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販売商品一覧
出力日：2018年07月23日

品

番

000097

商

品

名

日本茶・霧島ヘンタ茶
園：特上煎茶2018一
番茶 袋入100g

金額：1500円

000096

ダージリン・1st̲Flush
̲2018キャッスルトン
茶園 DJ-11 SPL CHINA
ALP 50g

金額：1200円

000095

ダージリン・1st̲Flush
̲2018セリンボン茶園
DJ-5 ALP 50g

金額：1100円

000094

ダージリン・1st̲Flush
̲2018ナムリン̀アッパ
ー̀茶園 EX-3
SPLENDOUR ALP 50g

金額：1980円

000093

ダージリン・1st̲Flush
̲2018ジュンパナ茶園
Spring Delight‒EXN
24 ALP 50g

金額：3300円

品

紅茶通販 グローバルトップティー 久保商会
〒178-0065 東京都練馬区西大泉3-16-4
TEL/FAX：03-5387-8963 URL：http://www.global-top-tea.com

質 等

説

明

[品質]⇒一番茶 [内容量]
⇒100g [製造国]⇒日本
[産地]⇒鹿児島県 [茶園]
⇒ヘンタ茶園 [製造年月]
⇒2018-05 [グレード]⇒
煎茶 [用途]⇒ストレート

クルーズトレイン「ななつぼしin 九州」で提供。
一番茶で作る添加物が入らないクリーンなのど越
しの特上煎茶。幸い霧島連山噴火による火山灰な
どの影響はないが茶園主は安全安心のため茶葉は
水洗いして製茶。良い水色、良い香り、良い味、
三拍子揃った煎茶。淹れ方：一人分は茶葉2.0ｇ、
湯は一人50mlを目安、湯のみに入れ冷まして(80-9
0℃)から急須へ、蒸らし時間0.5-1.0分待って注ぎ
分けします。

[品質]⇒DJ-11 SPL CHINA
[内容量]⇒50g [製造国]
⇒インド [産地]⇒ダージ
リン [茶園]⇒キャッスル
トン茶園 [製造年月]⇒20
18-03 [グレード]⇒FTGF
OP1 [用途]⇒ストレート

ダージリンが生んだ名茶園キャッスルトンの茶葉
です。緑色が残る浅い発酵の茶葉からファースト
フラッシュの香りが昇ります。渋み苦みをおさえ
甘みとコクのある本品は飲みごたえのある紅茶で
す。カップ一杯当たり2.0-2.5ｇの茶葉に150ml：9
8℃のお湯を注ぎ、蒸らし時間3-4分です。

[品質]⇒DJ-5 [内容量]⇒5
0g [製造国]⇒インド [
産地]⇒ダージリン [茶園]
⇒セリンボン茶園 [製造
年月]⇒2018-03 [グレー
ド]⇒FTGFOP1 [用途]⇒
ストレート

日本でもお馴染みのセリンボン茶園が生産したダ
ージリンのファーストフラッシュ。DJ-5は同茶園
５番目の製造ロット、しかもお求めやすい価格と
なっております。バランスの取れた早春の香味を
お楽しみいただけます。カップ一杯当たり2.0-2.5
ｇの茶葉に150ml：98℃のお湯を注ぎ、蒸らし時
間3-4分です。

[品質]⇒EX-3 SPLENDOUR
[内容量]⇒50g [製造国]
⇒インド [産地]⇒ダージ
リン [茶園]⇒ナムリン̀ア
ッパー̀茶園 [製造年月]⇒
2018-03 [グレード]⇒FT
GFOP1 [用途]⇒ストレー
ト

湯を注ぐと鼻に感じる確かな香りが特長です。浅
く発酵した茶葉のウッディーな香り。グリニッシ
ュ(若葉系)の味を抑えたファーストフラッシュは、
本来の熱い紅茶から生まれる自然で優雅な甘みと
コクを楽しむことができます。カップ一杯当たり2.
0-2.5ｇの茶葉に150ml：98℃のお湯を注ぎ、蒸ら
し時間4-5分です。

[品質]⇒Spring Delight EX
N24 [内容量]⇒50g [製
造国]⇒インド [産地]⇒ダ
ージリン [茶園]⇒ジュン
パナ茶園 [製造年月]⇒20
18-02 [グレード]⇒SFTG
FOP1 [用途]⇒水出し、
お湯出し ストレート

