
Email Email

日本有数の高級茶産地として全国的に知ら
れている八女茶。八女茶は福岡県南部八女
地方の、お茶の栽培に適した環境で生産さ
れ、香り・こくのあるまろやかな味が生み出さ
れています。福岡県の八女茶を１００％使用
しています。

Green tea of Yame, well known in Japan for
its high quality, is produced in Yame area of
Fukuoka Prefecture, the environment so
suitable to grow tea plants. The product is
100% Yame tea with full body and gives out
rich aroma.

    位于福冈县南部的八女地区作为日本屈指可数的高级茶
叶生产地而闻名，来自这最适合茶叶栽培环境中的八女
茶，具有独特的茶香与醇和的味道。本产品是100%的福冈县
八女茶。

主な原材料 緑茶

配送温度 常温 出荷可能時期 通年

保存方法 高温・多湿を避け、移り香にご注意ください。 賞味期限 12ヶ月

内容量 100g ケースサイズ 125×245×440mm 最低ロット 2ケース

国内希望小売価格 500円

輸出国 香港

入数（1ケース） 30本 重量（1ケース） 3.5kg　

Main ingredients Green tea

Delivery temp. Room temperature Shipping period Year round

Case size 125×245×440mm

Storage Avoid high temperature and humidity to keep fragrance fresh Best before 12 months
Minimum lot 2 caseNet content 100g

Quantity(per case) 30 packs Weight(per case) 3.5kg　 Retail price 500 JPY

运送温度 常温 出货时期 全年

Exporting countries Hong Kong

主要材料 绿茶

箱子大小 125×245×440毫米

保存方法 避免潮湿高温和香气的转移。 保质期 12个月

最低批量 2箱净含量 100克

数量（1箱） 30袋 重量（1箱） 3.5公斤 国内建议零售价格 500日元

担当者　西　宏史（専務取締役）

出口国 香港

JAN code 4904473-100044

COMPANY：　西福製茶㈱　　　　　Nishifukuseicha Co.,Ltd
URL http://www.nishifukuseicha.co.jp

info@nishifukuseicha.co.jp

Address 1-24-14　Hakataekimae，Hakata-ku，Fukuoka-shi，Fukuoka　812-0011，Japan 〒812-0011　福岡市博多区博多駅前1-24-14

Contact Hiroshi　Nishi（Senior Executive Managing director）

TEL +81-92-431-3349 FAX +81-92-451-2429

125×245×440mm 最低ロット

日本有数の高級茶産地として全国的に知ら
れている八女の玉露。その八女の原料を１０
０％使用した甘く味わいがある玉露です。お
茶の旨味成分であるテアニンを多く含んでお
り、濃厚な味わいのお茶となっています。玉
露の残った茶殻は栄養豊富なので、ポン酢
やしょう油を少々かけて、ちょっとしたおかず
にもなります。

Yame Gyokuro, the finest form of green tea
with deep green color is one of the most
expensive green tea and a product of Yame,
a region known for tea production. Yame
Gyokuro Fukunotsuyu, 100% Gyokuro of
Yame, has deep sweet flavor.  Full of
theanine, the tea brings out special aroma
as well as rich flavor. Used tea leaves also
has nutritional value and can be created
into a side dish when added with ponzu or
soy sauce.

    八女玉露茶以出产于日本屈指可数的茶叶生产地而闻名
全国，100%八女茶原装，是香甜可口的玉露茶。因为含有丰
富的茶氨酸，故味道甘甜醇厚。泡过的茶叶营养丰富，加点
橙醋或酱油轻拌，便是一碟小菜。

主な原材料 緑茶

配送温度 通年

保存方法 高温・多湿を避け、移り香にご注意ください。 賞味期限 12ヶ月

常温 出荷可能時期

2ケース

入数（1ケース） 20本 重量（1ケース） 2.45kg　 国内希望小売価格 1500円

内容量 100g ケースサイズ

Minimum lot 2 case

輸出国 香港

Main ingredients Green tea

Delivery temp. Room temperature Shipping period Year round

Retail price 1500 JPY

Storage Avoid high temperature and humidity to keep fresh fragrance Best before 12 months
Net content 100g Case size 125×245×440mm

