
お問い合わせ

株式会社ニシカワ
TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

パッケージにもこだわり

ハリ

HARI 

世界中でヨガを教える Hari Singh（ハリ・シン）が設計する、人々の幸せを願って作ったハーブ＆スパイスブランド。彼が製品を届けたい人、そ

れは “ふつうの家に住んで仕事と家庭を持っているふつうの人々”だと言います。そして、製品やヨガを通して「自分自身にバランスをもたらす

こと」を伝えていきたいと願っています。1 日 5％はバランスのとれた状態へのステップ、まずは手軽な HARI からどうぞ。

ドイツオーガニック認定原料を使用

ハリティーは、原材料からパッケージに至

るまでトータルにデザインされています。 

原材料を選定するにあたり、ドイツのオー

ガニック認定機関 LACON GmbH の有機認定

を受けたものの中から、特に高品質のもの

を選び、さらにその効果を十分に引き出せ

るよう、各ハーブの調合にも細心の注意を払っています 。製造工程にお

いては、環境負荷の少ない自然エネルギーを利用して、優れた伝統製法

によって作られています。

一杯のお茶が導く真の幸せ
ハリティーには、インドの伝承「ヴェーダ」の教えが息づいています。

それは、心・身体・生命のバランスをとることが健康にとって重要と

考える伝統的医学「アーユルヴェーダ」の根本になった人々の叡智。

彼らは、自然界から得た叡智を何世紀にもわたって伝承しながら、様々

なハーブやスパイスを配合し、優れた相乗効果を発揮するお茶を作り、

人々を癒してきました。そのお茶の絶妙な配合を、ハリティーは忠実

に受け継ぎました。自分の持つ能力を十二分に発揮し、真に豊かな人

生を歩むために。一杯のハリティーが心のざわめきを鎮め、豊かな心

を呼び覚まします。 

ヨガタイムにオススメです

ハリティーは、私たちの生命や肉体、精神のはたらきをコントロールす

るエネルギーの出入り口である「チャクラ」の活性化を目指して作られ

ました。チャクラが正常にはたらいていれば、心も身体も健康でエネル

ギーに満ちあふれると言われます。ヨガタイムにハリティーやショティ

マーティーを飲むことで、全身刺激や浄化などのプロセスをしっかりと

サポートしてくれることが期待できます。体調や気分に合わせ、メンタ

ル（心）、スピリチュアル（精神）、インスピレーション（ひらめき）、フィ

ジカル（身体）という４つのテーマの中からお選びいただけます。

●ヴェーダ式ブレンド

●ドイツ LACON GmbH オーガニック認定

●コットンティーバッグ採用

●目的に合わせたハーブとスパイスの配合

ヴェーダ式ブレンドの

本格派ハーブ＆スパイス

SERIESSERIES

ハリティーは、製品の品質を引き立てるコットンティーバッグを採用し

ています。 一般的な紙のティーバッグに茶葉を詰める場合は、細かな

カットになってしまいますが、コットンティー

バッグであれば、より大きなカットで、茶葉の自

然な風味をじっくりと抽出することができま

す。また、各製品の名称やパッケージの色、およ

び各々に込められたメッセージはすべて、それ

ぞれの製品が持つ効果に深く関連しています。 



ハリ