ダージリン・ジュンパナ茶園の春摘一番Spring Del
ight（春の喜び）。水出しで淹れるとワインのよう
にクールに香味を楽しめます。もちろん熱い紅茶
も十分美味しいです。水出しはカップ一杯当たり1.
0-1.5ｇの茶葉に水を注ぎ冷蔵庫で一晩じっくり抽
出します。お湯出しはカップ一杯当たり2.0-2.5ｇ
の茶葉に150ml：98℃のお湯を注ぎ、蒸らし時間3
-4分です。
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販売商品一覧
出力日：2018年07月23日

品

番

000092

商

品

名

インド・シッキム2nd
Flush 2017テミ茶園
SK-128 HIMALAYAN
ALP 50g

金額：1200円

000090

スリランカ・キャンデ
ィー2017クレイグヘ
ッド茶園FBOP ALP
50g

金額：700円

000089

スリランカ・キャンデ
ィー2017ドテルオヤ
茶園BOP ALP 50g

金額：600円

000087

ダージリン・2nd̲Flus
h̲2017グームティ茶
園 DJ-49 ALP 50g

金額：1000円

000086

ダージリン・2nd̲Flus
h̲2017マーガレッツ
ホープ茶園 DJ-197
ALP 50g

金額：800円

品

紅茶通販 グローバルトップティー 久保商会
〒178-0065 東京都練馬区西大泉3-16-4
TEL/FAX：03-5387-8963 URL：http://www.global-top-tea.com

質 等

説

明

[品質]⇒FTGFOP1 HIMALA
YAN [内容量]⇒50g [製
造国]⇒インド [産地]⇒シ
ッキム [茶園]⇒テミ茶園
[製造年月]⇒2017-08 [
グレード]⇒FTGFOP1 [用
途]⇒ストレート

シッキムはダージリンの北に隣接するインドの州
。世界第三位ヒマラヤ山脈のカンチェンジュンガ
山があります。テミ茶園はヒマラヤ山麓1400〜20
00ｍの茶畑で生産されるダージリンに似て美味し
い紅茶です。本品は口に含むと喉まで広がるセカ
ンドフラッシュの香り、深い発酵によるコクのあ
る味が特長です。淹れ方：2.0-2.5ｇの茶葉に150c
c98℃のお湯、蒸らし時間3-4分です。

[品質]⇒クオリティーFBO
P [内容量]⇒50g [製造
国]⇒スリランカ [産地]⇒
キャンディー [茶園]⇒ク
レイグヘッド茶 [製造年
月]⇒2017-08 [グレード]
⇒FBOP [用途]⇒ストレ
ート

スリランカ・キャンディのクレイグヘッド茶園で2
017年8月18日に製茶された商品。標高1150m、
中産地の紅茶、渋味・苦味はほとんどなく、まろ
やかでさっぱりとした後味。冷めても美味しく、
濃く淹れてアイスティーにしても良しです。スト
レート飲みはカップ一杯当たり1.0-1.5ｇの茶葉に1
50ml：98℃のお湯を注ぎ、蒸らし時間1.5-2.5分で
す。

[品質]⇒クオリティーBOP
[内容量]⇒50g [製造国]
⇒スリランカ [産地]⇒キ
ャンディー [茶園]⇒ドテ
ルオヤ茶園 [製造年月]⇒
2017-08 [グレード]⇒BO
P [用途]⇒ストレート

渋味と甘みがありスイーツに合わせて戴きます。
濃く淹れればミルクにも合います。ストレート飲
みはカップ一杯当たり1.5-2.0ｇの茶葉に150ml：9
8℃のお湯を注ぎ、蒸らし時間2-3分です。

[品質]⇒FTGFOP DJ-49 [
内容量]⇒50g [製造国]⇒
インド [産地]⇒ダージリ
ン [茶園]⇒グームティ茶
園 [製造年月]⇒2017-06
[グレード]⇒FTGFOP [
用途]⇒ストレート

一流どころの茶園が仕上げたセカンドフラッシュ
だけあって良い香り、癖のない味、まろやかで飲
みやすい紅茶です。淹れ方は：2.0-2.5ｇの茶葉に1
50cc98℃のお湯、蒸らし時間3-4分です。

[品質]⇒FTGFOP DJ-197
[内容量]⇒50g [製造国]⇒
インド [産地]⇒ダージリ
ン [茶園]⇒マーガレッツ
ホープ茶園 [製造年月]⇒
2020-06 [グレード]⇒FT
GFOP [用途]⇒ストレー
ト

