
ティートの入れ方

●ナチュラル素材

●子供や妊婦さんも飲める

●カフェインゼロ

ティートリコの「ティート」は、食べられるお茶。フレッシュなフルーツ

をドライフルーツにし、果物本来の風味と甘さを閉じ込めました。厳選

されたナチュラル素材だけを使ったティートリコオリジナル茶葉は、芳

醇な香りと酸味が絶妙です。個性豊かなカラーリングも楽しんでいただ

けます。また、ドライフルーツとハーブで作っているためカフェインゼ

ロ。お子さんや妊婦さんも安心して飲むことができます。ティータイム

はもちろん、寝る前のリラックスしたいひとときなど、飲みたいときに

いつでも楽しめます。

厳選されたドライフルーツを使用

甘くてしっかりした味わいのドライフルーツは、ヨーグルトやシリア

ル、パウンドケーキやカップケーキに混ぜて食べるのもオススメ。水分

を吸って柔らかくなり、ほどよい歯ごたえで旨味が増すため、しっかり

噛み締めながらより健康的に食べることができます。また、少し小腹が

すいた時にティートをいただくと、意外なほどの満足感があり、余計な

おやつでカロリーを摂り過ぎるリスクも減らせます。飲んで、食べて、目

で見て、カップ 1 杯でたっぷりとお楽しみいただけます。

ドリンク以外でもおすすめ

お問い合わせ

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

ティートリコ

TEAtrico

ティートリコは、茶葉まで食べられるお茶です。厳選された茶葉のみを使用しているフレーバードティー、ハーブティーのティー

メーカー。ひとつひとつ人の手で大切に摘みあげられ、静岡の自社工場で厳重な品質管理のもとお客様にお届けしています。フレッ

シュなフルーツをドライフルーツにし、果物本来の風味と甘さを閉じ込め、ナチュラル材料だけを使用しています。

1. 茶葉を大さじ山盛り 1 杯（8 ～ 10g）カップに直接入れます。

2. 茶葉を入れたカップに熱湯を注ぎ入れます。

3. 5 分以上蒸らして下さい。

4. スプーンなどで軽く混ぜてから、茶殻のフルーツも一緒にお召し上がり下さい。

　お好みでお砂糖やハチミツを加えれば味わい方が広がります。

1. お湯 150cc（カップ 1 杯分）につぎ、茶葉を大さじ山盛り 1 杯分（8 ～ 10g）の割合

　でポットに入れます。

2. 茶葉を入れたポットに熱湯を注ぎ入れます。

3. ポットにフタをして 5 分以上蒸らして下さい。

4. スプーンなどで軽く混ぜてから、茶殻のフルーツも一緒にお召し上がり下さい。

　お好みでお砂糖やハチミツを加えれば味わい方が広がります。

ティーポットカップ

1. フライパンに 100cc の熱湯に茶葉を大さじ山盛り 1 杯分（8 ～ 10g）を入れ、沸　

騰したら中火にして 2 ～ 3 分待ちます。

2. 茶こしを使い、カップにティーを注ぎます。

3. 茶葉はフライパンへ戻し、ハチミツまたは、お　砂糖を少量加え炒めます。

4. 茶葉を小皿にとりわけ、ティーと一緒にお召し　上がりください。お好みでヨー

　グルトにまぜて　お召し上がりください。

おもてなしアイス

1. お湯 150cc（カップ 1 杯分）につき、茶葉を大さじ山盛り 2 杯分（16 ～ 20g）の       

　割合でポットに入れます。ホットティーの 2 倍濃く作ります。

2. 茶葉を入れたポットに熱湯を注ぎ入れます。

3. ポットにフタをして 5 分以上蒸らして下さい。

4. スプーンなどで軽く混ぜた後、氷のたくさん　入ったグラスへ一気に注いで　

ください。お好みでガムシロップを加えてお召し上がりください。

ナチュラル素材だけを

使った茶葉まで

食べられるお茶



芳醇なメロンの甘みと、香り高き気品あ
るローズの爽やかさをミックスした魅惑
の一品。フルーツの食感も楽しめます。

ヨーグルトパフェを食べているかのよう
な甘酸っぱいフレッシュな味わい。朝食
にも相性の良いお茶です。

とろけるような芳醇な甘さがお口いっぱ
いに広がります。デザートティーとして
も◎。おもてなしやお子様にもおすすめ
です。

みずみずしいライチの香りが、アジアン
リゾートをイメージさせます。ほのかな
酸味が甘さを引き立て、すっきりとした
飲み口に。

