
アップル&ブラッド オレンジ ティーバッグ 2個、熱湯 50ml、

サイダー 150ml、お好みのフルーツ 約100g、ガムシロップ 適量

☆ ミルクプリン

牛乳 300ml、生クリーム 100ml、砂糖 50g、 (A) 水 大さじ3、粉ゼラチン 9g

<材料 (18センチのボウル1個分)>

フルーティー ポンチ

① (A)の材料を合わせ、粉ゼラチンをもどしておきます。

② 鍋に牛乳300ml、生クリーム100ml、砂糖50gを入れて弱火にかけ、砂糖が

溶けたら火を止めます。

③ ②にふやかしたゼラチンを加えて溶かし、器に流し入れて、冷やし固めます。

④ カップに熱湯50ml、ティーバッグ2個を約3分濃いめに抽出した後、

ティーバッグを取り出します。そこにガムシロップを加えて混ぜ、冷やします。

⑤ ④にサイダーを加えます。

⑥ 固まったミルクプリンに食べやすい大きさにカットしたフルーツを並べ、⑤を

注いでできあがり。

<作り方>

Fruity                               
     Punch

ピンク スムージー

スーパーフルーティー ティーバッグ 1個、熱湯 100ml、 

ヨーグルト 大さじ2、はちみつ 大さじ1、氷 適量

＊ はちみつはお好みの甘さに調整してもお楽しみいただけます。

<材料 (1人分)>

① ポットに熱湯100ml、ティーバッグ1個を入れて約3分抽出

した後、 ティーバッグを取り出します。

② ①とヨーグルト、はちみつ、氷を入れ、滑らかになるまで

ミキサーにかけます。

③ 後は、グラスに注ぐだけ。

<作り方>

Recipe 06

Recipe 07

スイート フルーティー

スーパーフルーティー ティーバッグ 1個、熱湯 100ml、

希釈タイプの乳酸菌飲料 20ml、氷 適量

＊ 乳酸菌飲料はお好みの甘さに調整してもお楽しみいただけます。

① ポットに熱湯100ml、ティーバッグ1個を入れて約3分抽出した後、 

ティーバッグを取り出します。

② 氷を入れたグラスに乳酸菌飲料を注ぎ、 ①を静かに注いでできあがり。

＊ スーパーフルーティーと乳酸菌飲料で見た目も鮮やかな二層をお楽しみください。

<作り方>

Sweet Fruity
with

Pink Smoothie
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
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スーパーフルーティーの
ライム & ミント シロップ

<材料 (1人分)>

① ライムを薄切りにしておきます。

② 小鍋に水100ml、グラニュー糖、薄切りにしたライムを入れて中火にかけ、

煮立ったらさらに中火で約3分煮詰めます。

③ 火を止め、ティーバッグを2個入れ、ふたをして約3分抽出します。 

④ ティーバッグを取り出し、ライムのしぼり汁、ミントを加え混ぜ合わせ、

冷めたら保存容器に入れ保存します。

<作り方>

Recipe 05

トロピカルティー

ピーチ & パッションフルーツ ティーバッグ 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>

Recipe 01

タピオカ バニラカモミール

カモミール & ハニー ティーバッグ 2個、熱湯 100ml、 

タピオカ 10g(大きめのサイズのもの使用)、氷 適量、バニラアイス 適量

<材料 (1人分)>

① タピオカは小鍋で約30分グツグツ茹でた後、浮いてくるまで余熱で放置

しておきます。

② ポットに熱湯100ml、ティーバッグを2個を入れて約3分抽出した後、 ティー

バッグを取り出します。

③ グラスに氷とタピオカを入れて②を注ぎ、最後にバニラアイスをのせたら

できあがり。

<作り方>

Recipe 02Tapioca Vanilla 
Camomile with

スーパー スーパー フルーティー

スーパーフルーティー ティーバッグ 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。

<材料 (1人分)>

<作り方>

Recipe 03

フルーツ ビネガーティー

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

アップルビネガー 小さじ1、はちみつ 小さじ1～2

＊ はちみつはお好みの甘さに調整してもお楽しみいただけます。

<材料 (1人分)>

<作り方>

Recipe 04

① ポットに熱湯140ml、ティーバッグ1個を入れて約3分抽出した後、 

ティーバッグを取り出します。

② 氷を入れたグラスに①を注ぎ、アップルビネガーとはちみつを加えて

混ぜればできあがり。

スーパーフルーティー ティーバッグ 2個、水 100ml、グラニュー糖150g、

ライム 1/2個、ライムのしぼり汁 大さじ1と1/2、 ミント 6枚

Tropical Tea
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