「煎茶＆イチョウ」

頼れる記憶のために。

【原材料】煎茶 *、リンデンフラ

ワー *、イチョウ *、レモングラ

ス *、エルダーフラワー *、ロー

ズペタル *、ターメリックルート

*、黒コショウ *

Forget Me Not 持続する記憶

967-F9564*

「緑茶＆ミント＆チリ」

さっぱりとした味わいです。

【原材料】煎茶 *、ペパーミント *、

スペアミント *、ブラックベリー

リーフ *、オレンジエキス *、ター

メリックルート *、黒コショウ *、

ローズペタル *、唐辛子エキス *

Inner Flow あなたの内側の流れ

967-F9560*

「ジンジャー＆レモン」

定番の人気味です。

【原材料】ショウガ *、レモングラス

*、ターメリックルート *、カルダモン

*、ペパーミント *、セージ *、イチョ

ウ *、黒コショウ *、レモンマートル

*、レモン果汁 *、ローズペタル *

Mindscape こころの風景

967-F9570*

「紅茶＆チャイスパイス」

風味豊かな味わいです。

【原材料】紅茶 *、ハニーブッシュ

*、シナモン *、ショウガ *、カルダ

モン *、黒コショウ *、オレンジ

ピール *、クローブ *、ターメリッ

クルート *、ローズペタル *

In Harmony 人生のバランス

967-F9561*

「チョコ＆チリ」

おやつタイムにおすすめ。

【原材料】ココアシェルズ *、アニス *、ブ

ラックベリーリーフ *、コンフラワー *、

ショウガ *、ハイビスカス *、シナモン

*、ターメリックルート *、黒コショウ

*、ココナッツ *、ラベンダーフラワー

*、チリペッパー *、バニラ *、天然香料、

ローズペタル *

Mystery of Desire 奥深い欲求の神秘

967-F9565*

「ハイビスカス＆ミント」

程よい酸味と爽やかな後味。

【原材料】ハイビスカス*、フェンネル*、ロー

ズヒップ*、スペアミント*、ペパーミント

*、シナモン*、グリーンルイボス*、アップ

ル*、ローストチコリ*、ブラックベリーリー

フ*、黒コショウ*、チョウセンニンジンエ

キス*、ココナッツ*、ターメリックルート

*、ローズペタル*

New Sensation 若かりし感覚

967-F9567*

「ハニーブッシュ＆ローズマリー」

やすらぎタイムにおすすめ。

【原材料】シナモン*、ハニーブッシュ*、ローズ

マリー*、フェンネル*、コリアンダー*、ショ

ウガ*、アニス*、カルダモン*、シャスミン茶

*、黒コショウ*、ブラックベリーリーフ*、ス

ターアニス*、レモングラス*、ターメリックルー

ト*、ローズペタル*、クローブ*、ベイリーフ*

Tummy in Harmony 調和したおなかのお花畑

967-F9563*

「ローズ＆ハイビスカス」

程よい酸味と美しいルビー色。

【原材料】ローズヒップ *、アップル
*、フェンネル *、ハイビスカス *、
テーブルビート *、ブラックベリー
リーフ *、ローズペタル *、天然ロー
ズの香料 *、ジュニパーベリー *、黒
コショウ *、ホワイトペッパー *、ベ
イリーフ *、ラベンダーフラワー *、
ターメリックルート *、ショウガ *

