
富士のほうじ茶認定商品一覧（販売価格等の詳細は各店舗へお問い合わせください）

申請者 住所 電話 商品名 内容量 賞味期限 使用茶葉 商品特徴

ほうじ茶（リーフ） 100ｇ 8か月 一番茶・二番茶 深煎りの香り高いほうじ茶

ほうじ茶（ティーバッグ） 5ｇ×15個 8か月 一番茶・二番茶 深煎りの香り高いほうじ茶

キャラメルほうじ茶 2.5ｇ×8個 8か月 一番茶・二番茶 キャラメルフレーバーのほうじ茶

ほうじ茶（リーフ） 100ｇ 1年 一番茶 香ばしい香りが広がる

ほうじ茶（ティーバッグ） 4ｇ×20個 1年 一番茶 香ばしい香りが広がる

ほうじ茶 150ｇ 半年 一番茶 自園茶葉使用。すっきり味わい深いほうじ茶です。

粉末ほうじ茶 50ｇ 半年 一番茶 香ばしい香りとすっきりした飲み口です。

ほうじ茶（ティーバッグ） 2ｇ×18個/20個 半年 一番茶 自園茶葉使用。すっきり味わい深いほうじ茶です。

山大園 中央町 52-2540 棒ほうじ茶ティーバッグ 3g×10個 1年 秋冬番茶
棒ほうじは葉の部位に比べて焦げた風味が少ないた
め、やわらかな味わいが楽しめます。

マル茂本多製茶 富士岡 38-0069 富士山の焙じ茶 100ｇ 1年 一番茶・二番茶
低温でじっくりと焙煎することで、お茶のもつ渋みを
甘い香りと味わいに変化させています。

井出製茶工場 天間 71-1329 ホージ茶 100ｇ 1年 秋冬番茶 安価で香りが良くておいしい。

ほうじ茶ティーバッグ 5ｇ×30個 1年 秋冬番茶
秋冬番茶で製造しているので、カフェインが少ない。
茎だけではなく、葉も加工しているので、香りが高
い。ティーバッグ用に粉砕してあるので濃く出る。

ほうじ茶 200ｇ 1年 秋冬番茶
秋冬番茶で製造しているので、カフェインが少ない。
茎だけではなく、葉も加工しているので、香りが高
い。

岩松製茶協同利用組合 松岡 61-6258 富士のほうじ茶 100ｇ 1年 一番茶
香ばしい香りと甘みを出すために一番茶の茎を焙じて
ブレンドしている。

極上ほうじ茶（リーフ） 100ｇ 1年 一番茶
木村園の手摘み茶葉を使用。しっかりとしたほうじ茶
の質感が口に広がり味わい深いです。

極上ほうじ茶（ティーバッグ） 3g×20個 1年 一番茶
木村園の手摘み茶葉を使用。しっかりとしたほうじ茶
の質感が口に広がり味わい深いです。

富士山ほうじ茶 80ｇ 1年 一番茶
富士山伏流水で育てた高品質のお茶を使用し、雑味が
少なく、みずみずしく自然の甘みと香ばしい焙煎香が
豊富です。

富士山ほうじ茶 200ｇ 1年 一番茶
富士山伏流水で育てた高品質のお茶を使用し、雑味が
少なく、みずみずしく自然の甘みと香ばしい焙煎香が
豊富です。

ごぼうパウダー入りほうじ茶 100ｇ 180日 一番茶　刈番含む

青森県産ごぼうを自家製乾燥粉末にし、ほうじ茶と合
わせました。ごぼうの香りとほうじ茶の香りがベスト
マッチング。夜安心して飲めるお茶です。（眠りを妨
げない）

ほうじ茶ティーバッグ 5ｇ×20個 1年 一番茶
香ばしい香りのほうじ茶を手軽に淹れられるよう
ティーバッグにしました。お湯出しでも水出しでもど
うぞ。
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申請者 住所 電話 商品名 内容量 賞味期限 使用茶葉 商品特徴

粉末ほうじ茶 40ｇ 1年 一番茶・二番茶 粉末で茶殻が出なく飲みやすい。

ほうじ茶 200ｇ 1年 一番茶・二番茶 香ばしい味わいで美味

Mt.Houji 100g 1年 一番茶
遠赤外線で焙煎しているため、苦味がなく、甘みが
あってすっきりとした飲み口。一番茶を100％使用した
ほうじ茶になります。