Quantity(per case) 20 packs Weight(per case) 2.45kg　

最低批量 2箱

Exporting countries Hong Kong

主要材料 绿茶

运送温度 常温 出货时期 全年

净含量 100克 箱子大小 125×245×440毫米

保存方法 避免潮湿高温和香气的转移。 保质期 12个月

COMPANY：　西福製茶㈱　　　　　Nishifukuseicha Co.,Ltd
URL http://www.nishifukuseicha.co.jp

数量（1箱） 20袋 重量（1箱） 2.45公斤 国内建议零售价格 1500日元

出口国 香港

JAN code 4904473-001051

info@nishifukuseicha.co.jp

Address 1-24-14　Hakataekimae，Hakata-ku，Fukuoka-shi，Fukuoka　812-0011，Japan 〒812-0011　福岡市博多区博多駅前1-24-14

Contact Hiroshi　Nishi（Senior Executive Managing director） 担当者　西　宏史（専務取締役）

TEL +81-92-431-3349 FAX +81-92-451-2429

八女茶 福みどり           八女茶   福绿 
Yame-cha Fukumidori                 

八女玉露 福のつゆ       八女玉露  福之露 

Yame Gyokuro Fukunotsuyu                  
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125×245×440㎜ 最低ロット

★　写真解像度（350dpi 以上）

日本有数の高級茶産地として全国的に知ら
れている八女茶。八女茶は福岡県南部八女
地方のお茶の栽培に適した環境で生産さ
れ、香り・こくのある、まろやかな味が生みだ
されています。
八女茶をもっと手軽に飲んで頂けるようにイ
ンスタントにしました。
茶殻などのゴミも出ず、水でもお湯でもさっと
溶けてとても便利です。

Green tea of Yame, well known in Japan for
its high quality, is produced in Yame region
of Fukuoka Prefecture, an great
environment to grow tea plants. Instant
Yame-cha makes it easy to drink green tea
either hot or iced without used tea leaves
left  behind.    位于福冈县南部的八女地区作为日本屈指可数的高级茶

叶生产地而闻名，来自这最适合茶叶栽培环境中的八女茶，
具有独特的茶香与醇和的味道。为了能更轻松地喝上八女
茶而开发的速溶型，不留茶渣、即溶于冷水或热水，非常方
便。

主な原材料 緑茶・デキストリン・ビタミンC

配送温度 通年

保存方法 高温・多湿を避け、移り香にご注意ください。 賞味期限 12ヶ月

常温 出荷可能時期

2ケース

入数（1ケース） 30本 重量（1ケース） 1.42kg　 国内希望小売価格 500円

内容量 30g ケースサイズ

Minimum lot 2 case

輸出国 香港

Main ingredients Green tea, Dextrin Vitamin C

Delivery temp. Room temperature Shipping period Year round

Retail price 500 JPY

Storage Avoid high temperature and humidity to keep fresh fragrance Best before 12 months
Net content 30g Case size 125×245×440mm

Quantity(per case) 30 packs Weight(per case) 1.42kg　

最低批量 2箱

Exporting countries Hong Kong

主要材料 绿茶，糊精，维生素C

运送温度 常温 出货时期 全年

净含量 30克 箱子大小 125×245×440毫米

保存方法 避免潮湿高温和香气的转移。 保质期 12个月

COMPANY：　西福製茶㈱　　　　　Nishifukuseicha Co.,Ltd
URL http://www.nishifukuseicha.co.jp

数量（1箱） 30袋 重量（1箱） 1.42公斤 国内建议零售价格 500日元

出口国 香港

JAN code 4904473-100105

info@nishifukuseicha.co.jp

Address 1-24-14　Hakataekimae，Hakata-ku，Fukuoka-shi，Fukuoka　812-0011，Japan 〒812-0011　福岡市博多区博多駅前1-24-14

Contact Hiroshi　Nishi（Senior Executive Managing director） 担当者　西　宏史（専務取締役）

TEL +81-92-431-3349 FAX +81-92-451-2429 info@nishifukuseicha.co.jp

Address 1-24-14　Hakataekimae，Hakata-ku，Fukuoka-shi，Fukuoka　812-0011，Japan 〒812-0011　福岡市博多区博多駅前1-24-14