Face the moment 「そのとき」に向き合う

967-F9562*

「ジャスミン茶＆ジンジャー」

やすらぎタイムを演出。

【原材料】ジャスミン茶 *、ショウ

ガ *、レモングラス *、ターメリッ

クルート *、ペパーミント *、イ

チョウ *、黒コショウ *、ローズペ

タル *

Within & Without うちとそと

967-F9566*

「タイム & ルイボス」

くつろぎの豊かな香り。

【原材料】ルイボス*、タイム*、レモングラ

ス*、ハニーブッシュ*、カルダモン*、ペ

パーミント *、シナモン *、ターメリック

ルート*、黒コショウ*、レモンマートル*、

レモン果汁*、オレンジピール*、ローズペ

タル*

Inner Connection 内側のつながり

967-F9568*

「リンデンフラワー＆カモミール」

優しい甘みと香り。

【原材料】リンデンフラワー *、カ

モミール *、ショウガ *、セージ *、

ターメリックルート *、黒コショ

ウ *、ローズペタル *

Sweet heart こころの平安

967-F9569*

ハーブ＆スパイスティー“HARI TEA”を全種

詰め合わせたセット。ギフトにもおすすめです。

※ハリティー全 11 種入り

Buddha Box

967-F9581* 全種詰め合わせ インスピレーション（ひらめき）

メンタル（心） フィジカル（身体）

【第 2 チャクラ】

「ハイビスカス・オレンジ・黒コショウ」

ルビー色の爽やかなチャイティー。

【原材料】有機ハイビスカス、有機オレン

ジピール、有機レモングラス、有機ローズ

ヒップ、有機黒コショウ、有機リコリス、

有機カルダモン、有機シナモン、有機ショ

ウガ、オレンジエキス、有機クローブ

In the Mood ～ムードに包まれて～

967-F9013*

【第 3 チャクラ】

「ショウガ・フェンネル・シナモン」

ほっとしたいときの一杯におすすめ。

【原材料】有機ショウガ、有機フェンネル、

有機シナモン、有機ココアシェルズ、有機

アニス、有機カルダモン、有機ターメリッ

クルート、有機黒コショウ、有機クローブ

Sanctify ～浄化のために～

967-F9014*

【第 1 チャクラ】

「セージ・ショウガ・エルダーフラワー」

ぴりっとしたショウガのアクセント。

【原材料】有機セージ、有機ショウガ、有機

レモングラス、有機リコリス、有機エル

ダーフラワー、有機ペパーミント、有機レ

モン果汁、有機黒コショウ、有機レモン

ピール、有機カルダモン、有機ターメリッ

クルート、有機シナモン、有機クローブ

I am ～アイ･アム～

967-F9012*

【第 4 チャクラ】

「グリーンティー・シナモン・アールグレー」

新しい和のテイスト。

【原材料】有機番茶、有機シナモン、有機ア

ニス、有機大麦麦芽、ベルガモットエキ

ス、有機エルダーフラワー、有機カルダモ

ン、有機リンデンフラワー、有機ショウ

ガ、シナモンエキス、有機黒コショウ、有

機クローブ

Loving ～愛すること～

967-F9015*

【第 5 チャクラ】

「ラベンダー・リコリス・ミント」

清涼感と甘みの絶妙なバランス。

【原材料】有機ペパーミント、有機リコリ

ス、有機レモングラス、有機スペアミン

ト、有機シナモン、有機ラベンダーフラ

ワー、有機カルダモン、有機ショウガ、有

機黒コショウ、有機クローブ

Talk to Me ～わたしとの対話～

967-F9016*

【第 6 チャクラ】

「ショウガ・レモン」

創造性を刺激します。

【原材料】有機ショウガ、有機レモングラ

ス、有機レモン果汁、有機リコリス、有機

ペパーミント、有機レモンバーベナ、有

機黒コショウ、有機レモンピール、レモ

ンエキス、有機カルダモン、有機ターメ

リックルート、有機シナモン、有機ク

ローブ

Delighted ～歓喜～

967-F9017*

【第 7 チャクラ】

「クラシック　チャイ」

心身の浄化と精神のサポートに。

【原材料】有機シナモン、有機ショウガ、

有機クローブ、有機黒コショウ、有機カ

ルダモン、有機フェンネル、シナモンエ

キス、有機ローズペタル、有機ターメ

リックルート、有機ラズべリーリーフ

Harmony ～ハーモニー～

967-F9018*

カフェインフリー カフェインフリー カフェインフリー

スピリチュアル（精神）

HARI tea ハリ ティー

￥1280+ 税  LOT:6 W98×D50×H98 ㎜　20g（2g×10 包）  ※Buddha Box のみ 2g×11 包入り 　賞味期限 3 年

メンタル（心）、スピリチュアル（精神）、インスピレーション（ひらめき）、フィジカル（身体）の 4 つのテーマに分類した全 11 種、HARI

ブランドの主力シリーズです。大きく贅沢にカットしたハーブと上質なスパイスが品良く香り、思わずため息がでるほどおいしい

ブレンド。ピュアコットンのティーバックがハーブとスパイスの風味を損なわず、ゆったりとしたひとときに彩りを添えます。

SHOTIMAA tea ショティマーティー チャクラ

￥980+ 税  LOT:6　W74×D65×H128 ㎜　32g（2g×16 包）　賞味期限 3 年

HARI のお茶をもっと身近に。そんなコンセプトからうまれたシリーズ。HARI の魅力である、ハーブとスパイスの品質や絶妙な

ブレンドはそのままに、身体のエネルギースポットであるチャクラに働きかけるようブレンドしたオリジナルのシリーズです。

人気

№3

カフェインフリー

人気

№5

カフェインフリー

人気

№1!