この紅茶、一流の茶園製だけあってしっかりして
います。ダージリンのセカンドフラッシュの良い
香り、適度の苦み渋みを持つ標準的なダージリン
夏摘です。お値段に見合う、お値段以上の味を感
じます。淹れ方は：2.0-2.5ｇの茶葉に150cc98℃
のお湯、蒸らし時間3-4分です。
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販売商品一覧
出力日：2018年07月23日

品

番

000085

商

品

名

ダージリン・2nd̲Flus
h̲2017アヴォングロ
ーブ茶園 DJ-59 ALP
50g

金額：900円

000084

ダージリン・2nd̲Flus
h̲2017セリンボン茶
園 EX-22 ALP 50

金額：1000円

000083

ネパール・1st Flush̲2
017マルーム茶園IL-23
ALP 50g

金額：650円

000080

ダージリン・2nd̲Flus
h̲2017キャッスルト
ン茶園DJ-126 ALP 50g

金額：1400円

000079

ダージリン・1st Flush
2017キャッスルトン
茶園 DJ-5 ALP 50g

金額：1000円

品

紅茶通販 グローバルトップティー 久保商会
〒178-0065 東京都練馬区西大泉3-16-4
TEL/FAX：03-5387-8963 URL：http://www.global-top-tea.com

質 等

説

明

[品質]⇒FTGFOP DJ-59 [
内容量]⇒50g [製造国]⇒
インド [産地]⇒ダージリ
ン [茶園]⇒アヴォングロ
ーブ茶園 [製造年月]⇒20
17-06 [グレード]⇒FTGF
OP [用途]⇒ストレート

このアヴォングローブ DJ-59夏摘は甘みとコクが
あり美味しい紅茶です。もちろん香りも大丈夫で
す。秋から冬へ充実した夏摘の味をお楽しみくだ
さい。淹れ方は：2.0-2.5ｇの茶葉に150cc98℃の
お湯、蒸らし時間3-4分です。

[品質]⇒FTGFOP EX-22
[内容量]⇒50g [製造国]⇒
インド [産地]⇒ダージリ
ン [茶園]⇒セリンボン茶
園 [製造年月]⇒2017-06
[グレード]⇒FTGFOP [
用途]⇒ストレート

ダージリン・セカンドフラッシュの香りが整って
おります。味も良好です、少し渋みがありスイー
ツとの相性も良好。また蒸らし時間を短めにする
ことにより渋味は調整可能です。淹れ方は：2.0-2.
5ｇの茶葉に150cc98℃のお湯、蒸らし時間2.5-3.
5分です。

[品質]⇒SFTGFOP1 IL-23
[内容量]⇒50g [製造国]
⇒ネパール [産地]⇒イラ
ム [茶園]⇒マルーム茶園
[製造年月]⇒2017-04 [
グレード]⇒SFTGFOP [用
途]⇒ストレート

50ｇパック。ネクスト・ダージリン、隣の山ネパ
ール・イラムのマルーム茶園が本年４月に茶摘み
し自社工場で製茶したファーストフラッシュです
。爽やかな若葉の香り。苦み渋みを抑えたまろや
かなダージリン香味。ストレート飲みはカップ一
杯当たり2.0-2.5ｇの茶葉に150ml：98℃のお湯を
注ぎ、蒸らし時間3-4分です。水出し紅茶は150ml
当たり0.8-1.5ｇ、冷蔵庫で一晩寝かせます。

[品質]⇒FTGFOP1SPL-CHAINA DJ-126 [内
容量]⇒50g [製造国]⇒イ
ンド [産地]⇒ダージリン
[茶園]⇒キャッスルトン
茶園 [製造年月]⇒2017-0
7 [グレード]⇒FTGFOP1
[用途]⇒ストレート

ダージリンの名門茶園キャッスルトンのセカンド
フラッシュです。際立つ香り、適度な渋味・苦味
がありしっかりしたダージリンの味です。ストレ
ート飲みはカップ一杯当たり2.0-2.5ｇの茶葉に15
0ml：98℃のお湯を注ぎ、蒸らし時間3-4分です。

[品質]⇒FTGFOP1 DJ-5
SPL CHINA [内容量]⇒50
g [製造国]⇒インド [産
地]⇒ダージリン [茶園]⇒
キャッスルトン茶園 [製
造年月]⇒2017-04 [グレ
ード]⇒FTGFOP1 [用途]
⇒ストレート