Contact Hiroshi　Nishi（Senior Executive Managing director）

TEL +81-92-431-3349 FAX +81-92-451-2429

担当者　西　宏史（専務取締役）

出口国 香港

JAN code 4904473-100136

COMPANY：　西福製茶㈱　　　　　Nishifukuseicha Co.,Ltd
URL http://www.nishifukuseicha.co.jp

数量（1箱） 30袋 重量（1箱） 1.72公斤 国内建议零售价格 800日元

箱子大小 125×245×440毫米

保存方法 避免潮湿高温和香气的转移。 保质期 12个月

最低批量 2箱净含量 40克

运送温度 常温 出货时期 全年

Exporting countries Hong Kong

主要材料 有机绿茶

Quantity(per case) 30 packs Weight(per case) 1.72kg　 Retail price 800 JPY
Case size 125×245×440mm

Storage Avoid high temperature and humidity to keep fresh fragrance Best before 12 months
Minimum lot 2 caseNet content 40g

Main ingredients Organic green tea

Delivery temp. Room temperature Shipping period Year round

2ケース

国内希望小売価格 800円

輸出国 香港

入数（1ケース） 30本 重量（1ケース） 1.72kg　

通年

保存方法 高温・多湿を避け、移り香にご注意ください。 賞味期限 12ヶ月

内容量 40g ケースサイズ 125×245×440mm 最低ロット

★　写真解像度（350dpi 以上）

福岡県産の有機栽培された茶葉を100％使
用して微粉末にしたお茶です。
お茶としても簡単に作れて、ビタミンや食物
繊維などのお茶の栄養素をまるごと吸収で
きます。
茶葉をそのまま全部お茶にしてるので原料
は安心安全な有機栽培のお茶にこだわりま
した。
お茶以外にも料理やお菓子などにも幅広く
使えてとても便利な商品です。

100% powdered organic tea from green tea
is produced in Fukuoka. It is easy to
prepare and the tea is full of vitamins and
dietary fiber. The ingredient contains only
organic tea leaves making the product
healthy and safe. The powder can be also
used in cooking or baking in various healthy
ways.

     有机粉末绿茶是100%使用产于福冈县的有机栽培茶叶
研磨成的细微粉末茶。冲饮简单，茶叶中所含维生素和食
物纤维等营养素可被完全吸收。粉末全为有机栽培的茶叶
而来，不含任何杂质、安全安心。除了作茶饮用以外，还可
用于各式料理和点心制作，用途广泛、使用方便。

主な原材料 有機緑茶

配送温度 常温 出荷可能時期

インスタント八女茶             速溶八女茶 

 Instant Yame-cha                 
有機粉末緑茶               有机粉末绿茶 
 Organic Powdered Green Tea                   



Email EmailTEL +81-92-431-3349 FAX +81-92-451-2429 info@nishifukuseicha.co.jp

Address 1-24-14　Hakataekimae，Hakata-ku，Fukuoka-shi，Fukuoka　812-0011，Japan 〒812-0011　福岡市博多区博多駅前1-24-14

Contact Hiroshi　Nishi（Senior Executive Managing director） 担当者　西　宏史（専務取締役）

出口国 香港

JAN code 4904473-019001

COMPANY：　西福製茶㈱　　　　　Nishifukuseicha Co.,Ltd
URL http://www.nishifukuseicha.co.jp

数量（1箱） 30袋 重量（1箱） 2.56公斤 国内建议零售价格 400日元

保存方法 避免潮湿高温和香气的转移 保质期 12个月

净含量 2克×30包 箱子大小 170×240×390毫米 最低批量 2箱

Exporting countries Hong Kong

主要材料 绿茶，抹茶

运送温度 常温 出货时期 全年

Quantity(per case) 30 packs Weight(per case) 2.56kg Retail price JPY400

Storage Avoid high temperature and humidity. Monitor for drifting scent Best before 12 months from production