カフェインフリー カフェインフリー

人気

№4

カフェインフリー カフェインフリー カフェインフリー

人気

№2

お問い合わせ

株式会社ニシカワ
TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

カフェインフリー カフェインフリー カフェインフリー

HARI

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

（＊ドイツ LACON GmbH 認定有機原料）

（＊ドイツ LACON GmbH 認定有機原料）

（＊ドイツ LACON GmbH 認定有機原料）

（＊ドイツ LACON GmbH 認定有機原料）



ライム、カモミール＆ローズヒップ

空高く輝く太陽が、あなたをいつも導いていま

す。 真に大切なものが何か、本当は分かっていま

すよね。 抱えすぎたら手放して。大丈夫、きっと

うまくいきますよ。

【原材料】有機カモミール、有機アップル、有機ホワイトハイ

ビスカス、有機シナモン、有機リコリス、有機レモンマート

ル、有機ライム、有機ローズヒップ、有機ショウガ、有機ナツ

メグ、有機レモンピール、有機オレンジピール、有機黒コ

ショウ、有機カルダモン、有機クローブ

Leave the past behind　～ Move on ～
【昼】 手放して前に進む

967-00100676*

ハリ

お問い合わせ

株式会社ニシカワ
TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

HARI

SHOTIMAA tea ショティマーティー サンディアル

￥980+ 税  LOT:6　W74×D65×H128 ㎜　32g（2g×16 包）　賞味期限 3 年

「Sundial」とは、日本語で「日時計」を意味します。太陽の動きにあわせて『朝』『午前』『昼』『午後』『夕方』にぴったりなアーユルヴェーダブレンド・5 種類

のハーブ＆スパイスティーをご提案します。

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

967-00100196*

ハニーブッシュ、アニス＆セージ

大地のように、深く、優しく、あなたを包み込む。

母なる大地との一体感は、日々がんばるあなた

の心身を時ほぐします。

【原材料】有機ハニーブッシュ、有機シナモン、有機アニス、

有機フェンネル、有機ショウガ、有機コリアンダー、有機

セージ、有機ラベンダーフラワー、有機黒コショウ、有機カ

ルダモン、有機クローブ

Touch the Ground　～ Earth ～
【地】 母なる大地を感じて

967-00100195*

SHOTIMAA tea ショティマーティー 5 エレメンツ

￥980+ 税  LOT:6　W74×D65×H128 ㎜　32g（2g×16 包） ※MagicBOX のみ：24g（2g×12 包）　賞味期限 3 年

古代インド思想で万物を形成するとされる 5 つの要素、「地」「水」「火」「風」「空」。この 5 つの要素のバランスをとることが体や心にとって大切とされてい

ます。過ぎゆく日々の中で、数分間のティータイム。あなた自身のバランスを取り戻しませんか？

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

スイートハイビスカス＆ミント

水のように湧き上がり、流れ行く感情。大切なの

は、時には流したり、流されたりすることで、感

情のバランスをとること

【原材料】有機ハイビスカス、有機リコリス、有機ペパーミン

ト、有機バジル、有機ブラックベリーリーフ、有機ショウガ、

有機ネトル、有機黒コショウ、有機カルダモン、有機シナモ

ン、有機クローブ

Emotional Detox　～ Water ～
【水】 心を自由に

967-00100197*

スイートチョコ＆チリ

火のようにピュアな情熱が、あなたの内を照ら

し、あなたに不要なものを浄化します。

【原材料】有機リコリス、有機ココアシェルズ、有機スペアミ

ント、有機ブラックベリーリーフ、有機アニス、有機フェン

ネル、有機ショウガ、有機ペパーミント、有機シナモン、有機

黒コショウ、有機カルダモン、有機クローブ、有機ネトル、有

機レッドチリペッパー、有機ローズペタル

Purity Flame　～ Fire ～
【火】 情熱をかき立てて

フェンネル、カルダモン＆オレンジ

風のように、激しくも、優しくもある思考や行

