ASHBYS OF LONDON

We welcome you to our World of Fine teas.
Speciality tea packed for
Ashbys of London,Dorset,England.
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Basic tea
べーシックティー

Pairing of Tea&Sweets

紅茶とお菓子のペアリング

基本のアシュビィズティーの特徴と楽しみ方。
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Blend tea
ブレンドティー

Which tea do you like?

ブレンドされたオリジナルティーを楽しむ

伝統ある優れたブレンド技術で最高の味わいを引き出します。
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おいしい時間

Aromatic tea
アロマティックティー
・フレーバーガーデン

Would you like a cup of tea?
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Special tea
スペシャルティー

Flavoured tea
フレーバーティー
・ナチュラルフレーバーティー

マグにリーフバッグを入れて束の間のティーブレイク。
気分がほぐれていく瞬間。
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Leaf bag variety
リーフバッグバラエティー
・フレーバーロイヤルミルクティー
・アイスティーセレクション
・リーフバッグセレクション

英国の人々が大切にしているお茶の時間。
それは心にもおいしいひととき。
日々のティータイムは身近でかけがえのない時間です。
おいしい時間のためにこだわり抜いたお茶をお届けするとともに
紅茶を通して日々の心地よく過ごすための時間を
「アシュビィズスタイル」としてご提案しています。
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Gift collection
ギフトコレクション
・ギフトコレクション
・ギフトコレクション
・クラシカルロイヤル
・クラシカルロイヤル

いざ、アシュビィズの世界へ。
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小さな庭園・アシュビィズフレーバーガーデン

開封した瞬間から広がる華やかな香り。まるでイングリッシュガーデンにいるような気分。
空間をもイメージして仕立てられるこだわりの逸品をどうぞ。

・ギャランティードナチュラルティー
・セレクティッドアールグレー

お茶はいかが？ではじまるひととき。
優雅なアフタヌーンティーも素敵ですが、お気に入りの空間で
のんびり過ごすティータイムは誰もがほっこり。
おいしいお茶とお菓子でおしゃべりも尽きないことでしょう。

Flowery small garden

Business use
ビジネスユース

Passion for the tea

ブランドの更なる向上とお茶に対する情熱

ひとつのこだわりを存分に追求して仕上げたお茶があります。
より洗練されたアシュビィズティーをお楽しみください。

Time to relax at home

香りから味わうお茶

リラックスタイムのお供においしいお茶は欠かせません。
時にはナチュラルフレーバーティーで香りから味わってみませんか。

Tea time of one day

ある日のお茶の時間

その日の気分やシチュエーションによって選べるシリーズ。
手軽なリーフバッグをメニューに合わせて仕立てています。

With my feelings of gratitude

感謝の気持ちを届けるおくりもの

相手のことを考えながら贈り物を選ぶ時間はたのしいひととき。
感謝の気持ちをアシュビィズギフトが運びます。

Freshness of the loose tea

鮮度を大切に

専用袋による少量包装で輸送時から保管まで鮮度を保ちます。
お客様のニーズに合わせ業務対応承ります。
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Tea ware
ティーウェア

Ashbys style

幸せなお茶の時間

一杯のお茶を通して繰り広げられる幸せなひととき。
様々なシーンを「アシュビィズスタイル」としてご提案します。
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Tea ware item list
ティーウェア 商品一覧
・クラシカル
・クラシカル
・ティーアクセサリー
・ティーアクセサリー
├
├ ティーバッグトレイ
ティーバッグトレイ
├
├ ティーメジャースプーン
ティーメジャースプーン
├
├ ティートレイ
ティートレイ
├
├ 砂時計
砂時計
├
├ シュガーボウル
シュガーボウル
├
├ ティーマグ
ティーマグ
├
├ ミニトレイ
ミニトレイ

カタログの表記について
◇カタログ掲載商品内容は 2015 年 6 月現在のものです。商品の仕様及び内容は改良
のため、お断りなく訂正させていただく場合があります。ご了承ください。

紅茶の形態をそれぞれのマークで表示しています。

◇本誌は業者様用カタログで、表記の価格は全て商品本体価格（税抜）です。
◇素材は主材料を表記しています。

アシュビィズ オブ ロンドンは、
紅茶ブレンダーメーカーとしてジェームス・アシュビィ氏が
イギリスで 1850 年に創業しました。
紅茶ブレンドの依頼を受けながら、次第に
独自のブランド「アシュビィズ」にも力をいれるようになります。
その中でも香りを加えたフレーバ−ティーはとても魅力的。
絶妙なバランスはブレンドを得意とするアシュビィズならではで、
イギリス紅茶のフレーバ−ティーを代表するひとつとされるほどです。

◇寸法サイズは cm で「奥行き

幅

リーフティー

ハンドメイドのガラス・木製品、焼成による変化が出やすい焼き物については 5mm
刻みに表記しています。容量は満水容量を表記しています。

ライセンス契約のもと「アシュビィズ オブ ロンドン」として承認されたものです。

1 個入り
アルミ包装

※より正確さを期するため、本カタログより容量表記を「おおむね八分目」表記から
「満水」表記に変更いたします。

◇商品の入数は「内箱入数 12 ピース／カートン入数 48 ピース」の場合「12 ／ 48」
と表記しています。商品は基本的に内箱単位でのお届けとなります。

◇本カタログにおいて新たに掲載された商品については NEW、改良された商品につい

リーフバッグ ( タグ無）

業務用リーフバッグ
製菓用パウダー

LL サイズ ( タグ無）
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5g

8g

10g

ては RENEWAL と表示しています。

◇商品写真は印刷の特性上、色味が実物と異なる場合があります。また、製品の製造
ロットによっても若干の差異が生じることがあります。

ブレンドされた最高品質紅茶はすべてアルミ包装し厳重な品質管理をしています。

リーフバッグ ( タグ付）

高さ」の順になっています。

◇カタログ掲載のイメージカットは、雰囲気を作るため一部取扱いの無い商品も使用
しています。ご了承ください。

◇本カタログ掲載の写真等の無断複写（コピー）、複製（転載）を禁じます。

ASHBYS LEAF BAG
「アシュビィズリーフバッグ」
ティーバッグでもリーフティーと同じ品質のお茶を楽しめるよう、茶葉
は CTC 加工をせず、そのまま使用しています。このためアシュビィズ
では「リーフバッグ」と呼んでいます。

