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販売商品一覧
出力日：2023年01月07日

品

番

000194

商

品

名

ダージリン2022年Aut
umnalナムリンアッパ
ー茶園EX-811 CL ALP
100g

金額：1800円

000191

ダージリン2022年2nd
Flushセリンボン茶園D
J-EX-25 ALP 50g

金額：1200円

000190

ダージリン2022年2nd
Flushセリンボン茶園D
J-68 ALP 50g

金額：1200円

000189

ダージリン2022年2nd
Flushキャッスルトン茶
園DJ-206 CHINA ALP
50g

金額：1100円

000188

ダージリン2022年2nd
Flushキャッスルトン茶
園DJ-201 CHINA ALP
50g

金額：1100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]⇒CLクローン (若木A
V2) [内容量]⇒100g [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]⇒2022-11 [グレード]
⇒FTGFOP1 [用途]⇒スト
レート コールドブリュー

ナムリン茶園の茶樹は銘茶樹ＡＶ2（エーブイツー
）です。本紅茶（EX-811）は繊細な花の香りに加
えナッツやウッディー（木質）の暖かい香りが漂
います。甘くまろやかで飲みやすい紅茶は11月に
茶摘みしたばかりの香り満載の紅茶です。ストレ
ートティーの淹れ方：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。コールドブリューも美味しいです。エ
ージレス封入済み。

[品質]⇒DJ-EX-25 [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]⇒2022-06 [グ
レード]⇒FTGFOP1 [用途
]⇒ストレート

バイオダイナミック農法と言われるセリンボン茶
園が生産したダージリンのセカンドフラッシュ。
ミドルクラスの6月摘み紅茶です。柔らかなセカン
ドフラッシュ香、ほのかな甘味とコクのセカンド
フラッシュをお楽しみください。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]⇒DJ-68 [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]⇒2022-06 [グレー
ド]⇒FTGFOP1 [用途]⇒
ストレート

有機栽培のセリンボン茶園が生産したダージリン
のセカンドフラッシュ。どちらかと言えば標準的
な6月摘み紅茶です。心地よいダージリンらしい香
、角が取れて柔らかい甘味と渋味のセカンドフラ
ッシュをお楽しみください。カップ一杯当たり2.02.5ｇの茶葉に150ml：98℃のお湯を注ぎ、蒸らし
時間3-4分です。

[品質]⇒DJ-206 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]⇒202
2-06 [グレード]⇒FTGFO
P1 [用途]⇒ストレート

最高峰と言われ世界的に格式の高い茶園、それが
キャッスルトン茶園です。中国種の茶樹から摘ん
だ2ndFlushで作るマスカテルが有名です。本品は
マスカテルではなく標準品ですがキリッとした香
味を感じることができます。またリーズナブルな
価格で楽しんで頂くことができます。ストレート
用はカップ一杯当たり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-201 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]⇒202
2-06 [グレード]⇒FTGFO
P1 [用途]⇒ストレート

キャッスルトン茶園は日本でも知られるダージリ
ンの最高峰と言われ世界的に格式の高い茶園です
。中国種の茶樹から摘んだ2ndFlushで作るマスカ
テルが有名です。本品はマスカテルではありませ
んが超有名茶園が作る2ndFlushをリーズナブルな
価格で楽しんで頂くことができます。ストレート
用はカップ一杯当たり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。
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販売商品一覧
出力日：2023年01月07日

品

番

000187

商

品

名

ダージリン2022年2nd
Flushタルボ茶園DJ-27
1 CL ALP 50g

金額：1300円

000186

ネパール・イラム202
2 1st
Flushマルーム茶園IL-2
8 ALP 100g

金額：1500円

000185

アッサム2022年ベハ
リ茶園C160793Z CTC
ALP 100g

金額：720円

000184

ビンテージ・ニルギリ
2022サットン茶園FOP
ALP 50g

金額：720円

000183

スリランカ・キャンデ
ィー2021-09ケニルワ
ース茶園FBOP ALP
100g

金額：1170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]⇒DJ-271 クローナ
ル [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]⇒2022-05
[グレード]⇒FTGFOP1
[用途]⇒ストレート コー
ルドブリュー