Net content 2g×30P Case size 170×240×390mm Minimum lot 2 cases

輸出国 香港

Main ingredients Green tea, powdered green tea

Delivery temp. Room temperature Shipping period Year round

2ケース

入数（1ケース） 30個 重量（1ケース） 2.56kg　 日本国内希望小売価格 400円

通年

保存方法 高温・多湿を避け、移り香にご注意ください。 賞味期限 12ヶ月

内容量 2g×30P ケースサイズ 170×240×390mm 最低ロット

九州産の厳選された粉茶に抹茶を加え風味
豊かで、濃い味に仕上げた粉茶をワンカップ
用に仕上げたティーバッグです。簡単に本格
派の味わいのティーバッグを楽しむことがで
きる商品です。お寿司以外にも食事の時に
飲むと口の中がさっぱりして料理の味をより
楽しめます。　　　　　　　　熱湯で入れてもお
いしく飲めるようにしてますが水出しでもお
召し上がりいただけます。

Adding high quality powdered tea into

carefully selected dust tea, this ready-to-

use tea bag is a strong cup of tea from

Kyushu. You can taste the tea of sushi

shop anywhere either with sushi or

without as the tea compliments with

many cuisines. Enjoy the tea hot or cold.
     在经过严格挑选的九州粉茶里加入抹茶，形成味道层次
丰富又香浓的粉茶。一杯用量的袋泡型易于使用，可简单享
受正宗风味。除了吃寿司，用膳时呷一口，可以使口腔清
新，品尝菜肴味道更好。本商品虽然是为热饮而调配，但冷
饮也毫不逊色。

主な原材料 緑茶・抹茶

★　写真解像度（350dpi 以上）

配送温度 常温 出荷可能時期

info@nishifukuseicha.co.jp

Address 1-24-14　Hakataekimae，Hakata-ku，Fukuoka-shi，Fukuoka　812-0011，Japan 〒812-0011　福岡市博多区博多駅前1-24-14

Contact Hiroshi　Nishi（Senior Executive Managing director）

TEL +81-92-431-3349 FAX +81-92-451-2429

担当者　西　宏史（専務取締役）

出口国 香港

JAN code 4904473-060010

COMPANY：　西福製茶㈱　　　　　Nishifukuseicha Co.,Ltd
URL http://www.nishifukuseicha.co.jp

数量（1箱） 30袋 重量（1箱） 8.34公斤 国内建议零售价格 500日元

箱子大小 225×300×515毫米

保存方法 避免潮湿高温和香气的转移。 保质期 12个月

最低批量 2箱净含量 250克

运送温度 常温 出货时期 全年

Exporting countries Hong Kong

主要材料 绿茶，糙米，抹茶

Quantity(per case) 30 packs Weight(per case) 8.34kg　 Retail price 500 JPY
Case size 225×300×515mm

Storage Avoid high temperature and humidity to keep fresh fragrance Best before 12months
Minimum lot 2 caseNet content 250g

Main ingredients Green tea, Genmai(Unmilled brown rice), Green tea powder

Delivery temp. Room temperature Shipping period Year round

2ケース

国内希望小売価格 500円

輸出国 香港

入数（1ケース） 30本 重量（1ケース） 8.34kg　

通年

保存方法 高温・多湿を避け、移り香にご注意ください。 賞味期限 12ヶ月

内容量 250g ケースサイズ 225×300×515mm 最低ロット

国産茶葉１００％使用した抹茶入玄米茶で
す。玄米茶に抹茶を加え香ばしさと抹茶の
濃い味を楽しめるお茶となっています。胚芽
玄米を使用した健康志向の抹茶玄米茶で
す。カフェインが少ないため、子供からお年
寄りまで好まれる味になっています。

Matcha-Genmaicha Gold is 100% Japanese
green tea combined with roasted brown rice
and powdered fine green tea. The tea has
special aroma of roasted rice and flavor of
rich green tea from matcha. Content of
health conscious rice germ and fewer
caffeine makes this tea a great drink from
children to seniors.

