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伊豆の香り



「ぐり茶の杉山」は、

全国でも珍しいぐり茶専門店です。

昭和35年創業より「ぐり茶」の味にこだわり、

茶農家さんが丹念に育てられた茶葉を

厳選使用しています。

大自然が作り出した味をお楽しみください。

ご挨拶



杉山のぐり茶は、生葉をじっくり時間をかけて

茶葉の芯まで蒸す深蒸し製法です。

通常の煎茶との違いは、

荒茶製造工程で茶葉の形を整える

精揉という工程がないのが特徴です。

その結果生葉を傷めず茶の成分が浸出し易く､

渋みを抑えて茶本来の味を

引き出すことができます。

ぐり茶の「ぐり（屈輪）」とは、

堆朱（ついしゅ）等の模様、

唐草または渦のような形の称から付けられました。

正式名称では蒸し製玉緑茶と言います。

ぐり茶について

「ぐり茶」の名称の由来

正式には「蒸し製玉緑茶」と言いますが

外観の丸い感じから「ぐり茶」と呼ばれています。

この「ぐり茶」という呼び方は

伊豆地方独特のものです。

それが近年全国各地にこの名称が広まり

一般的名称になりました。

また、九州では釜炒り製の玉緑茶と区別するため

「蒸しぐり」とも呼んでいます。
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（100g）極上一番茶

（100g）上級一番茶

（100g）中級一番茶

1        2,625円（税込）
2        2,100円（税込）
3        1,575円（税込）

…………

…………

…………

注文
番号

注文
番号

注文
番号

7          630円（税込）
8          525円（税込）

……………

……………

注文
番号

注文
番号

4        1,260円（税込）
5        1,050円（税込）
6          840円（税込）

…………

……………

注文
番号

注文
番号

注文
番号

売れ筋商品

当社のメイン商品、極上一番茶・上級一番茶・中級一番茶の中から、
お客様のお好みに合ったお茶をお選びください。
茶葉の収穫時期により、味、コク、香りが異なります。
袋は保存性の高いチャック付のアルミ袋を使用しています。

ぐり茶100g袋入

極上一番茶は手摘み茶を使用しています。
涼感があり、味、コク、香りともに、
最上のバランスです。

とろりとした喉越しで、余韻が楽しめます｡
芽も柔らかで、旨味と香りが豊かなのが
特徴です｡

すっきりとコクのある美味しさ。
火入れ加工が強火のため、
茶の香りが強いのも特徴です。 

※単品をご希望のお客様は、こちらの「ぐり茶」をご注文ください。（注文番号1～10）

袋のデザインが
新しく
なりました
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（200g） 630円（税込）
中級一番茶・上級二番茶ブレンド注文番号

9 （200g） 630円（税込）
抹茶玄米入ぐり茶注文番号

46

（200g） 630円（税込）
玄米入ぐり茶注文番号

47（500g） 1,050円（税込）
上級二番茶注文番号

10

ぐり茶

中級一番茶とさっぱりとした味わいの
二番茶をブレンド。火入れ加工を強く入れることで
茶の香りを最大限まで引き出しています。

一番茶と違い渋みが多いですが、話題のカテキンが
多く含まれています。
水出し茶として飲まれても美味しいお茶です。

中級一番茶のぐり茶に、炒った玄米とお茶の色が
美しい抹茶を混ぜ合わせた商品です。
炒った玄米の香ばしさと、抹茶の水色の綺麗さで
さっぱりと味わえます。

中級一番茶のぐり茶に、炒ったこんがり香ばしい
玄米を混ぜ合わせた商品です。
炒った玄米の香ばしさでさっぱりと味わえます。

二番茶は6月上旬～7月中旬に製造され、カテキンが多く含まれています。
全体にすっきりとした味わいでやや渋みを感じます。
抹茶入玄米茶・玄米茶は玄米の香りを楽しめお子様にも飲みやすい味です。
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（50個入） 1,050円（税込）
ぐり茶三角シャーパック注文番号

