
個性や味の違いが分かりやすい製法別 7種類の緑茶（玉露、深蒸し茶、浅蒸し茶、棒茶、番茶、玄米茶、焙じ茶）

をベースに、さまざまなハーブやスパイスをブレンドすることで、味は緑茶の甘旨味、香りはハーブという両方の魅力を

引き出した、ありそうでなかった新しい飲み物です。通常、お湯で淹れる場合、緑茶は低温でサッと出す、ハーブティー

は高温でじっくり出すというように淹れ方が正反対。緑茶に合わせるとハーブの香りが出ず、ハーブに合わせると緑茶

が出過ぎて渋くなってしまいますが、ハーブ緑茶は独自のブレンドの技によりまろやかな味わいを実現。いわば、正反

対のもの同士が調和し、互いを活かし合うことで新しい価値観を生んだ飲み物と言えます。ハーブ緑茶の大きな特長

は、「Cook Drinks　飲み物を料理する！」というコンセプトで変化に富んだ多彩なブレンドが楽しめることです。ハー

ブ緑茶ブレンド方式＝緑茶＋ハーブ①＋ハーブ②＋ハーブ③またはスパイスを基本に、素材や配合比率を変えることで

好みのハーブ緑茶を楽しめます。またお湯出しでも水出しでもおいしく飲めるため、食事やスイーツの味わいを深める

ティーペアリングのためのブレンドや、緑茶とメディカルハーブの効能を活かして、気分や体調に合わせ、人に合わせ、

シーンに合わせ、多彩なブレンドをお楽しみいただけます。

味は緑茶、香りはハーブ。今までありそうで無かった「ハーブ緑茶」ブランド！

まろやかな雫
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奇跡のマリアージュ

深蒸し茶の落ち着いた旨渋味と、レモングラス
とローズヒップの爽やかな風味でリラックスできる
ブレンドです。誰の心にも潜む、自分を良く見せ
たり、負けず嫌いだったりする小悪魔。それを否
定せず、ここぞという時やみんなに喜んでもらうた
めのパワーに変えられるよう、自らを冷静にコント
ロールできる感性を磨くハーブ緑茶です。

人は感、頭、胸、腹、足の５つの思考で物事を考えていて、その捉え方や投げかけ方によって幸運、金運、愛情運、仕事運、
健康運の５運を引き寄せます。人は誰もが幸運を引き寄せる力を持っていますが、不安や恐れなどがあると逆に不運を引き寄せ
てしまいます。５つの思考のバランスを取ることで不安や恐れを和らげ、5運の引き寄せにつなげる感性を磨くハーブ緑茶が「奇跡
のマリアージュ」です。緑茶やハーブは、味わいやメディカル的な効能の他に、それぞれ意味を持っています。例えばローズな
ら愛情、カモミールなら不屈の精神や逆境に強いなど、長い歴史の中で語り継がれてきた意味合いがあるのです。これらの意味
を解釈し、そこに５つの思考の考え方など新しい情報を加えて、飲む人のどんな感性を磨くか目的を持ってブレンドしてあります。ハー
ブ緑茶は、ハーブと緑茶という正反対のもの同士が調和し、互いを活かし合うことで価値を生んだ新しい飲み物。そこから、男女、
親子、夫婦など相反するものを結んだり、理想のパートナーと出会える、または出逢っていることに気づかせてくれるなど、素敵な
出逢いを引き寄せ幸運を呼ぶ飲み物です。奇跡のマリアージュは、お湯出しでも水出しでもおいしくお楽しみいただけます。

月の小悪魔と静寂の
ハーブ緑茶

ほどよい甘旨味と渋味のすっきりした浅蒸し茶を
ベースに、ほろ苦く華やかなローズマリーと爽や
かなレモングラスとミントが集中力を高めつつリ
フレッシュさせてくれます。日々、身の周りで起こ
る様々なことを、すべてチャンスの種と捉えたら…
目標達成の扉は大きく開かれます。どんなことも
チャンスに変えられる感性を磨くハーブ緑茶です。

海の天使と達成の
ハーブ緑茶

渋味が少なくやさしい旨味の棒茶をベースに、ビ
タミン C やクエン酸が豊富なハイビスカスとロー
ズヒップの爽やかな酸味、華やかな香りのカモ
ミールが綺麗を引き出すブレンドです。自分を認
め、人を愛し、愛される自分になる。そのために
自分を磨けば、誰もが花の女神になれます。そん
な、自分を輝かせる感性を磨くハーブ緑茶です。