    100%使用日本产茶叶的带抹茶糙米茶，可同时享受糙米
茶的焦香和抹茶的浓郁。采用胚芽糙米，有益健康。本茶叶
咖啡因含量较低，味道老幼皆宜。

主な原材料 緑茶・玄米・抹茶

配送温度 常温 出荷可能時期

抹茶玄米茶 金                 抹茶糙米茶  金 

Matcha-Genmaicha Gold                 

すし屋の粉茶TB      寿司店的粉茶TB 

DUST TEA OF SUSHI SHOP       



Email EmailTEL +81-92-431-3349 FAX +81-92-451-2429 info@nishifukuseicha.co.jp

Address 1-24-14　Hakataekimae，Hakata-ku，Fukuoka-shi，Fukuoka　812-0011，Japan 〒812-0011　福岡市博多区博多駅前1-24-14

Contact Hiroshi　Nishi（Senior Executive Managing director） 担当者　西　宏史（専務取締役）

出口国 香港

JAN code 4904473-100013

COMPANY：　西福製茶㈱　　　　　Nishifukuseicha Co.,Ltd
URL http://www.nishifukuseicha.co.jp

数量（1箱） 30盒 重量（1箱） 3.04公斤 国内建议零售价格 300日元

保存方法 避免潮湿高温和香气的转移。 保质期 12个月

净含量 2克×20包 箱子大小 225×275×425毫米 最低批量 2箱

Exporting countries Hong Kong

主要材料 绿茶，抹茶

运送温度 常温 出货时期 全年

Quantity(per case) 30 packs Weight(per case) 3.04kg Retail price JPY300

Storage Avoid high temperature and humidity. Monitor for drifting scent Best before 12 months from production

Net content 2g×20P Case size 225×275×425mm Minimum lot 2 cases

Main ingredients Green tea, powdered green tea

Delivery temp. Room temperature Shipping period Year round

30個 重量（1ケース） 3.04kg　 日本国内希望小売価格 300円

輸出国 香港

12ヶ月

内容量 2g×20P ケースサイズ 225×275×425mm 最低ロット 2ケース

九州産茶葉を100％使用した簡単・便利なワ
ンカップ用の抹茶入り緑茶ティーバックで
す。緑茶に抹茶を加えることで、抹茶の濃い
味を楽しめるお茶となっています。一煎目は
抹茶の風味を楽しみ、二煎目は緑茶のすっ
きりした味わいを楽しむことができます。個
包装タイプなので、いつでも新鮮なお茶を味
わうことが出きます。ホットはもちろんアイス
でもお楽しみいただけます。

Though a tea bag, you can enjoy the rich

flavor of matcha with this tea prepared

with 100% Kyushu produced green tea

by adding matcha (powdered tea). Enjoy

the matcha flavor with your first cup then

you can taste green tea in your second

cup. Enjoy fresh tea anywhere any time

hot or cold with this individually-packaged

tea bag.

     100%采用九州产茶叶、在绿茶中添加了抹茶的一杯量袋
泡茶，使用非常方便，可简单品尝具有浓郁抹茶风味的绿
茶。冲头一杯抹茶风味浓，第二杯则是清爽的绿茶风味。独
立包装保持茶叶新鲜不走味，热冲冷饮皆宜。

主な原材料 緑茶・抹茶

★　写真解像度（350dpi 以上）

配送温度 常温 出荷可能時期 通年

TEL +81-92-431-3349 FAX +81-92-451-2429 info@nishifukuseicha.co.jp

保存方法 高温・多湿を避け、移り香にご注意ください。 賞味期限

入数（1ケース）

Address 1-24-14　Hakataekimae，Hakata-ku，Fukuoka-shi，Fukuoka　812-0011，Japan 〒812-0011　福岡市博多区博多駅前1-24-14

Contact Hiroshi　Nishi（Senior Executive Managing director） 担当者　西　宏史（専務取締役）

出口国
JAN code 4904473-110012

COMPANY：　西福製茶㈱　　　　　Nishifukuseicha Co.,Ltd
URL http://www.nishifukuseicha.co.jp

数量（1箱） 20袋 重量（1箱） 2.1公斤 国内建议零售价格 1000日元

保存方法 避免潮湿高温和香气的转移。 保质期 12个月

净含量 80克 箱子大小 120×245×440毫米 最低批量 2箱

Exporting countries

主要材料 绿茶

运送温度 常温 出货时期 全年

Quantity(per case) 20 packs Weight(per case) 2.1kg Retail price JPY1,000

Storage Avoid high temperature and humidity. Monitor for drifting scent Best before 12 months from production