キャッスルトン茶園、ダージリン名茶園のタルボ
やマーガレッツホープが所属するグッドリックグ
ループのメンバーで高い品質で知られています。
本品は3月から4月にかけ中国種の茶木から摘み取
った一芯二葉の若い茶葉を製茶したもの。爽やか
な芳香、ダージリンらしいしっかりした味です。
淹れ方は：2.0-2.5ｇの茶葉に150cc98℃のお湯、
蒸らし時間3-4分です。
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販売商品一覧
出力日：2018年07月23日

品

番

000078

商

品

名

ダージリン・1st Flush
2017グームティ茶園D
J-4 ALP 50g

金額：1000円

000077

ダージリン・1st Flush
2017オカイティ茶園D
J-2 ALP 50g

金額：1000円

000076

ダージリン・1st Flush
2017マーガレッツホ
ープ茶園DJ-6 ALP 50g

金額：1000円

000073

ダージリン・1st̲Flush
̲2017タルボ茶園DJ-2
ALP 50g

金額：1600円

000071

スリランカ・ヌワラエ
リヤ：シタカ茶園FBO
P 2016 箱入 150g

金額：900円

品

紅茶通販 グローバルトップティー 久保商会
〒178-0065 東京都練馬区西大泉3-16-4
TEL/FAX：03-5387-8963 URL：http://www.global-top-tea.com

質 等

説

明

[品質]⇒FTGFOP1 DJ-4 [
内容量]⇒50g [製造国]⇒
インド [産地]⇒ダージリ
ン [茶園]⇒グームティ茶
園 [製造年月]⇒2017-04
[グレード]⇒FTGFOP1
[用途]⇒ストレート

グームティ茶園、現地語で「折り返し地点」を意
味する名前を持つ名茶園。苦みは少なく、ダージ
リンらしいファーストフラッシュの香りと味が楽
しめる紅茶です。淹れ方はカップ一杯当たり2.0-2.
5ｇの茶葉に150cc98℃のお湯、蒸らし時間3分間
。

[品質]⇒FTGFOP1 DJ-2 MA
RVE [内容量]⇒50g [製
造国]⇒インド [産地]⇒ダ
ージリン [茶園]⇒オカイ
ティ茶園 [製造年月]⇒20
17-04 [グレード]⇒FTGF
OP1 [用途]⇒ストレート

オカイティー茶園、エリザベス女王がここの紅茶
を絶賛、茶園に手紙を送ったほど気に入ったこと
で有名です。苦みは少なく、ファーストフラッシ
ュの爽やかな香りと味が十分楽しめる紅茶です。
淹れ方はカップ一杯当たり2.0-2.5ｇの茶葉に150c
c98℃のお湯、蒸らし時間3-4分。

[品質]⇒FTGFOP1 DJ-6
CHINA SPL [内容量]⇒50
g [製造国]⇒インド [産
地]⇒ダージリン [茶園]⇒
マーガレッツホープ茶園
[製造年月]⇒2017-04 [グ
レード]⇒FTGFOP1 [用途
]⇒ストレート

ダージリンの名門茶園、マーガレッツホープのフ
ァーストフラッシュ。チャイナ種の茶樹から摘み
取ったスペシャル紅茶。ダージリンの春を爽やか
な香りで表現する一品です。淹れ方はカップ一杯
当たり2.0-2.5ｇの茶葉に150cc98℃のお湯、蒸ら
し時間3-4分。

[品質]⇒DJ-2 CHAINA-SPE
CIAL [内容量]⇒50g [製
造国]⇒インド [産地]⇒ダ
ージリン [茶園]⇒タルボ
茶園 [製造年月]⇒2017-0
4 [グレード]⇒FTGFOP1
[用途]⇒ストレート

ダージリンのタルボ茶園が2017年3月23日に製茶
したファーストフラッシュ紅茶。工程番号はDJ-2
で今年二番目の早期に摘んだ茶葉の製品であるこ
とが分かります。湯を注ぐと立ち昇る春の香り、
コクがあり渋味やにが味の少ないマイルドな素晴
らしい味です。ストレート用の淹れ方：2.0-2.5ｇ
の茶葉に150cc 98℃のお湯、蒸らし時間4分です
。

