
ティーバッグ(スーパーフルーティー) 2個、水 80ml、洋梨缶 1缶 (195g)、

グラニュー糖 120g、水あめ 50g、レモン汁 小さじ2、コーンスターチ 適量

☆ 粉ゼラチン 20g、☆ 水 大さじ3

材料（できあがり20cm×24cm×3cmのバット1台分）

スーパーフルーティーのギモーヴ

1. ☆の材料を合わせ、ゼラチンをもどしておきます。

2. 小鍋に水と洋梨缶（汁ごと）を入れ火にかけ、煮立ったら、火を止めます。

　 ティーバッグを入れ、ふたをして約3分抽出した後、ティーバッグを取り出します。

3. すぐに2 へ1でもどしたゼラチン、グラニュー糖、水あめ、レモン汁を加え、余熱で

    よく混ぜ溶かします。溶けたら、全体がペースト状になるまで、ミキサーにかけます。

4. 3を大きめのボウルに入れ、湯煎にかけてハンドミキサーで約20〜30分泡立て

   もったりとしてきたら、湯煎から外し、さらに泡立てます。

5. ハンドミキサーを持ち上げリボン状に落ちるくらいまでもったりと泡立ったら、型に 

   流し入れ、冷蔵庫で冷やし固めます。 

6. 固まったら型から外し、一口大に切りコーンスターチをまぶせばできあがり。

作り方

En
joy

 your tea breaak!

Superfruity 
Guimauve

with

トロピカルティー

ティーバッグ(ピーチ& パッションフルーツ) 2個、

熱湯 100ml、冷凍マンゴー/パイナップルなど 100g

ガムシロップ 適量、ミントの葉 お好みで

材料（1人分）

1. 熱湯にティーバッグを入れ、約3分抽出します。

2. ティーバッグを取り出した後、ガムシロップを加え、

   冷やします。

3. グラスに冷凍マンゴーやパイナップルを入れ、

   2を注げばできあがり。

作り方

Tropical Tea

Recipe 06

with

Recipe 07

スーパー スーパーフルーティー

ティーバッグ(スーパーフルーティー) 2個、熱湯 50ml、

炭酸水 150ml、チアシード 大さじ1、氷 適量、ガムシロップ 適量

1. チアシードは多めの水に15分ほど入れて、もどしておきます。

2. 熱湯に、ティーバッグを入れ、約3分抽出し、ティーバッグを取り出します。

3. 氷を入れたグラスに水気をきったチアシードを入れ、2と炭酸水を

　注ぎます。 ガムシロップはお好みで。

作り方

Super 
Superfruity

with

材料（1人分）

Recipe 08

フルーツとハーブのワクワクする香り♡新しい美しさ

フルーツ & ハーブ インフュージョン

スーパーフルーティー

アップル、ブルーベリーなど人気のフルーツ
そのもののおいしさに、ラズベリーやブラック
カラントなどフレッシュな香りが広がるフルー
ティーなおいしさです。

内容量 2.0g×7袋

内容量 2.0g×7袋

アップルやローズヒップ＆ハイビスカスの爽
やかな酸味を、ブラッド オレンジのフレッシュ
な香りが包み込んだジューシーな味わいです。

アップル ＆ブラッド オレンジ

内容量 1.5g×7袋

カモミールのおだやかな風味をハニーとバニ
ラの甘い香りで包み込んだ優しい味わい。
毎日のおやすみ前やリラックスしたいときに
おすすめです。

カモミール ＆ハニー

内容量 2.0g×7袋

ピーチ、パッションフルーツ、オレンジ、レモ
ンなどのトロピカルなフルーツをミックス。
ピーチの甘い香りがふわりと広がります。

ピーチ & パッションフルーツ

Tasty Line

Recipe Booklet

フルーツ & ハーブ インフュージョン

ティータイムPhotoキャンペーン
おすすめレシピを教えて !

抽選で100名様にプレゼント!
2016年11月〜2017年2月末まで

詳しくはこちらから: www.twinings-fruit.jp/campaign

トワイニング

おすすめレシピ公開中!
http://www.twinings-tea.jp/recipe/



ピーチ & パッションフルーツの
プレーンシロップ

材料（できあがり約250ml）

1. 小鍋に水とグラニュー糖を入れ火にかけます。煮立ったら

　 中火で約3分煮詰めます。

2. 火を止め、ティーバッグを入れ、ふたをして約3分抽出します。

3. ティーバッグを取り出し、レモン汁を加え混ぜ合わせます。

　 冷めたら保存容器に入れ保存します。

作り方

Le
m

on

　Ju
ice

Recipe 05 Plain Syrup
with

ホット サングリア フルーティー

ティーバッグ(スーパーフルーティー) 1個、熱湯 140ml

ワインジャム 小さじ2、いちご 適量、シナモンスティック 1本

材料（1人分）

1. いちごは2〜4等分にカットします。 

2. いちご、シナモンスティックを入れた熱湯に、

　 ティーバッグを入れ、約3分抽出します。

3. ティーバッグを取り出した後、ワインジャムを入れればできあがり。

＊ 果物は好みのものでも、お楽しみいただけます。 

＊ ワインジャムがない場合は、市販のいちごジャムでも美味しくお飲みいただけます。

作り方

Recipe 01

Fresh 
Strawberry

with

ミルキー カモミール & ハニー

ティーバッグ(カモミール & ハニー) 1個、牛乳 140ml、

砂糖 小さじ1〜2、ジンジャーパウダー 少々

材料（1人分）

1. 小鍋に牛乳を煮立て、ティーバッグを入れ、

　 約3分抽出した後、ティーバッグを取り出します。

2. 砂糖を加えてホイッパーで泡立てて、フォームを作ります。

　カップに注ぎ、 ジンジャーパウダーを加えるだけ。

作り方

with

Milky Camomile              
Honey Recipe 02

Tr
y s

ome tasty recipes!

ジンジャー アップル & ブラッド オレンジ

ティーバッグ(アップル & ブラッド オレンジ) 1個 、熱湯 140ml、

生姜すりおろし 適量、 はちみつ 小さじ1

1. 熱湯に、ティーバッグを入れ、約3分抽出します。

2. ティーバッグを取り出した後、生姜すりおろしとはちみつを加えて、

　 混ぜればできあがり。

材料（1人分）

作り方

with

Ginger Apple
and Blood Orange

Recipe 03

カモミール & ハニーのミルククリーム

ティーバッグ(カモミール & ハニー) 2個、牛乳 300ml、

生クリーム 100ml、グラニュー糖 100g

材料（できあがり約200ml）

作り方

Milk Cream
Recipe 04

with

Hot Sangría 
Fruity

1. 小鍋で牛乳を煮立て、ティーバッグを入れ、弱火で約3分煮出します。

2. ティーバックを取り出し、生クリームとグラニュー糖を加え、中火で混ぜて        

   いきます。煮立ってきたら弱火で、約半量ぐらいになるまで煮詰めます。   

   とろみが付いたら火を止め、冷めたら保存容器に入れ保存します。

ティーバッグ（ピーチ＆ パッションフルーツ）2個、

水 100ml、グラニュー糖 150g、レモン汁 大さじ1