11

（ひも付20個入） 525円（税込）
ぐり茶ひも付三角シャーパック注文番号

12

（10個入） 1,575円（税込）
純国産プーアール爽茶注文番号

16
ほうじ茶三角シャーパック
（50個入） 735円（税込）

注文番号

13

ほうじ茶ひも付三角シャーパック
（ひも付20個入） 420円（税込）

注文番号

14

このティーバッグは、改良してピラミッド型にしました。
弊社ではシャーパックと呼んでいます。袋がピラミッド型のため
茶葉が対流しやすく、味を十二分に引き出すことができます。

ティーバッグ

HOT

冷水

HOT

冷水

人気商品

ぐり茶から取れる粉茶を使ったピラミッド型の
ティーバッグです。紐が付いていないタイプで
急須にそのまま入れて使います。（5g×50個入）
※ひもは付いていません。

楽天市場ティーバッグ部門で1位に輝きました。 ぐり茶三角シャーパックにひもを付けたタイプです。
ご家庭は勿論、ご旅行やアウトドアに活躍します。
（4.5g×20個入）

ほうじ茶三角シャーパックにひもを付けたタイプです。
いつでもどこでも便利に使える一品です。（5g×20個入）

静岡県牧の原大地のやぶ北茶のみを使い、
3年をかけて開発した微生物を純粋培養して
生産しました。炭水化物の糖への分解を抑えます。
（5g×10個入）
※ひもは付いていません。

ほうじ茶を粉状にしたピラミッド型のティーバッグです。
（5g×50個入）
※ひもは付いていません。
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りゅうもん

（160g×2） 10,500円（税込）
ぐり茶流紋缶セット注文番号

20
（100g×5） 5,250円（税込）
ぐり茶平袋5本セット注文番号

25

（100g×3） 3,150円（税込）
ぐり茶平袋3本セット注文番号

26

（100g×2） 2,100円（税込）
ぐり茶平袋2本セット注文番号

27

（160g×2） 5,250円（税込）
ぐり茶伊豆の香り缶セット注文番号

21

（150g×2） 3,675円（税込）
ぐり茶香旬缶セット注文番号

22

いつもお世話になっているあの方へ、
伊豆の香りの贈り物はいかがでしょうか。
ぐり茶の杉山から心のこもったぐり茶のギフト商品です。

ぐり茶のギフト

流れるようなデザインの缶に極上一番茶の
ぐり茶を入れ、桐箱に収めました。

和紙貼りの缶に上級一番茶のぐり茶を入れ、
印象的な黄色の蓋で飾りました。

ぐり茶（上級一番茶 100g 1,050円）を5、3、2本箱に入れました。
親しい方への贈り物にいかがでしょうか。

上級一番茶のぐり茶セットです。

※各セットのデザインは予告無く変更する場合がございますので、ご了承ください。

※贈答ご注文で「のしシール」をご希望の場合、ギフト商品（注文番号：20～27、65、82、83）の単品ご注文に
　関しましては、発送ダンボールへ直接付けさせて頂きます。
※注文番号25・26・27の商品は箱入商品です。箱代はサービスとなります。単品をご希望のお客様は、
　注文番号 1～10の商品をご注文ください。
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（100g） 840円（税込）
限定棒茶注文番号

40

（100g） 420円（税込）
粉茶注文番号

43 （250g） 777円（税込）
ぐり棒ほうじ茶注文番号

58

（100g） 525円（税込）
棒茶注文番号

41

ぐり茶の製造過程にできる棒茶や粉茶も、当社人気商品の一つです。
他のお茶とはひと味違う香りとコクをお楽しみ頂けます。
抹茶玄米入ぐり茶、玄米入ぐり茶はさっぱりとした味が特徴です。