ベーシックティー

Basic tea

Pairing of Tea&Sweets

紅茶とお菓子のペアリング

紅茶は茶葉生産地の環境（標高、気候等）
によって味わいが異なってきます。
それぞれの特徴を知っているとよりおいし
くお茶を楽しむことができます。季節やそ
の日の気分で選んでみたり、スイーツに合
わせて選んでみたり。
基本のアシュビィズティーの特徴と楽しみ
方をご紹介します。
◆ダージリン

◆セイロン

◆E. ブレックファスト

缶

AB1015 ¥2,200

缶

AB1035

¥1,800

RENEWAL

BOX

AB3110 ¥1,100

BOX

AB3130

¥900

アシュビィズ ベーシックティー

キャディ AT2210 ¥2,200

キャディ AT2230

¥2,000

ASHBYS BASIC TEA

ヒマラヤ山岳地帯、険しい山の斜面で栽培されており、

・缶 : 125g（12 ／ 48）
・9×9×10.7cm

レンジ色で、マスカットフレーバーと表現される独特

世界三大銘茶のひとつです。明るい淡めのきれいなオ
の香りがあります。

セイロン、ケニア、アッサム茶などをブレンドしたも
ので、イギリス伝統のお茶です。朝食に合うように作
られており、日本茶の [ 番茶 ] のような感覚でクセが
なく毎日飲んでも飽きのこないお茶です。

◆アールグレー

◆アッサム

缶

AB1045

¥1,800

BOX

AB3140

¥900

キャディ AT2240

¥2,000

スリランカ中央山脈西側の広大な斜面で育ち、南西モ
ンスーンの雨を受けて質の高いお茶に成長します。
１〜３月の冷たく、乾燥した気候が特有のコクを与え
ます。

缶

AB1055

¥2,000

BOX

AB3150

¥950

キャディ AT2250

¥2,000

雨量の多いインド北東部の平原で栽培されるお茶で、
タンニンの含有量が多く甘みがあります。芳醇な香り
とはっきりとした味わいが特徴です。イギリス人が初
めて自ら作った紅茶と言われています。

缶

AB1065

BOX

AB3160

¥2,000
¥950

キャディ AT2260

¥2,000

イギリス紅茶を代表するお茶です。ベルガモットの上
品な香りとコクのある味わいをお楽しみください。ア
シュビィズでは香りを引き立てる茶葉を厳選し、香り
付けにはナチュラルオイルを使用しています。

・BOX : 40g 2g LEAF BAG×20 コ (12 ／ 144)
・6.7×8×14.5cm
良質の茶葉を選りすぐり、産地の紅茶を引
き立てるブレンドをした、アシュビィズ基

PURE DARJEELING TEA

ENGLISH BREAKFAST TEA

PURE CEYLON TEA

PURE ASSAM TEA

『紅茶の特徴』

『紅茶の特徴』

『紅茶の特徴』

『紅茶の特徴』

『紅茶の特徴』

コク

コク

コク

コク

コク

EARL GREY TEA

本のお茶です。それぞれの豊かな味と香り
をお楽しみください。
今回、缶・デザインともにリニューアル。
サイズも少し大きめで、茶葉を取り出しや
すくしています。

RENEWAL

アシュビィズ ベーシックティー：キャディ

ASHBYS BASIC TEA

: CADDY

・50g（1 ／ 24）
キャディ : 陶器、天然木 ( シリコンパッキン付）
・6.5×6.5×11.5cm

渋み

香り

渋み

香り

渋み

香り

渋み

香り

渋み

香り

水色の
明るさ

甘み

水色の
明るさ

甘み

水色の
明るさ

甘み

水色の
明るさ

甘み

水色の
明るさ

甘み

厳選した 5 種類のリーフティーが、陶器に
それぞれセットされています。今回デザイ
ンをリニューアル。

アイコンについて

さっぱり

さっぱり

さっぱり

さっぱり

さっぱり

爽快な渋みと上品な香り。

英国伝統の朝食のためのブレンドティー。

さっぱりとした中にもコクがある紅茶の王道。

コクと甘みのあるしっかりとした味わい。

ベルガモットの香りが心地良い英国伝統のお茶。

ストレートでどうぞ。
ストレート・ミルクティーともに合います。
アイスティーにも向いています。
アレンジティーにも向いています。
どの淹れ方も万能です。

朝食におすすめ。

『お茶とお菓子のペアリング』

『お茶とお菓子のペアリング』

『お茶とお菓子のペアリング』

『お茶とお菓子のペアリング』

『お茶とお菓子のペアリング』

Fresh cake of all type

Baked sweets of all type

Fruit & Chocolate

Baked sweets of all type

Simple cake & Dairy products

ダージリンの爽快な渋みとフレッシュケーキの甘みが

バランスのとれたイングリッシュブレックファストは、

紅茶らしい味わいのセイロンは、どんな物にも合いま

コクのあるアッサムはスコーンやマドレーヌなど焼菓

ベルガモットの香りが心地よいアールグレーは、香り

絶妙です。中でもクリームが多いものや様々な素材が

パウンドケーキ、ビスケット、クラッカーなどの焼菓

すが、フルーツやチョコレートと特に相性が良いです。

子全般によく合います。相性の良い素材は定番のナッ

を楽しむためにもシンプルな焼き菓子や同じ柑橘系を

使われているものは特におすすめです。サクサクとし

子全般によく合います。お菓子に加える様々な素材と

ケーキは素材が引き立つものや滑らかな食感のゼリー

ツやレーズンやほくほくとした芋類、栗、カボチャなど。

使ったお菓子がおすすめです。酸味のある乳製品のス

たビスケットやパイもよく合います。

も相性が良いです。甘いパンもおすすめです。

やムースがおすすめです。

ケーキはタルトがおすすめです。

イーツにもよく合います。

ティーブレイクにおすすめ。
ランチタイムにおすすめ。
アフタヌーンティーにおすすめ。

Fresh cake

Baked sweets

Fresh fruit , Fruit cake

Baked sweets

Simple cake

Biscuit , Pie

Sweet pastry

Chocolate

Sweet potato , Chestnuts , Pumpkin

Dairy products

夕食後のリラックスタイムにおすすめ。
※どのお茶もティータイムに合いますが、特におすすめの
時間帯を表記しました。ぜひお試しください。
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ブレンドティー

Blend tea

Which tea do you like?