[品質]⇒FBOP [内容量]⇒
150g [製造国]⇒スリラン
カ [産地]⇒ヌワラエリヤ
[茶園]⇒シタカ茶園 [製
造年月]⇒2016-11 [グレ
ード]⇒FBOF [用途]⇒ス
トレート
ミルクティー

スリランカのシタカ茶園は日本であまり知られて
いませんが、2013年8月のコロンボ紅茶オークシ
ョンで空前の高値を付けた実績がある。そのシタ
カ茶園がヌワラエリヤの茶葉を製茶して作ったも
のが本品。まろやかで飲みやすく茶葉が細いため
茶汁の出が良い。ストレート用の淹れ方：1.0-1.5
ｇの茶葉に98℃のお湯150ml、蒸らし時間0.5-1.0
分です。ミルクティーを淹れる場合は茶葉・蒸ら
し時間とも増量を。
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販売商品一覧
出力日：2018年07月23日

品

番

000070

商

品

名

アッサム秋摘 CTC
2017マジュリ茶園
BOP ALP 50g

金額：500円

000069

ダージリン・オータム
ナル2016キャッスル
トン茶園 DJ-517 ALP
50g

金額：1000円

000063

スリランカ・キャンデ
ィー夏摘2016クレイ
グヘッド茶園 ALP 50g

金額：400円

000062

ダージリン・クオリテ
ィー・ TGFOP
ブレンド ALP 100g

金額：700円

000061

スリランカ・キャンデ
ィ2016オレンジフィ
ールド製茶場ALP 50g

金額：500円

品

紅茶通販 グローバルトップティー 久保商会
〒178-0065 東京都練馬区西大泉3-16-4
TEL/FAX：03-5387-8963 URL：http://www.global-top-tea.com

質 等

説

明

[品質]⇒CTC製法 NO.C-95
5 [内容量]⇒50g [製造
国]⇒インド [産地]⇒アッ
サム [茶園]⇒マジュリ茶
園 [製造年月]⇒2017-03
[グレード]⇒CTC BOP
[用途]⇒ストレート
ミルクティー

インドのアッサム地方のアッサム種の茶木から穫
れる紅茶。タンニンを多く含み、渋味苦味が強く
チャイ用の茶葉として多用されます。そんな中、
本品は苦み渋みが少なくストレートで飲んでも美
味しい上品なアッサム紅茶です。ストレート用の
淹れ方：1.5-2.0ｇの茶葉に150cc 98℃のお湯、
蒸らし時間1-2分です。ミルクティーを淹れる場合
は茶葉、蒸らし時間とも適量を加えてください。

[品質]⇒CL-TIP 優良品 [
内容量]⇒50g [製造国]⇒
インド [産地]⇒ダージリ
ン [茶園]⇒キャッスルト
ン茶園 [製造年月]⇒201
7-02 [グレード]⇒FTGFO
P1 [用途]⇒ストレート

ダージリンの名門茶園、キャッスルトンの秋摘紅
茶です。例年より気温が低かったといわれる環境
で収穫された2016年11月15日摘み、収量が少な
かった分香味の方は向上し、価格は高めとなって
しまいました。 CL-TIP：クローナル・ティップス
、芯芽が多く入り品質が良いことを示しておりま
す。淹れ方：2.0-2.5ｇの茶葉に150cc 98℃のお
湯、蒸らし時間3-4分です。

[品質]⇒クオリティー OP1
[内容量]⇒50g [製造国]
⇒スリランカ [産地]⇒キ
ャンディー [茶園]⇒クレ
イグヘッド茶園 [製造年
月]⇒2016-11 [グレード]
⇒OP-1 [用途]⇒ストレー
ト

スリランカ・キャディーの紅茶。クレイグヘッド
茶園は古都キャンディーの南。風光明媚な、標高6
00〜1200メートルに位置する中地産(ミディアム
グロウン)の紅茶です。濁りのない真紅の美しい水
色、苦みや渋みを抑えた飲みやすい紅茶です。ス
トレートで飲む場合はカップ一杯当たり1.5-2.0ｇ
の茶葉に150ml：98℃のお湯を注ぎ、蒸らし時間1
.5-2.0分が目安です。

[品質]⇒TGFOP [内容量]
⇒100g [製造国]⇒インド
[産地]⇒ダージリン [茶
園]⇒ブレンド [製造年月]
⇒2016-08 [グレード]⇒
TGFOP [用途]⇒ストレー
ト