動。深呼吸であなた自身のペースを取り戻し、エ

ネルギーを補給しましょう。

【原材料】有機フェンネル、有機ショウガ、有機シナモン、有

機カルダモン、有機リコリス、有機アニス、有機レモングラ

ス、有機ホップ、有機オレンジピール、有機バジル、有機黒コ

ショウ、有機クローブ、有機フェヌグリーク、有機ラベン

ダーフラワー、有機ヤロウフラワー

Life On Wings　～ Air ～
【風】 風よりも軽く

967-00100198*

アップル＆レモン

静寂ーあらゆるものを包み込み、すべてはそこ

から生まれます。時には静寂に耳を傾けて、静寂

の豊かさを楽しみましょう。

【原材料】有機アップル、有機レモングラス、有機ハニーブッ

シュ、有機ハイビスカス、有機レモン果汁、有機ターメリッ

クルート、有機シナモン、有機黒コショウ、有機ココアシェ

ルズ、レモンエキス、有機バジル、有機ショウガ、有機カルダ

モン、有機クローブ

Joyful Silence　～ Ether ～
【空】 静寂を感じて

967-00100199*

ショティマーティーの「チャクラシリーズ」「5 エ

レメンツシリーズ」を各一種（計 12 種）をお試し

いただけます。初めての方はもちろん、贈り物に

もおすすめです。

Magic Box

967-00100442*

レモン、アップル＆ジンジャー

今日は昨日の続きと思っていませんか。答えは、

ノー。 朝陽を浴びたらいつだって、新しい人生の

はじまりです。 ライフイズビューティフル、“今

ここ”を見つめましょう。

【原材料】有機ホワイトハイビスカス、有機ショウガ、有機

アップル、有機ペパーミント、有機シナモン、有機リコリス、

有機レモンエキス、有機ガランガル、有機ターメリックルー

ト、有機黒コショウ、有機カルダモン、有機クローブ

Life is beautiful　～ Rise ～
【朝】 毎日生まれ変わる

967-00100674*

スウィートチャイ

太陽を浴びて輝く花々、自由に飛び回る鳥たち。 

どうしてそれらは美しいのでしょう。自分であ

ることを純粋に楽しむ、 ただそれだけで、まわり

まで幸せになるって素敵ですよね。

【原材料】有機フェンネル、有機リコリス 、有機ローストチコ

リ、有機シナモン、有機コーンシルク、有機黒コショウ、有機

ショウガ、有機ネトル、有機カルダモン、有機クローブ

Let it happen　～ Shine ～
【午前中】 あなたは輝いている

967-00100675*

チョコチャイ

穏やかな日差し、幸せいっぱいの甘い時間。 思考

を巡らせた後は、自分を信じて、流れに身を任せ

ましょう。 大いなるものと運命は、いつだってあ

なたの味方です。

【原材料】有機ココアシェルズ、有機シナモン、有機リコリ

ス、有機キャロブ、有機ショウガ、有機ローストチコリ、有機

カルダモン、有機黒コショウ、有機コーンシルク、有機ク

ローブ

Keep the flow　～ Flow ～
【午後】 流れにのって

967-00100677*

バニラチャイ

心を優しくほぐしてくれる夕焼けは、自然から

の贈り物。 今日がどんな一日だったとしても、ま

ずはゆったり深呼吸。 がんばりすぎていません

か？目を閉じて、自分自身を感じましょう。

【原材料】有機シナモン、有機ショウガ、有機リコリス、有機

ルイボス、有機フェンネル、有機カルダモン、有機キャロブ、

有機バニラ、有機ココアシェルズ、有機クローブ、有機黒コ

ショウ、有機ナツメグ

Relax all the way　～ Unwind ～
【夕方】 寛ぎのひととき

967-00100678*

「太陽のリズム」に合わせて飲む サンディアル

「Sundial」シリーズ（日時計の意）は、太陽のリズムにあわせて飲む 5 つのアーユルヴェティックティー。

アーユルヴェーダでは太陽の存在はとても重要視されていて、まず日の出前、96 分から日の出までの間

に目覚めること推奨されています。

機敏な性質のヴァータの時間帯（日の出前）に起きることで、静かでバランスのとれたエネルギーに満た

され、軽く動的なヴァータのエネルギーとともに一日を過ごすことができます。

そして太陽が沈むころカパの時間帯となり、身体は休息へ向かい、ゆったりとしていくのです。

毎日をバランスの良い状態で過ごすためにぴったりな、アーユルヴェーダブレンド・5 種類のハーブ＆

スパイスティーが Sundial なのです。

さわやかな目覚め　　　元気な活動　　エネルギーの高い午後　　おだやかな夕刻　　　深いねむり