ブレンドされたオリジナルティーを楽しむ

アシュビィズオリジナルのブレンドティー。
生産地の最高品質茶葉を選りすぐり、
それぞれの特徴を引き立てつつも、熟練の
ティーブレンダーが伝統あるブレンド技術
を駆使してアシュビィズ独自の味わいを作
り出します。
あなたはどの紅茶がお好みですか？

◆メイフェア

◆オールドロンドン

◆ティープリンセス

◆コロニアルヌーン

◆ウィンザー

缶

AB1115

¥2,000

缶

AB1125 ¥2,000

缶

AB1145 ¥2,200

缶

AB1155 ¥2,200

缶

AB1165 ¥2,200

RENEWAL

BOX

AB3210

¥1,000

BOX

AB3220 ¥1,000

BOX

AB3240 ¥1,000

BOX

AB3250 ¥1,000

BOX

AB3260 ¥1,000

アシュビィズ オリジナル ブレンドティー

ティーマグ

AT9111

¥1,800

ティーマグ

AT9112 ¥1,800

ティーマグ

AT9113 ¥1,800

ティーマグ

AT9114 ¥1,800

ティーマグ

AT9115 ¥1,800

ASHBYS ORIGINAL
BLEND TEA
・缶 : 125g（12 ／ 48）
・9×9×10.7cm
・BOX : 40g 2g LEAF BAG×20 コ (12 ／ 144)
・6.7×8×14.5cm

スリランカ、インド産の高級品質茶葉をブレンドして

スリランカ、インド産の高級品質茶葉をブレンドして

インド産の高級品質茶葉をブレンドしています。産地

スリランカ、インド産の高級品質茶葉をブレンドして

ケニア産の中でも高級品質茶葉を選りすぐっています。

います。爽やかな香りと味わい。軽やかに仕上げなが

います。香り豊かでリッチな印象。イギリス紅茶の伝

います。別名ロイヤルリーフと呼ばれ、上品な渋みが

渋みが少なく飲みやすい産地の特徴はそのままに、ブ

らも、旨味のバランスが取れています。繊細なブレン

統を感じさせるコクのある深い味わいに仕上げました。

特有の魅力を生かしたやさしく飲みやすいお茶です。

心地よくまろやかな味わいです。ほのかに自然な甘み

レンドをすることで旨味をしっかりと引き出し、印象

ドが際立つ上品なお茶です。

アシュビィズティーの中で一番人気のお茶です。

素材にこだわり、紅茶本来の味を引き出しました。

が残ります。

的なお茶に仕上げました。

MAYFAIR BLEND TEA

OLD LONDON BLEND TEA

COLONIAL NOON BLEND TEA

TEA PRINCESS BLEND TEA

WINDSOR BLEND TEA

『紅茶の特徴』

『紅茶の特徴』

『紅茶の特徴』

『紅茶の特徴』

『紅茶の特徴』

コク

コク

コク

コク

コク

アシュビィズの歴史を凝縮させたような、
ハイクオリティーのオリジナルティーです。
ネーミングもイギリスをイメージ。味わい
の特徴にも反映しています。同じ産地の茶
葉であってもブレンドによって味わいが
違ってきます。それぞれの深い味わいをお
楽しみください。
今回、缶をリニューアル。サイズが大きく
なり、茶葉を取り出しやすくなっています。

NEW

アシュビィズ ブレンドティー : ティーマグ

ASHBYS BLEND TEA

:TEA MUG

・10g 2g LEAF BAG ×5 コ（1 ／ 36）
ティーマグ：陶器
280cc、径 7.5×11×10.5cm
今回新しくブレンドティーカラーに合わせ

渋み

香り

渋み

香り

渋み

香り

渋み

香り

渋み

香り

水色の
明るさ

甘み

水色の
明るさ

甘み

水色の
明るさ

甘み

水色の
明るさ

甘み

水色の
明るさ

甘み

たティーマグタイプが出来ました。マグは

さっぱり

さっぱり

渋みの少ない飲みやすいお茶。

まろやかな甘みのあるお茶。

繊細でやさしい味わいのお茶。

「メイフェア」とはロンドン中心部にある都

イギリスにはタイムスリップしたような中

優しい味わいだけでなく、素材の魅力を上

心地よさと華やかさ、茶葉の品質。すべて

イギリス王室所有のウィンザー城。世界最

市名です。古き良き時代のものと現代が品

世の気配漂う場所がたくさんあります。伝

品に活かしたブレンドに、文化の融合で生

を持ち合わせた仕上がりから「プリンセス」

大級で、現在使われている居城として最も

よく調和している街並に、お茶の味わいを

統ある歴史と受け継がれてきたアシュビィ

まれた雰囲気あるコロニアル様式の情景を

と名付けました。かわいらしいカラーもこ

古いそうです。自信を持ってお勧めできる

重ねました。

ズのブレンド技術を重ねました。

思い浮かべました。

だわりのひとつです。

ブレンドに城の存在感を重ねました。

フタ付でしっかり蒸らせるので簡単におい

さっぱり

さっぱり

さっぱり

しく紅茶が頂けます。ギフトにもおすすめ
です。
程よい渋みがクセになるお茶。

まったりとしたコクのあるお茶。

アイコンについて
ストレートでどうぞ。
ストレート・ミルクティーともに合います。
アイスティーにも向いています。

朝食におすすめ。
ティーブレイクにおすすめ。
ランチタイムにおすすめ。
アフタヌーンティーにおすすめ。
夕食後のリラックスタイムにおすすめ。
※どのお茶もティータイムに合いますが、特におすすめの
時間帯を表記しました。ぜひお試しください。