花の女神と美の
ハーブ緑茶

こうばしくボディ感の強い焙じ茶に、甘く華やかな
カモミール、爽やかなミントとレモングラスの
余韻が、気持ちを明るくするブレンドです。誰もが
いろんな可能性を秘めた種。雨や風の日も、暑
い夏や寒い冬も、その種の力を高めるための糧と
なります。身の回りで起こることはみんな素敵なこ
と。そんなポジティブな感性を磨くハーブ緑茶です。

大地の精霊と繁栄の
ハーブ緑茶

ふっくらとした甘こうばしい玄米茶とダンデライオン
ルートに、爽やかなレモングラスが寄り添い、スパ
イシーなジンジャーが元気をチャージしてくれるブレン
ドです。感性が豊かな人は、実は傷つきやすくて繊
細。でも、傷つくことで成長し、理想の自分に近づ
くことができます。モチベーションを上げる力をチャー
ジして、自分を励ます感性を磨くハーブ緑茶です。

炎の妖精と回復の
ハーブ緑茶

味わうことで感性を内面から磨く！

幸運をあなたに引き寄せる
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生トマトと塩コショウのパスタやビネガー系ドレッシ
ングなど、シンプルな料理の味わいを華やかに引
き立てるイメージでブレンドしたハーブ緑茶です。
軽やかな甘旨味と渋味のある浅蒸し茶が生トマト
の爽やかな酸味とコクになじみつつ、甘い香りの
カモミールが華やかに引き立て、ジンジャーのス
パイシーな味と香りで引き締めます。

太陽の朗らかシェフの
ハーブ緑茶

マヨネーズ焼きなど酸味とコクの濃い味わいを
レモングラスとローズマリーの清涼感ある香りが
爽やかに切り替える棒茶ベースのハーブ緑茶で
す。渋味が少なく穏やかな甘旨味の棒茶は、酸
味、油味、旨味の強いマヨネーズによくなじみま
す。トマトをメインにしたパスタやスープ、チーズ
系ドレッシングなどにもよく合います。

海風の涼やかシェフの
ハーブ緑茶

野菜のチーズ焼きなどのコクのある味わいを、透
明感がありながらほんのり甘香ばしい玄米茶が
さっぱりと切り替え、カモミールとジンジャーが深
めるハーブ緑茶です。濃厚なチーズの後味をさっ
ぱり切り替えたい時は冷たく。モッツアレラ系のや
さしいチーズなどの時は冷たくしすぎずにカモミー
ルの香りを活かすのがおすすめです。

星空の煌やかシャフの
ハーブ緑茶

イタリアンドレッシングサラダなどの酸味を深蒸し茶
とダンデライオンルートが和らげ、ミントが爽や
かなアクセントとなっています。酸味、旨味、塩
味というシンプルな味わいに対し、甘香ばしいダ
ンデライオンルートと清涼感のミントという個性が正
反対のハーブを合わせることで香りに厚みをつ
け、料理の風味に幅を持たせました。

月夜の穏やかシェフの
ハーブ緑茶

中辛ぐらいの日本のカレーの後味をすっきりさせる
イメージでブレンドしました。カレーの強さに負け
ずに和らげる深蒸し茶をベースに、爽やかな香り
と軽やかな味わいでカレーの味をなじませ、やさ
しくすっきり切り替えてくれるレモングラスと、キリッ
と酸味のあるハイビスカスをブレンド。カレーの油
分や辛味をすっきりさせる味わいです。