Mt.Houjiティーバッグタグ付き 2ｇ×20個 1年 一番茶

遠赤外線で焙煎しているため、苦味がなく、甘みが
あってすっきりとした飲み口。棒茶は茶色で、茶葉は
緑が残る程度に低温で浅めに火入れしたほうじ茶で
す。

ほうじ茶 200ｇ 1年 一番茶
一番茶の普通煎茶に使用する上質な煎茶をほうじ茶に
したものです。通常のほうじ茶より深みとコクが増し
ていると思います。

ほうじ茶ティーバッグ 4ｇ×20個 1年 一番茶
上記リーフを使いやすくティーバッグにしたもので
す。

白焙じ 100ｇ 1年 一番茶
一番茶の「棒茶」のみを使用しているため、ほうじ茶
特有の香ばしい香りとスッキリライトな飲み心地で
す。

白焙じ（ティーバッグ） 3ｇ×10個 1年 一番茶
一番茶の「棒茶」のみを使用しているため、ほうじ茶
特有の香ばしい香りとスッキリライトな飲み心地で
す。

黒焙じ 100ｇ 1年 一番茶
一番茶の「葉」のみを使用して焙煎しているため、濃
いお茶の味とコクがあるほうじ茶です。

黒焙じ（ティーバッグ） 3ｇ×10個 1年 一番茶
一番茶の「葉」のみを使用して焙煎しているため、濃
いお茶の味とコクがあるほうじ茶です。

黒焙じ（パウダー） 20ｇ 1年 一番茶

一番茶の「葉」のみを使用して焙煎しているため、濃
いお茶の味とコクがあるほうじ茶を粉末にしていま
す。そのまま飲んでも、お菓子作りに使用するのもお
すすめです。

ほうじ茶 100ｇ 1年 一番茶・二番茶・秋冬番茶 香りのよいほうじ茶です。

特上ほうじ茶 100ｇ 1年 一番茶・二番茶 茶の味も含めておいしいほうじ茶です。

富士山のほうじ茶 4ｇ×10個 10か月 二番茶
富士市産二番茶を使用したほうじ茶ティーバッグ。香
り高いほうじ茶を使用しているためお手軽に本格的な
味を楽しめます。

富士のほうじ茶リーフティーカップ 2ｇ 10か月 二番茶
手軽にほうじ茶を楽しめるリーフティーカップ。カッ
プの下部に茶葉とフィルターがありお手軽に本格的な
茶が楽しめます。

ほうじ茶パウダー 100ｇ 6か月 一番茶・二番茶
お抹茶と同じ粒子になっているので溶け易く、お茶以
外にお菓子や料理に使えます。

ほうじ茶ティーバッグ 5ｇ×20個 6か月 一番茶・二番茶
パックが三角錐になっているので、お湯でも水でも葉
の広がりが早く、濃いお茶がすぐ飲めます。

やまだのほうじ茶 200ｇ 1年 一番茶 紅富貴を使ったほうじ茶になります。

ほうじ茶ティーバッグ 5g×15個 1年 一番茶（棒） 一番茶の棒を使い、香りと味にこだわりました。

ほうじ茶ティーバッグ　タグ付き3ｇ 3g×15個 1年 一番茶（棒）
一番茶の棒を使い、香りと味にこだわった、マグカッ
プ用（一人用）で作りました。

ほうじ茶パウダー 100ｇ 1年 一番茶 紅富貴を使ったほうじ茶パウダーです。

山田製茶 中里

久沢ちゃーみぃ

ヤマコ小林園
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伝法

天間

本家水野園 中里

富士茶農業協同組合 厚原

まるは園 中野

窪田茶店 吉原
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54-2222
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34-1612



