深むし熟成特撰印（100ｇ

ほんの小さな面積ですが、茶の木をこいで、土づくりから始めました。石や茶の

3袋セット）

2，
620円（本体価格）

木の根っこを取り除き、
小さな苗を植えました。初めて体験する農作業は、
物珍し

彩り-3／
深むし金印

・・・・・・・

さもあってやりがいがあり、
楽しみながらの農業です。11月に入って、
白い部分は

※袋のデザインは、
予告なく変わる
場合がございます。
ご了承下さい。

20㎝位まで育ちました。
12月半ば頃からの収穫になりますが、
さてさてどんな白ネ
ギに育つのでしょうか。期待と不安で一杯ですが、
とりあえずはこの冬は好きな
白ネギをたくさん食べることが出来そうです。
皆様におかれましては、
コロナ禍のなか、
インフルエンザにも注意をしつつ、
お

てっちゃんの茶工房

検 索

茶畑やお店の様子を書いています。
ぜひ、
ご覧ください。

元気でお過ごしくださいますよう願っています。

深むし金印（100ｇ

彩り-2／深むし特撰印

3，
220 円（本体価格）

5袋セット）
・・・・・・

お茶羊かんと八十八夜上ティーバッグ（カップ・湯のみ用）

（

お茶羊かん（5ヶ入） 1袋
八十八夜上ティーバッグ（カップ・湯のみ用）3ｇ 15ケ入・2袋

900円
）・・1，

（本体価格）

お陰様で、
暮れの定番となりました。
暑い夏を涼しい蔵で過ごし、
自然に熟成された荒茶を、
冬の味に仕上げました。
目に鮮やかで、
からだの
芯までしみ入るコクと深い味わいが特長です。

熟成八十八夜（100g・1本）と
3，
500 円
つゆひかり（100g・1本）の2本セット
（本体価格）
熟成八十八夜（100g・2本入れ）2，
900 円

（本体価格）

※ 直径 6cm ×長さ19 cm
缶のデザインが変わることもあります
＊＊＊＊＊＊

上記詰め合わせのほか、
ご希望のお茶にて
お詰め合わせいたします。
＊＊＊＊＊＊

暮らしのお茶（300ｇ袋入れ）・・・・・・・・・・・・・・・・1，
000 円（本体価格）
好評につき定番となりました。
この暮れも、
ご家族のだんらんにぜひどうぞ。
超お
金印（1kg）まとめ買い ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,000 円（税込）
得

100ｇ×10本または200ｇ×5本。
「１kgのおまとめ買い」
なら、
超お得です。

れもん紅茶ティーバッグ（2.5ｇ

ロング缶×2本セット
細身の缶で、
持ちやすく
中身の茶葉も出しやすい形です。

いつもの特撰印がこの暮れさらにコクと旨みが増しました。
ご家庭でご贈答にとおすすめです。
（数量限定品）

包装用化粧缶・箱の料金一覧
100g化粧缶 × 2本・箱入れ

420円（本体価格）

ロング缶 × 2本・箱入れ

500円（本体価格）

100g化粧缶 × 3本・箱入れ

570円（本体価格）

150・200g化粧缶 × 2本・箱入れ

530円（本体価格）

平袋のお茶・化粧箱入れの場合

220円（本体価格）

15ヶ入）

・・・・・・・・ 500 円（本体価格）
純国産紅茶にレモンマートル
（ハーブ）
で風味を出し
香料・甘味料は不使用のフレーバーティーです。

ホームページアドレス

http://www.t-chakobo.com

→

熟成八十八夜（100g・1本）と 2，
500 円
（100g・
1本）
（本体価格）
熟成特撰印
の2本セット

熟成特撰印（100ｇ袋入れ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 800 円（本体価格）

5，
100 円（本体価格）

にぎわい
今年は
「茶葉厳選・八十八夜上ティーバッグ
（３g /カップ・湯呑み用）
」
を、

1,100円（本体価格）

お茶うけと一緒に詰合せました。
年末年始のご家族だんらんにお楽しみ下さ
だ
さい
年末年始のご家族だんらんにお楽しみ下さい。

にぎわいセット-1・・・・・・・・・・・・2,560 円（本体価格）
※詰め合せ商品の変更もできます。
※詰
※詰め合
詰め合
め合せ商
せ商品の
せ商
品の変更
変更もで
もできま
きます。
きま
（詰
詰め合せる商品によって価格は変わります）
め合せる商品によって価格
価格は変
は変わり
わります
ます）
）