甘味が冴えるタルボ茶園のセカンドフラッシュ。A
V2などの優れたクローナル茶葉を使用。乾燥の温
度や時間を微妙にコントロールした製茶技術によ
り、ほんのりマスカテル香を放ち甘味とコクのあ
るセカンドフラッシュに仕上げております。ぜひ
ストレートでお飲みいただきたい。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]⇒IL-28 [内容量]⇒
100g [製造国]⇒ネパール
[産地]⇒イラム [茶園]
⇒マルーム茶園 [製造年
月]⇒2022-04 [グレード]
⇒SFTGOP [用途]⇒スト
レート
コールドブリュー

ネパールのイラム郡はダージリンの隣、マルーム
茶園は最もダージリン寄りに。国境の向こうはオ
カイティーやタルボなど銘茶園が並び気候風土が
似ている。本品はマルーム茶園が製造したダージ
リン風味の1stFlush、飲みやすく優しい紅茶。円安
の折ですが販売価格は抑えております。ストレー
ト飲みはカップ一杯当たり2.0-2.5ｇの茶葉に150
ml：98℃のお湯を注ぎ、蒸らし時間3分です。

[品質]⇒C160793Z CTC [
内容量]⇒100g [製造国]
⇒インド [産地]⇒アッサ
ム [茶園]⇒ベハリ茶園 [
製造年月]⇒2021-11 [グ
レード]⇒CTC [用途]⇒ス
トレート ミルクティー

ベハリ茶園はアッサム北部ジャムナ川の北。気候
は亜熱帯モンスーン気候で高温多湿。茶樹は高温
に強くポリフェノールの濃厚なアッサム種です。
本品は軽めのアッサム紅茶でほんのりハーブ系が
入ったアッサム香。茶葉を多めに濃く淹れてミル
クティーに。ストレートで飲む場合カップ一杯当
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]⇒ヴィンテージ [内
容量]⇒50g [製造国]⇒イ
ンド [産地]⇒ニルギリ [
茶園]⇒サットン茶園 [製
造年月]⇒2022-03 [グレ
ード]⇒FOP [用途]⇒スト
レート ミルクティー

インド南部、ニルギリは青い山を意味する名前の1
200〜2000ｍの台地。標高1,826メートルのサッ
トン茶園はニルギリの名茶園です。多くは地理的
に近いスリランカに似た香味ですが本品はスパイ
シーな香味で爽やかな後味です。ストレート紅茶
の淹れ方：2.0-2.5ｇの茶葉に150cc98℃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]⇒100g [製造
国]⇒スリランカ [産地]⇒
キャンディー [茶園]⇒ケ
ニルワース茶園 [製造年
月]⇒2021-09 [グレード]
⇒FBOP [用途]⇒ストレ
ート ミルクティー

スリランカ・キャンディのケニルワース茶園で20
21年9月10日に製茶されたもの。アッサム種が混
じった懐かしい香り。軽い渋味と苦味が和菓子や
洋菓子に良くフィットいたします。濃く淹れてア
イスティーに、水出しのコールドbリューも。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2.0分です
。
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販売商品一覧
出力日：2023年01月07日

品

番

000182

商

品

名

スリランカ・アールグ
レイ2021天然香料
BOP ALP 100g

金額：880円

000181

ダージリン2022年1stF
lushキャッスルトンDJ13 SPL CHAINA ALP
50g

金額：1400円

000180

ダージリン2022年1stF
lushキャッスルトンDJ16 SPL CHAINA ALP
50g

金額：1300円

000179

ダージリン2022年1stF
lushキャッスルトンDJ29 SPL CHAINA ALP
50g

金額：1200円

000178

ダージリン2022年1stF
lushセリンボンDJ-6
ALP 50g

金額：1400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]⇒スリランカ茶葉、
天然香料 [内容量]⇒100g
[製造国]⇒日本国 [産地
]⇒日本 [茶園]⇒(有)テイ
スティ [製造年月]⇒202
1-10 [グレード]⇒BOP [
用途]⇒アイスティー、ミ
ルクティー、ストレート

スリランカ高地産の茶葉に、天然ベルガモット精
油で香付けしたもの。ベルガモットはイタリヤ原
産のオレンジの仲間で、紅茶以外でもアロマテラ
ピーや香水など、癒しを与えてくれる香りとして
人気が高い。お湯出を氷で冷やしアイスティーに
、濃く淹れてミルクティーに。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2-3分です。

[品質]⇒DJ-13 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
22-03 [グレード]⇒FTGF
OP1 [用途]⇒ストレート