5
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アロマティックティー

Aromatic tea

Flowery small garden

小さな庭園・アシュビィズフレーバーガーデン

開封した瞬間から広がる華やかな香り。ま
るで花が咲き誇るイングリッシュガーデン
にいるかのような気分に。香りによっても
たらされる幸せな余韻をパッケージにも表
現しました。こだわりの逸品をどうぞ。

◆ピーチ＆マリーゴールド
AF7310

◆イングリッシュローズ

¥2, 000

AF7320 ¥2,500

◆ブラックカラント

◆シトラス＆オレンジ

◆アップルシナモン

AF7330 ¥2,000

AF7340 ¥2,000

AF7350 ¥2,000

フレーバーガーデン

FLAVOURED GARDEN

スリランカ産の高級品質茶葉を中心にブレンドしたも

インド産を中心に選りすぐった高級品質茶葉を使用し、

インド産の高級品質茶葉を中心にブレンドしたものに、

インド産の高級品質茶葉を中心にブレンドしたものに、

インド産の高級品質茶葉を中心にブレンドしたものに、

・100g（12 ／ 48）
・8.3×8.3×8.5cm

のにマリーゴールドペタルを盛り込み、ピーチの香り

香りを引き立てるブレンドをしています。ローズペタ

ドライのブラックカラントを盛り込みました。ほんの

柑橘系のドライフルーツとオレンジペタルをふんだん

様々なスパイスを加えた香り高いお茶です。ドライアッ

付けをしました。上品な甘い香りと紅茶本来の味わい

ルをふんだんに盛り込み、茶葉にもローズの香り付け

り甘みも感じられます。香りを引き立てるため、ベリー

に盛り込みました。香り豊かな紅茶で、柑橘の甘さと

プルのチップとのバランスもよく、飲みやすく上品な

が絶妙なバランスで味わい深いお茶です。

をしています。

の葉も加えています。

爽やかさのバランスが抜群です。

味わいです。

ペタル（花びら）やドライフルーツを盛り
込んだフレーバーティーです。香りを引き
立てる茶葉のブレンドをはじめ、こだわり
の香りと素材のバランスなど、得意とする

Peach with Marigold TEA

English rose TEA

Blackcurrant TEA

Citrus with Orange TEA

Apple
Apple with
with Cinnamon
Cinnamon TEA
TEA

繊細なブレンド技術が活かされています。
贅沢に仕上げた香り高いお茶をお楽しみく
ださい。

■フレーバーガーデンの楽しみ方
香りを楽しむために、最初はストレートで
どうぞ。ドライフルーツやペタルが入って
いるので、ほのかな甘みや酸味を感じるこ
ともできます。お好みによりお砂糖やミル
クを加えてください。柑橘系のお茶は、お
酒等で割るアレンジティーもおすすめです。
■お茶菓子との相性
ベースの紅茶は上質で味わい豊かな仕上げ
です。焼き菓子だけではなくクリームを使っ
たフレッシュケーキにもよく合います。
より香りを楽しみたい時は、シンプルなも
のやフレーバーと同じ素材が使われている
お菓子がおすすめです。

アイコンについて
朝食におすすめ。
ティーブレイクにおすすめ。

食後のお茶や、リラックスタイムにどうぞ。
長く続く甘い香りとお茶の味わいのバラン

ランチタイムにおすすめ。
アフタヌーンティーにおすすめ。

スが心地よく、人気のひとつです。
フレッシュケーキとの相性抜群です。

優雅なイングリッシュローズ。多くの人々

ベリーの種類が多いイギリス。ブラックカ

を魅了する薔薇はフレーバーティーには欠

ラントはビタミン豊富と言われています。

かせません。香りを損なわないシンプルな

ベリー素材が使われているお菓子やチョコ

お茶菓子と相性が良いです。

レートに良く合います。

リフレッシュできること間違いなしの爽や
かな香りです。アイスティーにするのもお
すすめです。シンプルな焼き菓子やフルー
ツ、ヨーグルトスイーツをお供にどうぞ。

夕食後のリラックスタイムにおすすめ。
※どのお茶もティータイムに合いますが、特におすすめの
時間帯を表記しました。ぜひお試しください。
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ドライアップルのほのかな甘みも感じられ
るクセになる味わいです。香りによく馴染
むバニラやキャラメル風味のお菓子やお芋
系のほっこりスイーツがおすすめです。

スペシャルティー

Special tea
ひとつのこだわりを存分に追求して仕上げ
たお茶があります。ベーシックティーの中
から厳選した 3 種類。
英国紅茶伝統の「アールグレー」。
より洗練されたアシュビィズティーをどう
ぞご堪能ください。

フレーバーティー

Passion for the tea

Flavoured tea

ブランドの更なる向上とお茶に対する情熱

Time to relax at home

リラックスタイムのお供においしいお茶は

ギャランティード ナチュラルティー

GUARANTEED NATURAL TEA

欠かせません。時にはフレーバーティーで、
素材を想像させる香りから味わってみませ
んか。

・125g（12 ／ 48）
・8.3×8.3×8.5cm

開封した瞬間、お湯を注ぐ瞬間、部屋中に

アシュビィズナチュラルティーは土壌から改善されて
いる土地で、化学肥料に頼らず自然の在り方を尊重し
育てられた茶葉を使用しています。自然の恵みを生か
し、より洗練された優しい味わいをお楽しみください。