ぐり茶いろいろ

極上・上級一番茶の製造過程で選別された
茎の部分だけを集めました。
コクがあり、ほのかな甘みと好バランス。
他のお茶とはひと味違う、独特の茎の香りが魅力の
個性的なお茶です。 

ぐり茶の仕上段階で、粉としてふるい分けられた
細粉状態のお茶です。
上級一番茶から選別された粉を使用しています。

棒茶（くき茶）とは荒茶の仕上げの工程で
選別された茶の茎の部分です。
上級一番茶から選別された棒を使用。
棒の甘い香りが楽しめます。

ぐり茶の棒を香ばしく焙じました。
棒の甘味と焙じたことによる一風変わった味が
他のほうじ茶とは異なります。
さっぱりしていますが、
棒茶の香りと甘味が口に残るのが特徴です。
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（500ml×24本入） 3,528円（税込）
ぐり茶ペットボトル注文番号

30

（10切入） 840円（税込）
ぐり茶かすていら注文番号

35

（8個入） 980円（税込）
ぐり茶一口羊羹セット注文番号

37

（100g） 1,050円（税込）
香典返し注文番号

96（40g） 630円（税込）
インスタントぐり茶注文番号

31

ぐり茶の杉山では、ペットボトルやインスタントぐり茶、
かすていら、羊羹なども取り揃えております。
インスタントぐり茶は、料理にもご利用頂けます。

その他の商品

谷川山系の良質な水を使用し、
ぐり茶のコクと旨味を引き出しています。
伊豆の旅行のお供にいかがでしょうか？
※ぐり茶ペットボトルは他商品と一緒に発送できないため、
　個別発送させて頂きます。
※表示価格は既に送料諸経費サービスの価格設定のため、
　他商品との組み合わせで、送料サービスはご利用になれません。