深緑のなごやかシェフの
ハーブ緑茶

近年、食の環境がどんどん変化し、和食、洋食、中華というジャンルを超えたメニューが当たり前になり、食に国境がなくなって
きています。ご家庭では、メーカーから与えられた味だけでは飽き足らず、ちょい足しやトッピングで自分流の食べ方をするアレンジ
ブームが起きています。フレンチのシェフが昆布や鰹節などの出汁を使っていたり、世界的なショコラティエが柚子や抹茶などの
和食材を使ったりと、食のボーダレス化は世界中に広がっています。ドリンクシェフは、こうした食ボーダレスの味わいを深める新し
いボーダレスドリンクです。温かい料理に合わせ、水出しで飲んでいただくのが基本です。同じ食べ物でも、目的の違うハーブ緑
茶をペアリングすることで味わいが変わり、何通りもの味わいの変化を楽しんでいただけます。これまでは食事を楽しむペアリングと
して提案されている多くがお酒でしたが、最近ではお酒を飲まない人が増えています。ソフトドリンクと言えばウーロン茶やジュース
など選択肢が限れていて、食事をおいしくできるソフトドリンクが求められていました。ドリンクシェフは、お酒を飲まない人のための
優れたティーペアリングの飲み物です。お酒と割ることでさまざまなカクテルへのカスタマイズも楽しめます。

お酒を飲まない人のためのティーペアリング

洋食の新しい味わいを引き寄せる「ドリンクシェフ」
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イチゴのショートケーキになじむイメージのブレン
ド。渋味の少ないやわらかな甘旨味の棒茶が、
生クリームの甘味とやさしくなじみ、レモングラス
の爽やかな香りが、後味をすっきり切り替えます。
さらにカモミールが甘い香りを、オレンジピール
のほろ苦さがアクセントをプラスし、ケーキのシン
プルな味をリッチでふくよかな味わいにします。

心踊る華やぎスイーツ
のハーブ緑茶

玄米茶の甘香ばしい香りがベイクドチーズケーキ
の焼いた香りとなじみつつ、透明感ある味わい
がチーズのまったりした後味をすっきりさせます。
ジンジャーのスパイシーな風味とミントの香りが
爽やかなアクセントになり、ダンデライオンルート
でボディ感を強めることで、コクのあるチーズの
味を引き立てつつ後味をさっぱりさせます。

癒しのまろやかスイーツの
ハーブ緑茶

まろやかなミルクチョコレートに合わせ、脂肪分と
甘さをさっぱりさせる番茶をベースにしたブレンド
です。甘くほろ苦いローズマリーで番茶の味わ
いに幅を持たせ、レモングラスの香りがアクセン
トになりチョコの甘さを優しく切り替えます。番茶
の渋味とローズマリーのほろ苦い香りで大人っぽ
い至福の味わいを楽しめます。

至福のなめらかスイーツの
ハーブ緑茶

甘酸っぱいミックスフルーツゼリーに華やかなアク
セントを付けるイメージのブレンドです。まろやか
な甘旨味と渋味がフルーツの味わいを引き立てる
浅蒸し茶がベース。りんごのような甘い香りの
カモミールと清涼感のあるミントがフルーツの
甘味にやさしくなじみつつ、ハイビスカスが爽や
かな酸味のアクセントになるブレンドです。

涼やかスイーツの
ハーブ緑茶

イチゴタルトなどのフルーティーな味わいに華やか
な香りでアクセントをつけるイメージのブレンドで
す。イチゴの風味を邪魔せず、やさしい味と香り
でタルトの甘さをすっきり切り替えてくれる浅蒸し茶
がベース。フルーツの香りを華やかに引き立てる
カモミールとスーッとしたミントの爽やかな香りを
アクセントにした上品な味わいです。

魅惑のジューシースイーツの
ハーブ緑茶

近年、「甘過ぎなくておいしい」、「やさしい上品な味がする」、そんなコメントをTVの食レポでよく聞くようになりました。あらゆるスイー
ツが市場に溢れる今、甘いだけのスイーツが好まれる時代は終わり、最近は素材を活かした繊細なスイーツがいろいろ登場して
います。さらに健康志向の高まりから、なるべく香料、着色料、添加物を使わないものや、食べても罪悪感のないギルティーフリー
スイーツ、ヘルシースナッキングなどが人気です。大量生産のスイーツを気軽に食べる時代から、本当に良いスイーツを少量でい
いからじっくり味わいたいという人が増えているのを感じます。そんな本物志向、健康志向のスイーツを楽しむライフスタイルを提案
するのが、このスイーツヒュッゲです。繊細なスイーツを味わう時、コーヒーや紅茶だと味や香りが少し強すぎてしまいます。やさし
い味わいのスイーツヒュッゲは、スイーツの味わいを邪魔せずに深めたり、名脇役として引き立てます。冷たいスイーツに合わせ、
お湯出しで飲んでいただくのが基本です。同じスイーツでも、目的の違うハーブ緑茶をペアリングすることで味わいが変わり、何通
りもの味わいの変化を楽しんでいただけます。またお好みで甘味やフルーツを加えるなど、カスタマイズしてお楽しみいただけます。