広がる甘い香りはフレーバーティーだけの
このマークはヨーロッパの厳しい規定をク
リアーし、自然栽培された紅茶のみにつけ

魅力です。気分がほぐれるひとときをどう
ぞ。

られます。

NEW

ナチュラルフレーバーティー

◆ダージリン

◆E. ブレックファスト

AB1310 ¥3,200

Pure Darjeeling

香りから味わうお茶

AB1330 ¥2,500

English breakfast

◆アッサム
AB1350 ¥2,500

Pure Assam

◆ストロベリー
AF8310 ¥800

◆アップル
AF8320 ¥800

◆オレンジ
AF8330 ¥800

NATURAL
FLAVOURED TEA
・BOX : 40g 2g LEAF BAG×20 コ (12 ／ 144)
・6.7×8×14.5cm
自然界が作り出す甘味料、自然の恵みを受
けて実るフルーツ。イギリス伝統菓子。ど
れもお茶に合う、思わず顔がほころんでし
まうものばかりです。ナチュラルオイルで
香り付けをしたフレーバーティー。茶葉は
それぞれの香りに合わせて厳選し、香りを
引き立てるブレンドをしています。

セレクティッド アールグレー

SELECTED EARL GREY

香り豊かなアールグレー。香り付けする茶葉を選別す

・125g（12 ／ 48）
・8.3×8.3×8.5cm

など、アールグレーの香リの幅が大きく広がるシリー

◆ダージリンアールグレー
AB1210 ¥2,400

◆キャラメル

ズです。

AF8370 ¥800

◆アールグレーブルー
AB1220 ¥2,200

◆ミセスグレー
AB1230 ¥2,200

100％ダージリンの茶葉を使用して香り付

矢車草をメインにペタルを加えました。よ

緑茶がベースのアールグレー。

りいっそう香り豊かで味わい深いお茶に仕

ベルガモットの香りと緑茶が見事にマッチ

上がっています。ペタルが加わり、見た目

しています。今まで感じたことのない、爽

も華やかです。

やかな味わいです。

です。

◆バニラ
AF8350 ¥800

◆メイプル
AF8360 ¥800

ル（花びら）を入れて見た目も華やかになったタイプ

Earl grey Blue

ほのかに香り、上品でさらりとした味わい

AF8340 ¥800

ることによって、また違った味わいになります。ペタ

Darjeeling Earl grey

けをしたアールグレーです。ダージリンが

◆レモン
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◆ハニー
AF8380 ¥800

◆イングリッシュケーキ
AF8390 ¥800

リーフバッグバラエティー

Leaf bag Variety

ギフトコレクション

Tea time of one day

Gift Collection

ある日のお茶の時間

その日の気分やシチュエーションによって

相手のことを考えながら贈り物を選ぶ時間

選べるシリーズです。ホッと一息つく気ま

はたのしいひととき。アシュビィズコレク

まなティータイムは、手軽なティーバッグ

ションはシーンに合わせ、様々なセットを

がうれしいものです。アシュビィズではそ

仕立てました。感謝の気持ちをアシュビィ

れぞれのメニューに合わせてリーフバッグ

ズギフトが運びます。

With my feelings of gratitude

感謝の気持ちを届けるおくりもの

の仕立てを変えています。

ギフトコレクション

GIFT COLLECTION
◆ミニリーフティーセット
A GC1000 ¥1,800
B GC1010 ¥1,800
・1 ／ 48
・箱サイズ：19.5×16.5×5cm

フレーバー ロイヤル ミルクティー

FLAVOURED-ROYAL MILK TEA

ミニリーフティーセット A
ミニリーフティーセット B

※セット A：30g×3 コ／ウバ・アッサム・アールグレー
セット B：30g×3 コ／セイロン・E. ブレックファスト・ダージリン

・20g 2g LEAF BAG×10 コ（6 ／ 180）
・7.5×8.5×6.5cm
コクのあるまろやかな味が魅力のロイヤル
ミルクティー（煮込み式のミルクティー）。

RENEWAL

ミルクと相性のよいフレーバーを茶葉に加

◆バニラ
AI3010 ¥550

え、便利なリーフバッグに仕立てました。
ミルクのまろやかさとフレーバーを感じさ

◆メイプル
AI3040 ¥550

◆キャラメル
AI3050 ¥550

◆ハニー
AI3060 ¥550

◆ベーシックティー＆フレーバーティー詰め合せ
GC1090 ¥3,000（1 ／ 18）
・箱サイズ：22×12.5×9.5cm

※アシュビィズベーシックティー・キャディ：50g ／ E. ブレックファスト
フレーバーティー：70g ／ストロベリー

せるパッケージは、贈り物にしても素敵で
す。

◆アシュビィズロイヤルセット
GC1020 ¥5,000（1 ／ 18）
・箱サイズ：22×12.5×9.5cm

ベーシックティー＆フレーバーティー
詰め合せ

※アシュビィズブレンドティー：125g×2 コ／オールドロンドン・ティープリンセス

◆アシュビィズブロッサムセット
GC1120 ¥3,300（1 ／ 18）
・箱サイズ：22×12.5×9.5cm

アイスティーセレクション

ICE TEA SELECTION

※アシュビィズベーシックティー：125g ／セイロン
フレーバーガーデン：50g ／ピーチ＆マリーゴールド

・20g 2g LEAF BAG×10 コ（6 ／ 180）
・7.5×8.5×6.5cm

◆アールグレー
AI8060 ¥550

アイスティーにしてもおいしく頂ける紅茶
をセレクトしました。手軽なリーフバッグ
タイプ。水出し紅茶としても使えます。

box 正面撮り

◆アシュビィズクィーンセット
GC1040 ¥4,500（1 ／ 18）
・箱サイズ：22×12.5×9.5cm

◆アップルブレンド
AI8130 ¥550

※アイスティーセレクションは夏季限定です。毎年 4 月〜 9 月までご注文承ります。

※アシュビィズブレンドティー：125g ／ティープリンセス
フレーバーガーデン：50g ／イングリッシュローズ

アシュビィズロイヤルセット

アシュビィズブロッサムセット

アシュビィズクィーンセット

◆アシュビィズコレクションセット
GC1050 ¥2,300（1 ／ 24）
・箱サイズ：28.5×16.5×8.5cm

※アシュビィズコレクション 10g (2g LEAF BAG×5)×2 コ／クレッシェンド・メモリアル
砂時計 2 分計

リーフバッグ セレクション

LEAF BAG-SELECTION

◆クラシカルロイヤルセット
GC1060 ¥3,300（1 ／ 24）
・28.5×16.5×8.5cm

※クラシカルロイヤル：40g (2g LEAF BAG×20)×3 コ
／アールグレー・ダージリン・オールドイングランド

・20g 2g LEAF BAG×10 コ（6 ／ 180）
・17.5×10.5cm
アシュビィズ紅茶の中からセレクトした全
14 種類を、リーフバッグにしてかわいいク