ぐり茶をまるごと水でも溶けやすいように
粉末加工いたしました。
料理やお菓子作り、お酒等幅広くお使い頂けます。

こだわりのカステラ。
長崎のカステラ専門店でぐり茶を使用して作りました。

しっとりさっぱりしたぐり茶から作られた
瑞々しい味わいの羊羹。静岡の老舗で製造。

四十九日や一周忌、初盆など法事・法要のお返しに。
※上級一番茶を使用しております。

HOT

送料
諸経費
サービス

冷水

料理
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規定商品価格表

ぐり茶ペットボトル 500ml×24本入
インスタントぐり茶  40g
ぐり茶かすていら 10切入
ぐり茶一口羊羹セット 8個入
香典返し

深蒸し煎茶

100g

100g
深蒸し煎茶 100g
深蒸し煎茶 100g
深蒸し煎茶 100g
深蒸し煎茶 100g
ほうじ茶 100g
ほうじ茶 300g

ぐり棒ほうじ茶 250g

お抹茶　好の白 40g
お抹茶　小松の白 40g

限定棒茶 100g
棒茶 100g
棒茶 200g
粉茶 100g
粉茶 200g
玉芽茶 100g

抹茶玄米入ぐり茶 200g
玄米入ぐり茶 200g

価格（税込）

価格（税込）

価格（税込）

3,528円
630円
840円
980円
1,050円

2,100円
1,575円
1,050円
840円
525円
525円
630円

777円

2,100円
1,575円

840円
525円
630円
420円
630円
525円

630円
630円

注文番号

注文番号

注文番号

40
41
42
43
44
45

46
47

30
31
35
37
96

50
51
52
53
54
56
57

58

90
91

ぐり茶　極上一番茶

ぐり茶　上級一番茶

ぐり茶　中級一番茶

ぐり茶　中級一番茶・上級二番茶ブレンド
ぐり茶　上級二番茶

ぐり茶三角シャーパック
ぐり茶ひも付三角シャーパック
ほうじ茶三角シャーパック
ほうじ茶ひも付三角シャーパック
プアロン茶ひも付三角シャーパック

ぐり茶流紋缶セット
ぐり茶伊豆の香り缶セット
ぐり茶香旬缶セット
ぐり茶平袋5本セット
ぐり茶平袋3本セット
ぐり茶平袋2本セット

100g

100g

100g

200g
500g

50個入
20個入
50個入
20個入
20個入

160g×2
160g×2
150g×2
100g×5
100g×3
100g×2

純国産プーアール爽茶 10個入

価格（税込）

価格（税込）

価格（税込）

2,625円
2,100円
1,575円
1,260円
1,050円
840円
630円
525円
630円
1,050円

1,050円
525円
735円
420円
630円

10,500円
5,250円
3,675円
5,250円
3,150円
2,100円

1,575円

注文番号

注文番号

注文番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

20
21
22
25
26
27

携帯番号からご注文ができます。
バーコードリーダーでQRコードからアクセスしてください。

ぐ
り
茶

ぐ
り
茶
い
ろ
い
ろ

そ
の
他
の
商
品

そ
の
他
の
銘
茶

テ
ィ
ー
バ
ッ
グ

ぐ
り
茶
の
ギ
フ
ト

※このパンフレット及び付属のチラシに記載されている規定商品は、送料・ポイントサービスの対象となります。
※贈答ご注文で「のしシール」をご希望の場合、ギフト商品（注文番号：20～27、65、82、83）の
　単品ご注文に関しましては、発送ダンボールへ直接付けさせて頂きます。
※引き出物も取り扱っております。詳しい内容に付きましては、お問い合わせください。
※予告無しに商品の変更、価格改定を行う場合もございますのでご了承ください。
※カタログに記載されている商品は、印刷の都合上現物の商品と色が異なる場合がございますので
　ご了承ください。
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至 熱海

至 下田

至 下田

伊東署

セブンイレブン

松川

GS

ハックドラッグ

ラヴィエ川良
本店伊豆急行

N

最誓寺

伊
東
駅

スルガ銀行

R135

なぎさ公園

至 伊東

旅の駅

かんぽの宿
伊豆高原

伊豆高原
桜並木

あやしい少年少女
博物館

至 下田

伊豆高原店

N

R135

直営店のご案内
伊東市内に2店舗直営店を設けておりますので、伊豆にお越しの際は是非お立ち寄りください。

北海道直送

無添加ソフトクリームを

販売いたしております。

伊東市銀座元町7-25

営業時間／9：00～17：00

定 休 日／無し

駐 車 場／7台

伊東市八幡野1105-120

営業時間／9：00～17：00

定 休 日／火曜日

駐 車 場／20台

本店

伊豆高原店

生産農家紹介

静岡 伊久美　西本和弘

父親の代からぐり茶を作り30年以上が経ちます。
研究により、ようやく今のぐり茶に辿り着きました。
特に爽やかな味と、水色にこだわって製造しております。
栽培については、山のお茶らしく昔ながらの方法で、
土作りを重んじ深耕と敷き草は欠かせません。

静岡 相良　永田基記

気温や湿度とその日の天候状況により、
できあがった製品に差が出るため微妙な調整が必要です。
また、摘採後の生葉管理にも気を使っています。
製造中は休む暇もなく昼夜徹底した管理を行い、
一生懸命努力しています。

鹿児島 指宿頴娃　折尾正光

頴娃町は、温暖な気候と平坦な畑作台地が広がり、
今や全国に誇る一大茶産地が形成されつつあります。
そのような立地条件を活かし、
常に良質なお茶づくりに熱心に取り組んでいます。
温暖な頴娃町で栽培されたおいしいお茶を、是非ご賞味ください。

鹿児島 指宿頴娃　新原秀光

おいしいお茶を提供するのはもちろんですが、
できるだけ農薬の使用を抑え、消費者の皆様が安心して飲める
お茶づくりをしています。
今後も安心して飲んで頂けるおいしいお茶ができるように、
努力していきます。