お手ごろな価格でダージリンを楽しんでいただく
ダージリン茶のブレンド製品。ダージリン特有の
芳香、苦み渋みの少ないクオリティーブレンドで
す。カップ一杯当たり2.0-2.5ｇの茶葉に150ml：9
8℃のお湯を注ぎ、蒸らし時間3-4分です。

[品質]⇒クオリティー BOP
[内容量]⇒50g [製造国]
⇒スリランカ [産地]⇒キ
ャンディ [茶園]⇒オレン
ジフィールド製茶場 [製
造年月]⇒2016-08 [グレ
ード]⇒BOP [用途]⇒スト
レート

2016-06-30収穫の美味しいスリランカ・キャディ
ーの紅茶。本品は濁りのない真紅の美しい水色、
苦みや渋みを抑えた飲みやすい紅茶です。濃く淹
れた茶液を氷を入れたグラスに注ぎアイスティー
にしても美味しく頂けます。ストレートで飲む場
合はカップ一杯当たり1.5-2.0ｇの茶葉に150ml：9
8℃のお湯を注ぎ、蒸らし時間1.5-2.0分です。
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販売商品一覧
出力日：2018年07月23日

品

番

000060

商

品

名

ダージリン・セカンド
フラッシュ2016オー
クス茶園 DJ-86 ALP
50g

金額：1100円

000059

ヴィンテージ・アッサ
ム夏摘2016オークラ
ンズ茶園OR82 ALP
50g

金額：400円

000052

ダージリン・ファース
トフラッシュ2016オ
カイティ茶園DJ-15
ALP 50g

金額：1000円

000051

ダージリン・ファース
トフラッシュ2016セ
リンボン茶園DJ-11
ALP 50g

金額：800円
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[品質]⇒クローナルSPECIA
L DJ-86 [内容量]⇒50g
[製造国]⇒インド [産地]
⇒ダージリン [茶園]⇒オ
ークス茶園 [製造年月]⇒
2016-07 [グレード]⇒SF
TGFOP1 [用途]⇒ストレ
ート

当店の2016年ダージリン・セカンドフラッシュ第
２弾はオークス茶園、製造ロット番号DJ-86。やわ
らかいマスカテルフレーバー、飲みやすく上品で
バランスの良い味の紅茶です。カップ一杯当たり2.
0-2.5ｇの茶葉に150ml：98℃のお湯を注ぎ、蒸ら
し時間3-4分です。

[品質]⇒STGFOP1 OR82
[内容量]⇒50g [製造国]
⇒インド [産地]⇒アッサ
ム [茶園]⇒オークランズ
茶園 [製造年月]⇒2016-0
7 [グレード]⇒STGFOP1
[用途]⇒ストレート

2016-05-16収穫の美味しいアッサムが入荷しまし
た。甘い味わいで人気のアッサム東部にあるオー
クランズ茶園です。アッサム紅茶のほんのりした
香りとマイルドでクセのない味、強さのあるコク
と甘み、濃い水色が特長です。カップ一杯当たり2.
0-2.5ｇの茶葉に150ml：98℃のお湯を注ぎ、蒸ら
し時間2-3分です。

[品質]⇒SPECIAL DJ-15 [
内容量]⇒50g [製造国]⇒
インド [産地]⇒ダージリ
ン [茶園]⇒オカイティ茶
園 [製造年月]⇒2016-04
[グレード]⇒FTGFOP [
用途]⇒ストレート

オカイティー茶園、かつてエリザベス女王がここ
の紅茶を絶賛、茶園に手紙を送ったほど気に入っ
たことで有名です。本品は春摘紅茶、渋み苦みは
適度で、ダージリンティーの香が、そしてコクの
ある味が魅力的です。淹れ方はカップ一杯当たり2.
0-2.5ｇの茶葉に150cc98℃のお湯、蒸らし時間3
分間。

[品質]⇒FTGFOP [内容量]
⇒50g [製造国]⇒インド
[産地]⇒ダージリン [茶
園]⇒セリンボン茶園 [製
造年月]⇒2016-04 [グレ
ード]⇒FTGFOP [用途]⇒
ストレート

セリンボン茶園はダージリンの西側に位置し近所
に、日本でも有名なサングマ茶園、シーヨック茶
園などがあります。ファーストフラッシュらしい
柔らかな香、適度な苦み渋み、ダージリンの味を
しっかりと感じ取れることができます。淹れ方：2.
0-2.5ｇの茶葉に150cc98℃のお湯、蒸らし時間3
分です。