※ディスプレイスタンド付

ラフトの袋に収めました。袋の内側にアル

ベーシックティー

ミ加工がしてありますので、詰めたての新

ベーシックティー

フルーツフレーバー

スイーツフレーバー

◆ダージリン

◆ストロベリー

◆バニラ

◆E. ブレックファスト
AB6030 ¥550
◆セイロン
AB6040 ¥550
◆アッサム
AB6050 ¥550
◆アールグレー
AB6060 ¥550

AF6110 ¥550
◆アップル
AF6130 ¥550
◆オレンジ
AF6140 ¥550
◆レモン
AF6150 ¥550

フルーツフレーバー

スイーツフレーバー

クラシカル ロイヤル

CLASSICAL ROYAL

鮮さをお届けすることができます。

AB6010 ¥550

アシュビィズコレクションセット

・40g 2g LEAF BAG×20 コ（3 ／ 90）
・6.7×8×14.5cm
紅茶の王道「ダージリン」、イギリスを代表

AF6210 ¥550

する紅茶「アールグレー」、アシュビィズの
オリジナルブレンド「オールドイングラン

◆ハニー

ド」の 3 種類を、クラシックなパッケージ

AF6220 ¥550

に仕上げました。

◆イングリッシュケーキ
AF6230 ¥550
NEW ◆メイプル
AF6250 ¥550

◆ダージリン

NEW ◆キャラメル

AI6010 ¥1,100

AF6260 ¥550
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◆オールドイングランド

◆アールグレー
AI6060 ¥950
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AI6120 ¥950

クラシカルロイヤルセット

ビジネスユース

Business Use

Freshness of the loose tea

鮮度を大切に

お問い合わせは HP をご利用ください。:

茶葉は鮮度が命！
商品はすべてアルミ包装管理です。専用袋
による少量包装で、輸送時から保管まで鮮
度を保ちます。扱っている紅茶はすべて業

www.ashbys-i.com

業務用紅茶の包装形態

ASHBYS 茶葉形態一覧表・特別紅茶

■バルク：500g〜

特別紅茶

務対応が可能です。
リーフティーは 600g（100g 6 袋）、
リーフバッグは 120 個（20 個 6 袋）を
１BOX とし、鮮度が損なわれないうちに使

業務用茶葉形態一覧表

扱っている紅茶すべて、バルク対応が可能です。

い切れるようアルミ包装しています。

バーガーデン」・「セレクティッドアールグ

全体的に渋みを押さえて飲みやすく、紅茶

レー：アールグレーブルー」がリーフバッグ

本来の味を楽しむことができます。

●

LL サイズでのご提供で可能となりました。

※OEM 承ります。

バッグ内のペタル・ドライフルーツ内容のば

■1BOX タイプ：

らつきを軽減するため、リーフバッグサイズ
を限定しています。ご了承ください。

◆業務用リーフティー 600g

※業務対応はすべて受注生産です。
OEM の納期につきましては、ご要望に応

●
●
●

・100g×6 袋

納期：受注後一週間

2.3g

5g

10
8g

2g

10g

ベーシックティー

ペタル・ドライフルーツ入りの紅茶「フレー

いが異なります。アシュビィズの紅茶は、

※紅茶の種類、数量等のご希望も承ります。

2g

■ペタル入紅茶のリーフバッグ：

ご希望内容によりお見積させていただきます。

紅茶は茶葉生産地やブレンドによって味わ

8
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バルク
100g

p.14「業務用茶葉形態一覧表」をご覧ください。

ダージリン360511
ケニアLB1280
E.ブレックファスト358002
セイロン353775
アッサム360527
アールグレー361964
ニルギリLB1285
ウバLB1286
キーマンLB1288
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◆業務用・ポットタイプ 120 LEAF BAGS

じてご相談させていただきます。

LL タイプ

・LEAF BAG・タグ無 120PCS ／ BOX（20PC×6 袋）
ポットの場合はお湯を注ぎやすいタグ無タイプが便利です。ポット

5g LEAF BAG

サーブ時にもおすすめです。

業務用についてのお問い合わせは
HP : www.ashbys-i.com

◆業務用・カップタイプ 120 LEAF BAGS

「お問い合わせフォーム」をご利用ください。

ブレンドティー

※業務用・ポットタイプ

・LEAF BAG・タグ付 120PCS ／ BOX（20PC×6 袋）

8g LEAF BAG

5g・8g のみの

対応となります。

カップに直接お湯を注ぐ時はタグ付がおすすめです。リーフバッグ

メイフェア2754
オールドロンドン358000
コロニアルヌーンCPT01052
ティープリンセス358005
ウィンザー358007
オールドイングランドLGK012

を入れたままでのサーブも可能です。
アシュビィズではお客様のニーズに合わせ、

フレーバーティー

販売形態の受注対応を承っております。

■オリジナルデザインパック

アシュビィズティーはティールーム、
カフェ・洋菓子店・サロン、デパートイベ

オリジナルミニパックを承っております。お

■1 コ入アルミ包装 BOX タイプ：

ント等、様々な業種でご好評をいただいて
おります。

店のオープン、その他のイベントなどにお役
立てください。

◆業務用リーフバッグ 200 BAGS
・LEAF BAG・タグ付 200BAGS ／ BOX（1PC×200 袋）
リーフバッグが 1 個ずつ小包装されています。1 箱から販売が可能

業務用紅茶の形態をそれぞれのマークで表示しています。

ですので、シーンによって使い分けてください。

ストロベリー363197
アップル362695
オレンジ360466
レモン324626
バニラ62106
イングリッシュケーキ62112
メイプルシロップ62108
キャラメル62109
ハニー62111