フルーツティーといえばストロベリー。
ティートの中で不動の一番人気。ベリー
タルトのような甘酸っぱさが魅力。お子
様からお年寄りまで楽しめるお茶です。

パイナップルの独特な風味が楽しめる一
品。南国で育ったフレッシュな果肉と、酸
味と甘みがクセになります。ソーダ割り
も絶品です。

カシスの甘酸っぱさが後を引きます。
ソーダ割りも大変美味しく、爽やかな味
わいをお楽しみいただけます。ティート
人気商品。

アプリコットの果実感と甘さが心地よさ
を演出。リラックスしたい午後のひとと
きにオススメ。ティート人気商品。

高級感漂う香りは、優雅なティータイム
を演出してくれます。酸味と甘みのバラ
ンスが良く、フルーツもたくさん入って
いる贅沢なお茶。ハートのシュガー入り。

はじけるような甘い香りとフルーツの爽
やかな酸味が元気をくれます。リフレッ
シュしたい時にオススメ。

ときめきとワクワクを詰め込んだ、フ
レッシュなティート風レモネード。贅沢
にブレンドしたアロエのプルプル食感も
お楽しみください。

太陽の恵みをいっぱいに浴びた、主役の
マンゴーと多彩な果実のシンフォニー。
甘くやわらかなアロマがシアワセな気分
を誘います。

お問い合わせ

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

ティートリコ色々な種類を楽しめるお試しサイズ。

ティート 10ｇ TEAtrico

Teat 10g

芳醇なメロンの甘みと、香り高き気品あ
るローズの爽やかさをミックスした魅惑
の一品。フルーツの食感も楽しめます。

No.310 ティートローズ＆メロン
￥220+ 税 LOT:10 W85×H120 ㎜ 10g

ヨーグルトパフェを食べているかのよう
な甘酸っぱいフレッシュな味わい。朝食
にも相性の良いお茶です。

No.311 ティートヨーグルトミックス
￥220+ 税 LOT:10 W85×H120 ㎜ 10g

とろけるような芳醇な甘さがお口いっぱ
いに広がります。デザートティーとして
も◎。おもてなしやお子様にもおすすめ
です。

No.314 ティートピーチ
￥220+ 税 LOT:10 W85×H120 ㎜ 10g

みずみずしいライチの香りが、アジアン
リゾートをイメージさせます。ほのかな
酸味が甘さを引き立て、すっきりとした
飲み口に。

No.315 ティートライチ
￥220+ 税 LOT:10 W85×H120 ㎜ 10g

587-016-301-2***

No.301 ティートストロベリー
￥200+ 税 LOT:10 W85×H120 ㎜ 10g

587-016-302-2***

No.302 ティートパイナップル
￥200+ 税 LOT:10 W85×H120 ㎜ 10g

No.303 ティートカシス
￥200+ 税 LOT:10 W85×H120 ㎜ 10g

587-016-304-2***

No.304 ティートアプリコット
￥200+ 税 LOT:10 W85×H120 ㎜ 10g

587-016-308-2***

No.308 ティートパルフェ
￥220+ 税 LOT:10 W85×H120 ㎜ 10g

587-016-309-2***

No.309 ティートベリーミックス
￥220+ 税 LOT:10 W85×H120 ㎜ 10g

フルーツティーといえばストロベリー。
ティートの中で不動の一番人気。ベリー
タルトのような甘酸っぱさが魅力。お子
様からお年寄りまで楽しめるお茶です。

パイナップルの独特な風味が楽しめる一
品。南国で育ったフレッシュな果肉と、酸
味と甘みがクセになります。ソーダ割り
も絶品です。

カシスの甘酸っぱさが後を引きます。
ソーダ割りも大変美味しく、爽やかな味
わいをお楽しみいただけます。ティート
人気商品。

アプリコットの果実感と甘さが心地よさ
を演出。リラックスしたい午後のひとと
きにオススメ。ティート人気商品。

高級感漂う香りは、優雅なティータイム
を演出してくれます。酸味と甘みのバラ
ンスが良く、フルーツもたくさん入って
いる贅沢なお茶。ハートのシュガー入り。

はじけるような甘い香りとフルーツの爽
やかな酸味が元気をくれます。リフレッ
シュしたい時にオススメ。

587-016-310-2*** 587-016-311-2*** 587-016-314-2***