素材を生かした繊細な洋菓子とのティーペアリング

スイーツの新しい味わいを引き寄せる「スイーツヒュッゲ」

S-1 S-2 S-4 S-5 S-3

お
湯
出
し

水
出
し



まろやかな棒茶をベースに、ストレスや不安を和
らげてくれる甘く華やかな香りのカモミールと、
心を癒す落ち着きのある爽やかな香りのラベン
ダーをブレンド。さらにビタミンC やクエン酸が豊
富なハイビスカスを加え、リラックスして眠りなが
ら美容や健康にも効果的です。お好みでシロッ
プを加えるとよりまろやかな味わいが楽しめます。

お月さまのときめき
ハーブ緑茶

深夜の勉強や残業の時でもリラックスして集中で
き、その後、穏やかに眠りに入るブレンドのハー
ブ緑茶です。集中力や記憶力を高める効果が
あるとされるローズマリーのほろ苦く清涼感ある
香りとまろやかになじむ棒茶がベース。爽やかな
ミントとレモングラスの香りが疲れた頭を優しく
癒し、リフレッシュさせてくれます。

流れ星のきらめき
ハーブ緑茶

寝つきを良くするテアニン豊富な棒茶ベースに、
昔から安眠やリラックスに用いられる華やかな香り
のラベンダーと、柑橘系の爽やかなレモングラス
とローズヒップが、心と体をゆったりとほぐしてく
れます。ゼリーや杏仁豆腐などの果物系・ミルク
系スイーツと相性が良く、風味を華やかにし、後
味をすっきりさせます。

オーロラのゆらめき
ハーブ緑茶

棒茶をベースに、肝機能をサポートする甘こうば
しい香りのダンデライオンルートと、爽やかな
ミント、ビタミンC たっぷりのローズヒップをブレ
ンド。お酒を飲んだ後や翌朝におすすめです。
焼肉などのお肉料理やこってりした料理の後に、
こうばしい風味がなじみつつ、ミントとローズヒップ
のほのかな爽やかさで後味がすっきりします。

星雲のまどろみ
ハーブ緑茶

やさしい味わいの棒茶ベースに、血行促進効果が
あり気持ちをリラックスさせてくれる華やかな香りの
カモミールと、体を温めるジンジャー、デトックス
効果のあるダンデライオンルートをブレンド。水出
ししたものを温めてホットにしたり、はちみつを入れて
飲むのがおすすめ。パウンドケーキなどのシンプルな
焼き菓子と相性が良く、華やかなアクセントになります。

おひさまのうたたね
ハーブ緑茶

機械化が進み頭脳労働が増えたことで睡眠の在り方も変わってきています。かつて睡眠は８時間が良いとされていましたが、体
を動かす機会が減るにつれ、睡眠時間も以前より少なくなっています。逆に、頭脳労働が増えたことにより、家に帰ってもなかな
か頭が休まらない、また、職場ではずっとパソコンに向かい、家ではゲームやSNSでスマホを手放さず、ブルーライトの影響を受
けるなどさまざまな要因の不眠症で悩む人が増えています。現代はストレス社会と言われますが、安眠は心の安らぎと体の安らぎ
両方にとって欠かせないもの。そんな現代人にオススメしたいのが、リラックス効果があり、寝つきを良くすると言われるテアニンが
豊富な棒茶をベースに、安眠をサポートするハーブをブレンドしたハーブ緑茶シリーズ Nemuri です。水出しすることでカフェイン
レス、高テアニンの Nemuri は、まさに天然のリラクゼーションドリンク。安眠のためには 14 時以降はカフェインを摂らない方が良
いと言われますが、Nemuri は食事やスイーツと一緒にも楽しめるので、おやつや夕食、寝る前の飲み物としても最適で、熱中
症予防としてもオススメです。どんなに良い食事をとっても睡眠の質が良くなければ健康は成立しません。睡眠負債が社会問題に
なっている時代、Nemuri で上質な眠りをどうぞ。