■製菓用紅茶
リーフティー

リーフバッグ ( タグ付）

アロマティックティー・

■1 コ入アルミ包装小袋タイプ：
◆業務用リーフバッグミニセット

1 個入り
アルミ包装

製菓用パウダー

業務用リーフバッグ ( タグ無）
2.3g

※各種デザインを取り揃えております。

・LEAF BAG・タグ付 1 コ入袋 ×3 個
リーフバッグが 1 個ずつ小包装された紅茶のミニセットです。お店

LL サイズ ( タグ無）

のイベント等にお役立てください。
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5g

8g

10g

ASHBYS LEAF BAG・アシュビィズリーフバッグ
ティーバッグでもリーフティーと同じ品質
のお茶を楽しめるよう、茶葉は CTC 加工
をせず、そのまま使用しています。このた
めアシュビィズでは「リーフバッグ」と呼
んでいます。

ミル等でつぶさないので香りが損なわれませ
ん。ビスケットやケーキ等の製菓用としてお

※アソート可能です。

業務用リーフバッグ

5

製菓用に茶葉を細かくすることができます。

役立てください。
焼き上がりも香りが損なわれにくいアールグ
レーがおすすめです。

フレーバーガーデン

ピーチ＆マリーゴールド358195
イングリッシュローズ358194
ブラックカラント10806
シトラス＆オレンジ360512
アップルシナモン360534
スペシャルティー
ギャランティードナチュラルティー

ダージリン00331
E.ブレックファスト00419
アッサム00128

リーフバッグの茶葉容量

セレクティッドアールグレー

■業務用リーフバッグ・タグ無

ダージリンアールグレー10907
アールグレーブルー10882
ミセスグレー10956

※対応可能の茶葉種類については P.14 業務用茶葉形態一覧の通りです。

LL サイズ：

※

LL タイプ
レギュラー・2.3g LEAF BAG

5g LEAF BAG

◆ LL サイズリーフバッグ 5g・8g・10g

8g LEAF BAG

●

印は、在庫限りで販売終了予定です。詳しくはお問い合わせください。

10g LEAF BAG

BUSINESS USE ティーウェア

・LEAF BAG・LL サイズ 60PCS ／ BOX（10PC×6 袋）
業務用レギュラーリーフバッグは容量 2.3g です。ご
使用されるポットの容量に合わせて茶葉容量の選択を
していただけます。用途に合わせお役立てください。

ASHBYS OF LONDON

ウェアは、お店のイメージ構成をする上で
かかせないもののひとつです。
オリジナルウェアのデザインを承ります。

■リーフバッグ茶葉容量調整：

Benjamin Hitchcock
Master Tea Blender Keith Spicer Ltd
United Kingdom

お使いになるポット、マグ等に合わせてリーフバッグ
の茶葉容量を調整することができます。
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◆テイスティングカップ
カップ：210cc、径 8×10×9.5cm
ボウル：240cc、径 10×5.5cm

◆ティーポット L
820cc、最大径 12.5×21×13cm
◆ティーポット S
430cc、最大径 10.5×17×10.5cm

14

ティーウェア

Tea ware

クラシカル・CLASSICAL

ティーアクセサリー・TEA ACCESSORY

TEA MEASURE SPOON

使い終わったティーバッグをのせるトレイ

茶葉の量はカップ 1 杯につき（200cc 程度）、

朝食やティータイムにぴったりのトレイ。

スプーン８分目〜すり切りが目安です。茶

スコーンやサンドイッチ、ヨーグルト、カッ

葉の大きさにより調整してください。

プがトレイにすっきりまとまります。

ティーバッグトレイ

NEW ◆My ポット
AT7190 ¥1,600
・耐熱ガラス
・380cc、約最大径 9×14.5×13cm (1 ／ 24)

◆デイリーポット
AT7120 ¥3,000
・耐熱ガラス
・640cc、約最大径 11×16.5×14cm (1 ／ 24)

グリーン

ブルー

◆AT3300

ブルー

ブルー

◆AT3230

¥450

◆シュガーポット
AT7130 ¥780
・耐熱ガラス
・約最大径 6.5×9cm (1 ／ 100)

◆クリーマー
AT7140 ¥780
・耐熱ガラス
・190cc、約最大径 6.5×9×8cm (1 ／ 100)

グリーン

ブルー

◆ティートレイ
AT9030 ¥2,800
・天然木
・約 18.5×35.5×2cm（1 ／ 36）

¥500

◆AT3240 グリーン ¥500
・磁器
・8.5×4.5×2cm（6 ／ 240

◆AT3320 グリーン ¥450
・磁器
・ 8.5×12×2cm（6 ／ 144）
◆カップ＆ソーサー
AT7080 ¥1,250
・耐熱ガラス
・カップ：260cc、約径 10×12×8cm
・ソーサー：約径 14.5cm (1 ／ 36)

ティートレイ

ティーメジャースプーン

です。一口サイズのお菓子をサーブしても。

◆ティーポット
AT7070 ¥2,200
・耐熱ガラス
・730cc、約最大径 11×17×16cm (1 ／ 24)

NEW

TEA TRAY

TEA BAG TRAY

NEW

SUGAR BOWL

SAND GLASS

シュガーボウル

砂時計

ジャムやクリーム、お砂糖など、ティータ

蒸らし時間の目安は、大きい茶葉は 2〜３分、

CLASSICAL

細かい茶葉は 1〜2 分。今回やさしい雰囲気
のエレガントデザインが追加されました。

クラシカル

3 分計

3 分計
2 分計

2 分計

イムのお菓子に添えるものを少しずつ盛る
のに大活躍のボウルです。

ティーセットはハンドメイドの耐熱ガラス。
水色をポットでも楽しむことができ、ペタ
ル（花びら）入りの茶葉などを美しく見せ

ポットセーター S
ポットセーター

ることができます。

ティーマグ

◆AT3500 2 分計 ¥1,000
AT3510 3 分計 ¥1,000
・磁器、ガラス
・径 4×10cm（1 ／ 72）

ティーストレーナー＆レスト

NEW ◆AT3520 2 分計フラワー ¥1,000
AT3530 3 分計フラワー ¥1,000
・磁器、ガラス
・径 4×10cm（1 ／ 72）

◆シュガーボウル
AT9040 ¥500
・磁器
・径 7×3.5cm（6 ／ 96）

NEW

TEA MUG
ティーマグ

◆ポットセーター
AT7150 ¥1,900
・毛、天然木（ボタン）
・約 17.5×14cm (1 袋入 )
NEW ◆ポットセーター S
AT7200 ¥1,800
・毛、天然木（ボタン）
・約 14.5×13cm (1 袋入 )