587-016-315-2***

587-016-303-2***

自分用やギフトにオススメ定番サイズ。

ティート 50ｇTeat 50g

No.310 ティートローズ＆メロン

￥880+ 税 LOT:6 W60×H170 ㎜ 50g

No.311 ティートヨーグルトミックス

￥880+ 税 LOT:6 W60×H170 ㎜ 50g

No.317 ティートフレスカ

￥880+ 税 LOT:6 W60×H170 ㎜ 50g

ときめきとワクワクを詰め込んだ、フ
レッシュなティート風レモネード。贅沢
にブレンドしたアロエのプルプル食感も
お楽しみください。

太陽の恵みをいっぱいに浴びた、主役の
マンゴーと多彩な果実のシンフォニー。
甘くやわらかなアロマがシアワセな気分
を誘います。

No.316 ティートソレイユ

￥880+ 税 LOT:6 W60×H170 ㎜ 50g

No.301 ティートストロベリー

￥713+ 税 LOT:6 W60×H170 ㎜ 50g

No.302 ティートパイナップル

￥713+ 税 LOT:6 W60×H170 ㎜ 50g

No.303 ティートカシス

￥713+ 税 LOT:6 W60×H170 ㎜ 50g

No.304 ティートアプリコット

￥713+ 税 LOT:6 W60×H170 ㎜ 50g

No.308 ティートパルフェ

￥880+ 税 LOT:6 W60×H170 ㎜ 50g

No.309 ティートベリーミックス

￥880+ 税 LOT:6 W60×H170 ㎜ 50g

587-015-00301** 587-015-00302** 587-015-00303**

587-015-00304** 587-015-00308** 587-015-00309**

587-015-00310** 587-015-00311**

587-017-00317**587-017-00316**

No.316 ティートソレイユ
￥220+ 税 LOT:10 W85×H120 ㎜ 10g

No.317 ティートフレスカ
￥220+ 税 LOT:10 W85×H120 ㎜ 10g

587-017-316-2*** 587-017-317-2***

No.314 ティートピーチ

￥880+ 税 LOT:6 W60×H170 ㎜ 50g

587-015-00314**

No.315 ティートライチ

￥880+ 税 LOT:6 W60×H170 ㎜ 50g

587-015-00315**

※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。



芳醇なメロンの甘みと、香り高き気品あ
るローズの爽やかさをミックスした魅惑
の一品。フルーツの食感も楽しめます。

ヨーグルトパフェを食べているかのよう
な甘酸っぱいフレッシュな味わい。朝食
にも相性の良いお茶です。

とろけるような芳醇な甘さがお口いっぱ
いに広がります。デザートティーとして
も◎。おもてなしやお子様にもおすすめ
です。

みずみずしいライチの香りが、アジアン
リゾートをイメージさせます。ほのかな
酸味が甘さを引き立て、すっきりとした
飲み口に。

フルーツティーといえばストロベリー。
ティートの中で不動の一番人気。ベリー
タルトのような甘酸っぱさが魅力。お子
様からお年寄りまで楽しめるお茶です。

パイナップルの独特な風味が楽しめる一
品。南国で育ったフレッシュな果肉と、酸
味と甘みがクセになります。ソーダ割り
も絶品です。

カシスの甘酸っぱさが後を引きます。
ソーダ割りも大変美味しく、爽やかな味
わいをお楽しみいただけます。ティート
人気商品。

アプリコットの果実感と甘さが心地よさ
を演出。リラックスしたい午後のひとと
きにオススメ。ティート人気商品。

高級感漂う香りは、優雅なティータイム
を演出してくれます。酸味と甘みのバラ
ンスが良く、フルーツもたくさん入って
いる贅沢なお茶。ハートのシュガー入り。

はじけるような甘い香りとフルーツの爽
やかな酸味が元気をくれます。リフレッ
シュしたい時にオススメ。

ときめきとワクワクを詰め込んだ、フ
レッシュなティート風レモネード。贅沢
にブレンドしたアロエのプルプル食感も