申請者 住所 電話 商品名 内容量 賞味期限 使用茶葉 商品特徴

棒ほうじ 100ｇ 1年 一番茶
自園、自製のやぶ北一番茶のみを使用した棒ほうじ茶
となっています。香りとうま味を出す為、棒に茶葉を
ブレンドした商品です。

ほうじ粉末 100ｇ 3か月 一番茶
自園、自製のやぶ北一番茶のみを使用した棒ほうじ茶
となっています。香りとうま味を出す為、棒に茶葉を
ブレンドした商品です。

やぶきた砂炒り焙煎ほうじ茶 150ｇ 1年 一番茶
一番茶を使用し昔ながらの砂炒り製法でじっくり焙
煎、香ばしい香りにすっきりした甘みが特徴。

やぶきた砂炒り焙煎ほうじ茶ティーバッグ 5ｇ×30個 1年 一番茶
一番茶を使用し昔ながらの砂炒り製法でじっくり焙
煎、香ばしい香りにすっきりした甘みが特徴。

秋山製茶 船津 34-0612 T-BONE 80g 1年 一番茶
一番茶の深蒸し製造時から揺れる茎を使用していま
す。香ばしい香りとほのかに甘い香りのある、後味
すっきりとした味わいのほうじ茶となっております。

ほうじ茶 100ｇ 6か月 一番茶 香ばしい香りが特徴のほうじ茶です。

ほうじ茶 150ｇ 6か月 一番茶 香ばしい香りが特徴のほうじ茶です。

富士のほうじ茶 100ｇ １年 一番茶

富士市産の一番茶を芯から浅く焙じ、澄みきった琥珀
色に焙煎しました。ほうじ茶の持つ旨みをひきだし、
香ばしい香りと芳醇な甘みを品良く調和した深みのあ
る味わいです。

富士のほうじ茶（ティーバッグ） 2ｇ×10個 １年 一番茶

富士市産の一番茶を芯から浅く焙じ、澄みきった琥珀
色に焙煎しました。ほうじ茶の持つ旨みをひきだし、
香ばしい香りと芳醇な甘みを品良く調和した深みのあ
る味わいです。

丸鈴 富士岡 38-0026 ほうじ茶（ティーバッグ） 2.5ｇ×15個 １年 一番茶 ティーバッグなので、かんたん便利

凛茶（リーフ） 55ｇ １年 一番茶
一番茶の茎部分のみを遠赤外線の焙煎機で焙煎し、浅
炒りと深煎りを8：2の黄金比率でブレンドしていま
す。

凛茶（水出しティーバッグ） 4ｇ×5個 １年 一番茶
水出しでも短時間で香ばしい香りと濃厚な旨味がでる
よう、原料の配合と焙煎方法に工夫を凝らしていま
す。

ほうじ茶 200ｇ 6か月 一番茶
自園、自製の茶葉を遠赤外線の焙煎機で焙煎し、香ば
しい香りとスッキリとした味わいが特徴です。

ほうじ茶（粉末） 50ｇ 6か月 一番茶
ほうじ茶を手軽に楽しめる粉末タイプのほうじ茶で
す。市内か菓子店等でも利用されています。

ほうじ茶（ティーバッグ） 4ｇ×12個 6か月 一番茶
ほうじ茶を手軽に楽しめるティーバッグのほうじ茶で
す。水出しでも美味しくいただけます。

有機ほうじ茶 100ｇ １年 一番茶 一番茶使用の香り高い優しい風味のほうじ茶です。

有機ほうじ茶（粉末） 50g 10か月 一番茶
上質のほうじ茶を丸ごと粉末にしました。農薬・化学
肥料不使用。ラテやお菓子作り、茶粥にもどうぞ。

青葉園 一色

久沢

杉山園 厚原

村松製茶 久沢

西村製茶

71-2796

71-4980

34-1349中里山平園

72-0013

34-0835

090-9192-6044

21-1746

内野製茶 西船津

茶レンジャーほうじ茶部会 須津



申請者 住所 電話 商品名 内容量 賞味期限 使用茶葉 商品特徴

ほうじ茶（リーフ） 100ｇ １年 一番茶
一番茶を100％使用し、深く焙煎しています。そのた
め、香り高く、すっきりとした飲み心地です。

ほうじ茶（ティーバッグ） 4g×15個 １年 二番茶

香り高いほうじ茶を使用し、深く焙煎しているため、
お手軽に本格的な味を楽しめます。ティーバッグです
ので、簡単便利に、すっきりとした飲み心地を味わえ
ます。

㈲マルエス影山製茶 岩本 61-0932 ほうじ茶粉末 100ｇ １年 二番茶
二番茶を使い、香り高い粉末です。価格もお手頃で、
お菓子づくり等におすすめです。

村松園 久沢 71-1328