◆ティーストレーナー＆レスト
AT7090 ¥900
・耐熱ガラス
・ストレーナー：約径 8×12.5×4cm
・レスト：約径 7.5×1.5cm (1 ／ 96)

◆ティーボトル
AT7110 ¥2,650
・耐熱ガラス
・950cc、約最大径 8×28cm (1 ／ 16)
※シリコンパッキン付

イギリスの気軽なティーブレイクをイメー
ジ。カジュアルなアイテムでありながら、
紅茶のおいしさを引き出してくれます。伝
統的な深みのある色で、「アシュビィズブレ
ンドティー」カラーに合わせました。

◆ティーマグ（ストレーナー付）
AT7100 ¥1,250
・耐熱ガラス
・マグ：280cc、約最大径 7.5×10.5×10.5cm
・ストレーナー：約径 7×5.5cm (1 ／ 40)

・陶器
・280cc、径 7.5×11×10.5cm（1 ／ 48）
◆メイフェアカラー
AT9101 ¥1,300

◆オールドロンドンカラー
AT9102 ¥1,300

◆コロニアルカラー
AT9103 ¥1,300

◆プリンセスカラー
AT9104 ¥1,300

◆ウィンザーカラー
AT9105 ¥1,300

◆メイフェアカラー
AT9201 ¥550

◆オールドロンドンカラー
AT9202 ¥550

◆コロニアルカラー
AT9203 ¥550

◆プリンセスカラー
AT9204 ¥550

◆ウィンザーカラー
AT9205 ¥550

NEW

MINI TRAY

ミニトレイ

仕事や作業中の休息時間。いつものお茶に
甘いお菓子を少し添えてリフレッシュ。
無くしてしまいそうなアクセサリーやデス
クまわりの小物を置くトレイとしても便利
です。
◆ティーグラス
AT7180 ¥900
・耐熱ガラス
・280cc、約径 8×16.5cm (1 ／ 50)

◆ケーキドーム
AT7170 ¥3,300
・耐熱ガラス
・約径 16×15cm（1 ／ 12）
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◆ティージャー
AT7160 ¥1,250
・耐熱ガラス
・約最大径 9.5×14cm (1 ／ 48)
※シリコンパッキン付

・陶器・13×9.5×1.5cm（4 ／ 120）
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A cup of tea

幸せなお茶のじかん

一杯のお茶を通して繰り広げられる幸せなひととき。
様々なシーンを「アシュビィズスタイル」としてご紹介します。

on the Table!
One plate breakfast

Ashbys mug

毎朝のたのしみ

アシュビィズのマグはすべてフタ付。紅茶のた

朝の定番イングリッシュブレックファストティー。

めのティーマグです。フタをしてしっかり蒸ら

マグに直接リーフバッグをいれて、蓋をして蒸らす。その日の気分で食べたい物を

すとリーフバッグでも紅茶本来の味わいを楽し

ワンプレートにのせて。おいしい朝食と温かい紅茶でほっとする束の間のじかん。

Breakfast of the holiday

Tea party

時にはホテルの朝食気分で

センスのよいおもてなし

at Tea time

むことができます。

NEW ティーアクセサリー：ティートレイ・シュガーボウル・砂時計・ミニトレイ・ティーマグ

ある日のお茶時間

ゆっくりと過ごす休日の朝。すきなものを並べてちょっぴり贅沢に、ホテルの朝食気

親しい人を招いての楽しいティータイム。おすすめのお菓子と紅茶を数種類用意しま

ミルクティーが飲みたい！思いたったら濃いめのお茶にミルクをたっぷり入れて。ミルク

分でセッティング。素敵な一日の始まりをおいしい時間でスタートしてみませんか。

す。日々のお気に入りに少しだけエッセンスを加えて、気取りすぎないリラックスで

ティーには素朴な英国菓子が相性抜群の組み合わせ。

※カラーティーポット：参考商品

きる空間を演出。おしゃべりも弾むこと間違いありません。

ミルクと相性の良い紅茶はイングリッシュブレックファストやアッサム。煮込み式のミルクティー
のための紅茶、フレーバーロイヤルミルクティーもおすすめです。

Ashbys style
ティータイムを素敵な空間に仕立てる
とっておきのティーウエア。
アシュビィズのおいしい時間のつくりかた

お好みの紅茶を決めたら、お茶菓
子を選びます。おすすめケーキは
様々な器やトレイに盛って華やか
に。時には冷たい飲み物も用意。

at Tea time

クラシカル：ティーマグにお茶を
入れてそのままテーブルへ。ゲス

NEW クラシカル：My ポット

今回新しくかわいらしいミニサイズのティーポットができました。いくつか用意して、色々なお茶
をセッティングするのも楽しみのひとつです。

ある日のお茶時間

のんびりとひとり、カップソーサーでいただくお茶は格別。

トにマグのストレーナーをあげて

私だけのちょっぴり贅沢なじかん。そんな幸せなひとときを、My ポットとティーカップで

いただくなど、楽しい演出で盛り

演出します。

上げてみたり。少しアイディアを
効かせた気軽なスタイリングで、
素敵な時間をどうぞ。
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NEW クラシカル：ポットセーター S

ハンドメイドのふんわり気持ちのよいティーコジー。とても温かく保温が長続きします。今回 My
ポット用のミニサイズのポットセーターをつくりました。
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