お楽しみください。

太陽の恵みをいっぱいに浴びた、主役の
マンゴーと多彩な果実のシンフォニー。
甘くやわらかなアロマがシアワセな気分
を誘います。

お問い合わせ

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

ティートリコリピーターにオススメのサイズ。

ティート 200ｇ TEAtrico

Teat 200g

リピーター、ギフトにオススメのサイズ。

ティート 500ｇTeat 500g

No.310 ティートローズ＆メロン

￥7,700+ 税 LOT:1 
W125×D75×H155 ㎜ 500g

No.311 ティートヨーグルトミックス

￥7,700+ 税 LOT:1 
W125×D75×H155 ㎜ 500g

No.314 ティートピーチ

￥7,700+ 税 LOT:1 
W125×D75×H155 ㎜ 500g

No.315 ティートライチ

￥7,700+ 税 LOT:1 
W125×D75×H155 ㎜ 500g

No.301 ティートストロベリー

￥6,200+ 税 LOT:1 
W125×D75×H155 ㎜ 500g

No.302 ティートパイナップル

￥6,200+ 税 LOT:1 
W125×D75×H155 ㎜ 500g

No.303 ティートカシス

￥6,200+ 税 LOT:1 
W125×D75×H155 ㎜ 500g

No.304 ティートアプリコット

￥6,200+ 税 LOT:1 
W125×D75×H155 ㎜ 500g

No.308 ティートパルフェ

￥7,700+ 税 LOT:1 
W125×D75×H155 ㎜ 500g

No.309 ティートベリーミックス

￥7,700+ 税 LOT:1 
W125×D75×H155 ㎜ 500g

587-015-10301** 587-015-10302** 587-015-10303**

587-015-10304** 587-015-10308** 587-015-10309**

587-015-10310** 587-015-10311** 587-015-10314**

587-015-10315**

No.301 ティートストロベリー

￥2,400+ 税 LOT:1 W140×D60×H220 ㎜ 200g

フルーツティーといえばストロベリー。ティー

トの中で不動の一番人気。ベリータルトのよう

な甘酸っぱさが魅力。お子様からお年寄りまで

楽しめるお茶です。

587-015-20301**

No.302 ティートパイナップル

￥2,400+ 税 LOT:1 W140×D60×H220 ㎜ 200g

パイナップルの独特な風味が楽しめる一品。南

国で育ったフレッシュな果肉と、酸味と甘みが

クセになります。ソーダ割りも絶品です。

587-015-20302**

No.304 ティートアプリコット

￥2,400+ 税 LOT:1 W140×D60×H220 ㎜ 200g

アプリコットの果実感と甘さが心地よさを演

出。リラックスしたい午後のひとときにオスス

メ。ティート人気商品。

587-015-20304**

No.309 ティートベリーミックス

￥2,800+ 税 LOT:1 W140×D60×H220 ㎜ 200g

はじけるような甘い香りとフルーツの爽やか

な酸味が元気をくれます。リフレッシュしたい

時にオススメ。

587-015-20309**

とろけるような芳醇な甘さがお口いっぱいに

広がります。デザートティーとしても◎。おも

てなしやお子様にもおすすめです。

No.314 ティートピーチ

￥2,800+ 税 LOT:1 W140×D60×H220 ㎜ 200g

587-015-20314**

No.316 ティートソレイユ

￥7,700+ 税 LOT:1 
W125×D75×H155 ㎜ 500g

No.317 ティートフレスカ

￥7,700+ 税 LOT:1 
W125×D75×H155 ㎜ 500g

587-017-10316** 587-017-10317**

※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。