Net content 80g Case size 120×245×440mm Minimum lot 2 cases

Main ingredients Green tea 

Delivery temp. Room temperature Shipping period Year round

20本 重量（1ケース） 2.1kg　 日本国内希望小売価格 1000円

輸出国

12ヶ月

内容量 80g ケースサイズ 120×245×440mm 最低ロット 2ケース

日本有数の高級茶産地として全国的に知ら
れている八女茶。八女茶は福岡県南部八女
地方の、お茶の栽培に適した環境で生産さ
れ、香り・こくのあるまろやかな味が生み出さ
れています。その八女茶の一番茶を100％
使用した、味わい深い至高の緑茶となって
います。一番茶は冬の間蓄えられた養分を
十分に含むことから二番茶以降のお茶より
香気・味ともに優れたお茶になります。

Nationally acclaimed as one of the best

tea producing regions, Yame, located in

southern Fukuoka, has an ideal

landscape for growing quality tea. The

tea has deep mellow taste and rich

flavor. Using 100% first crop of the

season, this tea presents the superior

taste, with nutrients in tact from the

winter, compared to crops thereafter in

taste and flavor

     八女茶源于日本屈指可数的高级茶叶生产地、福冈县南
部的八女地区，在这最适宜茶叶种植的环境中出品的茶叶，
具有独特的茶香与醇和的味道。本商品100%采用八女茶中
的初采新茶，滋味甘醇，为茶中之极品。初采新茶经过冬天
养分的充分积累，无论在香气还是在味道上都比后采的茶
叶要略胜一筹。

主な原材料 緑茶

★　写真解像度（350dpi 以上）

配送温度 常温 出荷可能時期 通年

保存方法 高温・多湿を避け、移り香にご注意ください。 賞味期限

入数（1ケース）

にしふくの八女茶 金印      西福的八女茶  金印 

NISHIFUKU YAMECHA (YAME TEA) GOLD SEAL               

抹茶入り緑茶TB 20P       含抹茶的绿茶TB 20P 

GREEN TEA WITH MATCHA (Powdered tea) TB 20P               



Email EmailTEL +81-92-431-3349 FAX +81-92-451-2429 info@nishifukuseicha.co.jp

Address 1-24-14　Hakataekimae，Hakata-ku，Fukuoka-shi，Fukuoka　812-0011，Japan 〒812-0011　福岡市博多区博多駅前1-24-14

Contact Hiroshi　Nishi（Senior Executive Managing director） 担当者　西　宏史（専務取締役）

出口国 香港

JAN code 4904473-100037

COMPANY：　西福製茶㈱　　　　　Nishifukuseicha Co.,Ltd
URL http://www.nishifukuseicha.co.jp

数量（1箱） 30盒 重量（1箱） 3.04公斤 国内建议零售价格 300日元

保存方法 避免潮湿高温和香气的转移。 保质期 12个月

净含量 2克×20包 箱子大小 225×275×425毫米 最低批量 2箱

Exporting countries Hong Kong

主要材料 绿茶

运送温度 常温 出货时期 全年

Quantity(per case) 30 packs Weight(per case) 3.04kg Retail price JPY300

Storage Avoid high temperature and humidity. Monitor for drifting scent Best before 12 months from production

Net content 2g×20P Case size 225×275×425mm Minimum lot 2 cases

Main ingredients Green tea

Delivery temp. Room temperature Shipping period Year round

30個 重量（1ケース） 3.04kg　 日本国内希望小売価格 300円

輸出国 香港

12ヶ月

内容量 2g×20P ケースサイズ 225×275×425mm 最低ロット 2ケース

九州産茶葉を100％使用した簡単・便利なワ
ンカップ用のほうじ茶ティーバックです。ほう
じ茶は緑茶を焙煎して仕上げてますので香
ばしく、カフェインの量も少なくなってますの
でお子様からお年寄りまで好まれる味になっ
ています。個包装タイプなので、いつでも新
鮮なお茶を味わうことが出来ます。ホットは
もちろんアイスでもお楽しみいただけます。

This tea bag hojicha is made from 100%

Kyushu produced tea leaves. It contains

less caffeine compared to regular tea yet

it has fresh roasted flavor. From young to

old the tea can be enjoyed without

worrying about caffeine. Enjoy fresh tea

either hot or cold anywhere any time with

this individually-packaged tea bag.