カフェインレス、高テアニンで安眠をサポート

上質な眠りを引き寄せる「ねむり」
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やさしい甘旨味とほのかな渋味の浅蒸し茶に、記憶
や思い出の象徴とされるローズマリーと、爽やかな風
味のローズヒップとミントをブレンド。お子様と一緒
にお話しながら楽しめば、遠い記憶が蘇って思わぬ思
い出話が聞けるかもしれません。すっきり爽やかな味わ
いは、サンドイッチやサラダになじみます。また、こって
りしたお肉料理などの後味をすっきりさせてくれます。

空の記憶と内緒話の
ハーブ緑茶

やさしい甘旨味の棒茶をベースに、美容に嬉しい
クエン酸やビタミンCたっぷりのハイビスカスとロー
ズヒップ、爽やかな目覚めを促すミントをブレンド。
可愛らしいピンク色に気持ちが華やぎます。フルー
ツ系のスイーツにもなじみつつ、後味をすっきりさせ
てくれます。シロップを入れたりフルーツジュースで
割ると酸味が和らぎ、楽しみ方の幅が広がります。

目覚めの海と深呼吸の
ハーブ緑茶

寝つきを良くするテアニン豊富な棒茶ベースに、昔か
ら安眠やリラックスに用いられるラベンダーと、爽や
かなミントとオレンジピールが、心と体をゆったりほ
ぐしてくれるブレンド。心地よい眠りのためには、水出
しで淹れるのがおすすめです。ババロアや杏仁豆腐
など、ミルク系のスイーツと相性が良く、風味を華やか
にし、後味をすっきりさせます。

眠れる森と夢ごこちの
ハーブ緑茶

こうばしい香りと血管を広げる作用がある焙じ茶をベー
スに、むくみ・冷え改善作用があるとされるさっぱりとし
たルイボスとほんのり酸味のあるローズヒップ、身体
を温めるジンジャーをブレンド。水出しですっきりと、ホッ
トでリラックス用に。揚げ物や中華系のお料理の味わ
いを邪魔することなく、後味をさっぱりと切り替えてくれま
す。スポーツの前後の水分補給にもおすすめです。

朝日の泉と生命力の
ハーブ緑茶

甘こうばしくすっきりした玄米茶をベースに、古くから
自然の万能薬と呼ばれてきたエルダーフラワーと、
ビタミンCたっぷりのローズヒップ、デトックス効果の
ダンデライオンルートをブレンド。風邪予防や毎
日の健康維持にどうぞ。こうばしさをより引き立てる場
合は、ホットがおすすめです。お好みではちみつを
入れたり、シンプルな焼き菓子などとも好相性です。

月のまばたきと祈りの
ハーブ緑茶

ハーブ緑茶は香料や着色料などは一切使わず、緑茶とハーブという自然素材だけを使用。お湯出しだとカフェインが抽出される
緑茶ですが、水出しするとカフェインレスになるためお子さんの体にやさしく、苦味渋味もほとんどなくなり、リラックス効果のあるテ
アニンも豊富です。そこへ集中力アップやデトックスなどの使用目的に応じたハーブをブレンドし、小さいお子さんでも飲みやすい工
夫をした親子でお楽しみいただける水出し専用のハーブ緑茶シリーズです。安眠のためには 14 時以降はカフェインを摂らない方
がいいと言われますが、お子さんが好きなコーラやココアなどには意外とカフェインが多く含まれています。comoriは、水出しでカフェ
インレス、食事やスイーツと一緒にも楽しめるので、14 時以降のおやつや夕食、寝る前の飲み物としても最適です。甘いジュー
スだと濃い味でマスキングされ食べ物の味わいが消えてしまいますが、comoriなら食事もおいしく味わうことができ、糖分の摂りす
ぎも抑えられます。また、緑茶の中に含まれる旨味成分を感じることで、味覚が磨かれます。味覚が磨かれると素材を味わえるから、
塩分、糖分が少なくてもおいしく食べられ健康につながります。五感で感じるおいしさの中で味覚はわずか１％と言われますが、こ
の味覚を磨くことがお子さんの健やかな成長にはとても大切です。

お子様の健やかな食生活と上質な水分補給のために

母子の新しい絆を引き寄せる「こもり」

C-1 C-2 C-3 C-4 C-5

水
出
し
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