キャッスルトン茶園の創業は1865年、ダージリン
の最高峰と言われ世界的に有名で格式の高い茶園
です。茶園が大切にするスペシャル中国種の茶樹
から摘んだファーストフラッシュ。３月摘みの繊
細な花の香り、中国種の心地よい渋味とコクを残
すファーストフラッシュです。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]⇒DJ-16 SPL CHIN
[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]⇒202
2-04 [グレード]⇒FTGFO
P1 [用途]⇒ストレート

キャッスルトン茶園の創業は1865年、ダージリン
の最高峰と言われ世界的に有名で格式の高い茶園
です。茶園が大切にするスペシャル中国種の茶樹
から摘んだファーストフラッシュ。4月摘みのほの
かな花の香り、中国種の心地よい渋味を残すファ
ーストフラッシュです。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]⇒DJ-29 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
22-04 [グレード]⇒FTGF
OP1 [用途]⇒ストレート

キャッスルトン茶園の創業は1865年、ダージリン
の最高峰と言われ世界的に有名で格式の高い茶園
です。茶園が大切にするスペシャル中国種の茶樹
から摘んだファーストフラッシュ。4月摘みのほの
かな花の香り、中国種の心地よい渋味を残すファ
ーストフラッシュです。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]⇒DJ-6 [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]⇒2022-04 [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。無農薬・無化
学肥料。ミドルクラスの4月摘み紅茶です。心地よ
いダージリンらしい香、ほのかな甘味と渋味のフ
ァーストフラッシュをお楽しみください。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：2023年01月07日

品

番

000177

商

品

名

ダージリン2022年1stF
lushタルボ茶園DJ-147
TIPPY CL ALP 100g

金額：2300円

000176

ダージリン2022年1stF
lushタルボ茶園DJ-147
TIPPY CL ALP 50g

金額：1300円

000174

ダージリン2022年1stF
lushナムリンアッパー
茶園EX-3 SPL CL
MAYA ALP 50g

金額：2160円

000173

ダージリン2021年Aut
umnalナムリンアッパ
ー茶園EX-710 SPL
CLONE ALP 100g

金額：1200円

000172

ダージリン2021年Aut
umnalナムリンアッパ
ー茶園EX-710 SPL
CLONE ALP 50g

金額：720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]⇒DJ-147 TIPPY CL
[内容量]⇒100g [製造
国]⇒インド [産地]⇒ダー
ジリン [茶園]⇒タルボ茶
園 [製造年月]⇒2022-03
[グレード]⇒FTGFOP1
[用途]⇒ストレート コー
ルドブリュー

ダージリンのハイレベルな1stFlush。タルボ茶園が
03/30に茶摘3/31に製茶。繊細な花の香り、甘く
妖艶な香味、滑らかでコクのある飲みごたえ。朝
食に夕食にティ−パーティーにと万能。芯芽を多
く含むティッピータイプ、クローナルはAV2茶樹
です。ストレートの淹れ方：カップ一杯当たり2.02.5ｇの茶葉に150ml：98℃のお湯を注ぎ、蒸らし
3-4分。コールドブリューは冷蔵庫で1-2晩寝かせ
ます。

[品質]⇒DJ-147 TIPPY CL
[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]⇒2022-03 [
グレード]⇒FTGFOP1 [用
途]⇒ストレート

ダージリンのハイレベルな1stFlush。タルボ茶園が
03/30に茶摘3/31に製茶。繊細な花の香り、甘く
妖艶な香味、滑らかでコクのある飲みごたえ。朝
食に夕食にティ−パーティーにと万能。芯芽を多
く含むティッピータイプ、クローナルはAV2茶樹
です。ストレートの淹れ方：カップ一杯当たり2.02.5ｇの茶葉に150ml：98℃のお湯を注ぎ、蒸らし
3-4分。コールドブリューは冷蔵庫で1-2晩寝かせ
ます。

[品質]⇒EX-3 PureAV2 [
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]⇒
2022-03 [グレード]⇒FT
GFOP1 [用途]⇒ストレー
ト コールドブリュー

ダージリンでトップクラスの1stFlush。立ち昇る繊
細な花々の匂いと森の香り。注ぐと映えるゴール
デンカラー、滑らかで上品な香味、ほんのりフル
ーティーでワインを思わせる。優れた茶品種・Ａ
Ｖ2茶樹の葉のみで作った春摘の特長です。ストレ
ートティーの淹れ方：カップ一杯当たり2.5-3.0ｇ
の茶葉に150ml：98℃のお湯、蒸らし7-8分。コー
ルドブリューは冷蔵庫で3-4日寝かせると素晴らし
い仕上がりに。