     焙茶是蒸青绿茶经烘焙而成，火香浓郁，咖啡因含量
少，味道老少咸宜。本产品是100%采用九州产茶叶的一杯量
袋泡型，使用非常方便。独立包装保持茶叶新鲜不走味，热
冲冷饮皆宜。

主な原材料 緑茶

配送温度 常温 出荷可能時期 通年

TEL +81-92-431-3349 FAX +81-92-451-2429 info@nishifukuseicha.co.jp

保存方法 高温・多湿を避け、移り香にご注意ください。 賞味期限

入数（1ケース）

Address 1-24-14　Hakataekimae，Hakata-ku，Fukuoka-shi，Fukuoka　812-0011，Japan 〒812-0011　福岡市博多区博多駅前1-24-14

Contact Hiroshi　Nishi（Senior Executive Managing director） 担当者　西　宏史（専務取締役）

出口国 香港

JAN code 4904473-100020

COMPANY：　西福製茶㈱　　　　　Nishifukuseicha Co.,Ltd
URL http://www.nishifukuseicha.co.jp

数量（1箱） 30盒 重量（1箱） 3.04公斤 国内建议零售价格 300日元

保存方法 避免潮湿高温和香气的转移。 保质期 12个月

净含量 2克×20包 箱子大小 225×275×425毫米 最低批量 2箱

Exporting countries Hong Kong

主要材料 玄米茶，绿茶，抹茶

运送温度 常温 出货时期 全年

Quantity(per case) 30 packs Weight(per case) 3.04kg Retail price JPY300

Storage Avoid high temperature and humidity. Monitor for drifting scent Best before 12 months from production

Net content 2g×20P Case size 225×275×425mm Minimum lot 2 cases

Main ingredients Brown rice, green tea, powdered green tea

Delivery temp. Room temperature Shipping period Year round

30個 重量（1ケース） 3.04kg　 日本国内希望小売価格 300円

輸出国 香港

12ヶ月

内容量 2g×20P ケースサイズ 225×275×425mm 最低ロット 2ケース

九州産茶葉を100％使用した簡単・便利なワ
ンカップ用の抹茶入り玄米茶ティーバックで
す。玄米茶に抹茶を加え香ばしさと抹茶の
濃い味を楽しめるお茶となっています。カ
フェインの量が少ないため、お子様からお年
寄りまで好まれる味になっています。個包装
タイプなので、いつでも新鮮なお茶を味わう
ことが出来ます。ホットはもちろんアイスでも
お楽しみいただけます。

Known as “popcorn tea,” this genmaicha,

produced with 100% Kyushu tea and

adding matcha (powdered tea), comes in

tea bags. The flavor of matcha blends

with genmaicha presenting rich flavor to

enjoy yet it contains less caffeine

compared to regular tea that makes this

tea acceptable for children or the elderly.

Enjoy fresh tea anywhere any time hot or

cold with this individually-packaged tea

bag.

     100%采用九州产茶叶、在玄米茶中添加了抹茶的一杯量
袋泡茶，使用非常方便，可简单品尝具有浓郁抹茶风味而又
焦香的玄米茶。咖啡因含量少，味道老少咸宜。独立包装保
持茶叶新鲜不走味，热冲冷饮皆宜。

主な原材料 玄米・緑茶・抹茶

★　写真解像度（350dpi 以上）

配送温度 常温 出荷可能時期 通年

保存方法 高温・多湿を避け、移り香にご注意ください。 賞味期限

入数（1ケース）

抹茶入り玄米茶TB 20P      含抹茶的玄米茶TB 20P 

GENMAICHA (Brown rice tea) TB 20P                
ほうじ茶TB   20P    焙茶TB 20P 
HOJICHA (Roasted tea) 20P   