宮崎 児湯　高正寿久

二番茶の収穫が終わると同時に、
来年の一番茶の芽が出る枝の選択から茶園管理が始まります。
土の中の微生物を殺さず、茶の木にも土にも優しく、
肥料は微生物が分解し、茶の芽一本一本に十分栄養が
行き届くような茶の芽作りをしています。

カーナビ検索用ダイヤル／0557-36-8733

カーナビ検索用ダイヤル／0557-53-2423
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通信販売規約

規定商品を
10,500円（税込）
以上ご購入の場合

このパンフレット及び付属のチラシに記載されている規定商品を
5,250円（税込）以上ご購入の場合

送料・手数料サービス

電話 封書 FAX インターネット ご来店

0557-37-1202 http://www.guricha.co.jp
フリーダイヤル

0120-73-1249

■年間を通じてのサービス

■送料・手数料について
●送料：全国一律525円（税込）　
●配送業者：クロネコヤマト便
●代金引換手数料：420円（税込）※代金は商品配送時に配送員にお支払いください。
●後払いコンビニ振込・郵便振替手数料：当社負担  ※お振込は、商品到着後2週間以内にお願いいたします。
●海外へのお届け：送料別途負担
■お支払い方法について
●インターネットでのお支払い方法については、ホームページをご参照ください。
●ご自宅配送：代金引換・後払いコンビニ振込・郵便振替
●ご贈答配送：後払いコンビニ振込・郵便振替  ※商品配送後、ご贈答主様に請求書をお送りいたします。
※当社の規定により、お支払い方法の変更やご注文をお断りする場合がございます。
※お振込は、商品到着後2週間以内にお願いいたします。

■新規通信販売ご利用について
新規通信販売ご利用の場合、初回のお支払い方法は、代金引換とさせて頂きます。
■商品の発送について
発送はご注文を確認してから翌々日ですが、金曜日受注分は月曜日発送となります。
配達日を指定する場合は、当社発送予定日より3日以上後の日をご指定ください。
配達時間帯指定  ●午前中  ●12時～14時  ●14時～16時  ●16時～18時  ●18時～20時  ●20時～21時
※自動車便をご利用の方のみ、上記の配達時間帯の指定が可能です。
※交通事情により、ご希望のお届け時間に添えない場合もありますので、ご了承ください。

■返品について
ご購入商品のお取替え・ご返品等は、ご連絡頂いた上で10日以内にご返送ください。
※未開封に限ります。尚、お客様のご都合による場合、返品・再発送の送料はお客様負担となります。

■追加注文について
コンビニ・後払い郵便振替のご注文では、追加注文は商品発送処理前ならば対応できます。
商品発送後は弊社で入金確認ができてからの発送となります。
※お振込確認は入金後3日～6日かかります。

■送料込商品の扱いについて（ぐり茶ペットボトル）
送料込商品の表示価格は既に送料・手数料サービスの価格設定のため、
他商品との組み合わせで、送料・手数料サービスの計算対象にはなりません。
■消費税について
パンフレットの表示価格は全て消費税込です。
■通信販売受付時間について
9：00～17：00（月曜日～金曜日）

個人情報保護法について
当社では通信販売業務を迅速・確実に行うためにお客様の個人情報（お名前・ご住所・お電話番号等）を
取得させて頂いております。

●個人情報の利用について
   個人情報は受注業務・発送業務・ダイレクトメール発送等、通信販売業務に限り利用いたします。
   お客様の同意なく他の目的に使用したり、第三者に提供することはありません。
   尚、発送などの業務を委託する場合は、一定の基準を満たした業者に依頼し、適切な管理を行います。

●個人情報の開示・訂正・削除について
   個人情報はお客様からのお申し出により開示・訂正・削除をご希望の場合、ご本人様確認後速やかに対応させて頂きます。

以上、当社役員及び従業員はもとより関係各社は個人情報の取り扱いに充分な注意を払い、
適切に保護する事をお約束いたします。