限定
100
1
00個

● 上煎茶八十八夜ティーバッグ・・・・1袋
（チャック付スタンド袋・３g 15ケ入）

● 芋切り干し「あっくん」
・・・・・・・・1袋
（200ｇ入）

上煎茶八十八夜をティーバッグに。
急須で淹れた味わいをカップでお手軽に。

昔懐かしい芋切り干し。品種は人気の「べにはるか」、
一年間の熟成で甘さが凝縮されています。

● てっちゃんの緑茶クッキー・・・・・・1袋
（60ｇ入）リニューアル！

● お茶羊かん・
・・・・・・・・・・・・・・1袋
（個包装・5ヶ入）

自園の茶葉をたっぷり使用。
サクサクした歯ざわりをお楽しみください。

ひと口サイズの個包装。
甘すぎず、お茶うけにぴったりの羊かんです。

● かぶせ茶漬け・・・・・・1袋
（5ｇ 3袋入）

● さつま芋のかりんとう・芋まつば・・・1袋
〈吉田町・松浦食品〉
（235ｇ入）

お茶農家ならではのお茶漬けです。香ばしさは有機
玄米で、旨味は国産昆布で出しました。

シンプルだけど一度食べたらやめられない。
健康的で飽きのこない美味しさです。

深蒸し熟成特撰印（100g）と栗入りお茶ようかんの
詰め合わせ（化粧箱入）・・・・・・・・・・1,600円（本体価格）
※お茶は特撰印のほか、
ご要望のお茶でお詰め合わせいたします。

「つゆひかり・熟成特撰」
2袋化粧箱入り
和柄チャック付袋・50g 2袋・・・・1,550 円（本体価格）

華やかな和柄袋に、深むし茶「つゆひかり」
と
「熟成特撰」
を詰合せ。
使い勝手の良いチャック付袋です。

2020年

5,000円（税抜）以上お買い上げのお客様には、芋まつばでおなじみの松浦食品の
「かりんとう
（ピーナッツ味）」１袋を差し上げます。お茶と一緒にお楽しみください。
※ご注文主様宛てに、
ご請求書の発送のみで発送商品がない場合には、郵送のご請求封筒に「金印（40g入）」
を同封させて頂きますので予めご了承下さい。

2020年12 月28日まで

郵便局でのお届けとなります。

1 てっちゃんの緑茶クッキー（60g 入）・・・ 300 円（本体価格）
自園の茶葉をたっぷり使用。
ラングドシャタイプのサクサクとした歯ざわりをお楽しみ下さい。
当園30年来の人気商品です。

完熟芋切り干し
「あっくん」
角切り（200g・袋入）・・・・・500
00 円（本体価格）
柔らかく美味しい手づくり自然食品です。
今年も人気の品種「べにはるか」
です。

さつま芋のかりんとう・芋まつば（235g入） ・・・・・・ 230 円（本体価格）
おなじみになりました。
さつま芋の健康的なかりんとうです。

4 ミニ亀まんじゅう（個包装５個入り）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600 円（本体価格）
大海亀の小さな亀の子をイメージし、
７㎝ほどの大きさの中に、
こし餡がたっぷり。
かわいらしくて食べやすいと人気です。
（御前崎市 かめや本店）

送料・消費税

１ヶ所につき10,000円
（税抜）
以上のお届けの場合には、送料をサービスさ
せて頂きます。
（但し北海道・沖縄地域は15,000円
（税抜）
以上）
ご購入金額が10,000円
（税抜）
以下の場合は、ご本人様宛への送料600円
（税抜）
を申し受けます。また、地方発送の場合は、送料の実費ご負担をお願
いいたします。表示の価格は本体価格です。別途消費税が加算されます。