[品質]⇒AV2茶樹、フルー
ティーで余韻が残る [内
容量]⇒100g [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]⇒
2021-10 [グレード]⇒FT
GFOP1 [用途]⇒ストレー
ト コールドブリュー

100ｇ入り大袋。ヨーロッパでも日本でも人気の
ナムリン茶園、その香味はワインを思わせます。
かすかなウッディーと甘酸っぱいフルーティーな
香味、そして口に残る上品な余韻。ダージリンが
生んだ優れた茶品種・ＡＶ2茶樹の葉を摘み作った
オータムナルの特長です。ストレートティーの淹
れ方：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。コールド
ブリューも美味しいです。

[品質]⇒AV2茶樹、フルー
ティーで余韻が残る [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]⇒20
21-10 [グレード]⇒FTGF
OP1 [用途]⇒ストレート
コールドブリュー

輸入は弊社だけ。ヨーロッパでも日本でも人気の
ナムリン茶園、その香味はワインを思わせます。
かすかなウッディーと甘酸っぱいフルーティーな
香味、そして口に残る上品な余韻。ダージリンが
生んだ優れた茶品種・ＡＶ2茶樹の葉を摘み作った
オータムナルの特長です。ストレートティーの淹
れ方：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。コー
ルドブリューも美味しいです。
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品

番

000167

商

品

名

水出し用ボトル：ハリ
オ・フィルターインボ
トル・エーヌ800mlペ
ールグレー

金額：1860円

000165

ダージリン2021年2nd
̲Flushナムリンアッパ
ー茶園EX-121 SPL
CLONE ALP 50g

金額：800円

000162

ヴィンテージ・ニルギ
リ2021チャムラジ茶
園 L404 APL 50g

金額：640円

000157

ダージリン2021年1st̲
Flushセリンボン茶園
DJ-2 ALP 50g

金額：1040円
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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]⇒HARIO耐熱ガラス
[内容量]⇒376g [製造
国]⇒日本 [産地]⇒日本
[茶園]⇒HARIO [製造年月
]⇒2012-01 [グレード]⇒
- [用途]⇒水出し紅茶の抽
出

HARIO社製の茶水出し用のボトル、サイズは90m
m×90mm×320mm容量800ml。内部に濾し網：フ
ィルターがあり注ぐとき茶葉は濾されます。広口
瓶なのでお手入れが楽です。フィルターの入るフ
タ部はシリコンゴム製で色は薄い灰色（ペールグ
レー）のお洒落なデザインボトルです。800mlの
水に6.0g〜8.0gの茶葉。冷蔵庫で一晩寝かせれば
出来上がりです。

[品質]⇒EX-121 SPL CLON
E(AV2) [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]⇒2021-07 [グレー
ド]⇒FTGFOP1 [用途]⇒
ストレート コールドブリ
ュー

淹れる傍から立ち昇る軽快でフルーティーな香り
、まろやかな味、口に残る上品な余韻。これは若
いＡＶ2茶樹の葉を摘み作ったセカンドフラッシュ
の特長です。お茶菓子が要らないくらい美味しい
紅茶です。暑い時期は水出しも、渋味や苦味がな
くまろやかなコールドブリューを。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]⇒ヴィンテージ [内
容量]⇒50g [製造国]⇒イ
ンド [産地]⇒ニルギリ [
茶園]⇒チャムラジ茶園 [
製造年月]⇒2021-04 [グ
レード]⇒FOP-SUP [用途]
⇒ストレート ミルクティ
ー

インド南部、ニルギリは青い山を意味する名前の1
200〜2000ｍの台地。チャムラジ茶園は標高1800
ｍに位置し、ここで穫れる紅茶は地理的に近いス
リランカに似た香味です。本品はニルギリの香り
と甘み、そして爽やかな香味が特長です。ストレ
ート紅茶の淹れ方：2.0-2.5ｇの茶葉に150cc98℃
のお湯、蒸らし時間3-4分です。

[品質]⇒DJ-2 [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]⇒2021-03 [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。ミドルクラス
の紅茶ですがDJ-2は初摘に近く貴重です。心地よ
いダージリンらしい香、コクと甘味のファースト
フラッシュをお楽しみください。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。

