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この限定品は、 最高の味わいの紅茶をお届けするために

JAF TEA （ジャフティー） の熟練紅茶テイスターが、

最高峰の単一畑や自家農園の良質な茶葉を選び抜きました。

それぞれの缶についているロットナンバーには

単一畑にて同じ日に摘まれた最高級茶葉という事が

意味されています。

こだわり抜いた茶葉で作られた紅茶は、

産地の特徴と、 味わい深い個性にあふれた最高級の

セイロンティーに仕上がっています。



サマーセットという畑の名前は古代の英国の郡の名前からきており、

1880 年代より受け継がれています。 ディンブラ地区にあるこの畑

は西側の大山脈と反対側の美しいナヌオヤ川に囲まれ、 美しい

景観とともに恵まれた茶園として繁栄してきました。 サマーセット茶園

で作られる紅茶はブロークンオレンジペコータイプで、 ベルベット

のようにスムーズな後味としっかりしたコク、 明るい赤色が美しく、

まさに名産地ディンブラの真価を発揮している他には無い紅茶です。

1880 年代頃はコーヒー畑としてあったコートロッジの畑は、

1900 年代初頭に紅茶畑に植え替えられ、 著名な紅茶通の間

では象徴的で歴史のある畑として有名です。 スリランカの中央

山脈の最も標高の高い 1500 メートルに位置する、 霧の立ち込

めるヌワラエリアは、 年に２度モンスーンの風が吹き込み、 紅茶

には花の香りが生まれます。 美しい琥珀色と軽やかな飲み口を

生み出すために、 上質に巻かれたペコーの葉を厳選しました。

スリランカの南側に広がるサバラガムワのエリアの中でも、 家族

経営のシタカ茶園は様々な受賞歴のある茶園です。

熱帯性気候の影響を受けるこの地区は、 日射量と雨に恵まれ

個性のある茶葉が早く育ちます。 テイスターが選んだシタカ茶園

の茶葉の形は細長く、 ロール状のオレンジペコーで、 やさしい

味わいの中に、 ほんのりとしたはちみつのような甘みを感じます。

世界遺産の古都、 キャンディ地区に 1932 年よりあるクレイグ

ヘッド茶園。 標高 900 メートルほどに山々に囲まれた美しい

畑より良質な茶葉が収穫されます。

最も美味しく飲んで頂くために、 美しく巻かれたペコーの茶葉

は、 しっかりとしたコクがあり、 はつらつとした印象のある華や

かな味わいで、 紅茶テイスターにも絶賛される逸品です。

標高 500ｍ～ 600ｍにある絵のように美しいルフナエリアの茶園。

この地方特有の動植物が息づくシンハラジャ森林保護地区にほど

近い、 自然豊かな地区にあるルンビニ茶園は、 熱帯性気候で、

大きく、 ジューシーで色の濃い茶葉が早く生育します。

フラワリーブロークンオレンジペコーという等級で呼ばれ、 針金の

ように巻かれた茶葉から、 力強く濃厚な味わいの紅茶が出来

上がり、 多くの紅茶ファンを魅了しています。

シャウランズ茶園の起源はスリランカで本格的に紅茶栽培が

始まった 1880 年代にさかのぼります。 スリランカ東部の中央

山脈に位置するウバ地区のこの茶園には 7 月から 8 月に南西

モンスーンが吹き抜け、 この季節特有の紅茶の風味が生まれ

ます。 シャウランズ茶園のオレンジペコー１は針金状の細長い

茶葉で、 軽やかな味わいに甘味のある香りが広がります。

茶園農家グナワルデナの名前がついたこの畑は、 スリランカ

南部の町アクレッサの近くにありルフナ地区に広がります。

このエリアは茂みが多く、 気温と湿度も高く豊かな雨に恵まれて

います。 この条件のもと茶葉は標高の高いエリアよりも早く育ち、

葉は大きくジューシーに育ちます。 これらは素晴らしいオレンジ

ペコーとなり、 セイロンティーの中でもロングリーフと呼ばれます。

オレンジペコーからできる紅茶はティーテイスターも絶賛する、

深い色味、 程よいコク、 キャラメルのような甘味を感じます。

ディンブラ　サマーセット茶園 /582 ヌワラエリヤ　コートロッジ茶園 /208

キャンディ　クレイグヘッド茶園 /825サバラガムワ　シタカ茶園 /810

ルフナ　ルンビニ茶園 /145 ウバ　シャウランズ茶園 /673

ルフナ　グナワルデナ茶園 /362

産地名 内容量サバラガムワ　シタカ茶園 90ｇ

標高

茶葉の形 水色

JAN コード

商品サイズ

香り

味わい 600 メートル

ロールリーフオレンジペコー

はちみつの香り

甘味のある柔らかな味わい

深い赤色

縦 7ｃｍ/ 横 9ｃｍ/ 高 9.5ｃｍ

4791038000037

産地名 内容量ルフナ　ルンビニ茶園 100ｇ

標高

茶葉の形 水色

JAN コード

商品サイズ

香り

味わい 600 メートル

フラワリーブロークンオレンジペコー

花の香り

まろやかで濃厚な味わい

深い赤色

縦 7ｃｍ/ 横 9ｃｍ/ 高 9.5ｃｍ

4791038000112

産地名 内容量ルフナ　グナワルデナ茶園 70ｇ

標高

茶葉の形 水色

JAN コード

商品サイズ

香り

味わい 600 メートル

ロングリーフ　オレンジペコー

花の香り

程よいコクのある味わい

深い赤色

縦 7ｃｍ/ 横 9ｃｍ/ 高 9.5ｃｍ

4791038000020

産地名 内容量ウバ　シャウランズ茶園 90ｇ

標高

茶葉の形 水色

JAN コード

商品サイズ

香り

味わい 600 メートル

オレンジペコー 1

花の香り

まろやかで軽やかな味わい

琥珀色

縦 7ｃｍ/ 横 9ｃｍ/ 高 9.5ｃｍ

4791038000044

産地名 内容量キャンディ　クレイグヘッド茶園 100ｇ

標高

茶葉の形 水色

JAN コード

商品サイズ

香り

味わい 900 メートル

ロールリーフペコー

花の香り

コクがあり華やかな味わい

濃い赤橙色

縦 7ｃｍ/ 横 9ｃｍ/ 高 9.5ｃｍ

4791038000075

産地名

茶葉の形

香り

味わい

花の香り

標高

内容量

水色

JAN コード

商品サイズ

1500 メートル

ロールリーフペコー

余韻が長く軽やかな味わい

ヌワラエリヤ　コートロッジ茶園

琥珀色

100ｇ

縦 7ｃｍ/ 横 9ｃｍ/ 高 9.5ｃｍ

4791038000105

産地名

標高

茶葉の形

内容量

水色

JAN コード

商品サイズ

香り

味わい 1500 メートル

ブロークンオレンジペコー

花の香り

余韻が長くコクのある味わい

ディンブラ ・ サマーセット茶園

明るい赤色

125ｇ

縦 7ｃｍ/ 横 9ｃｍ/ 高 9.5ｃｍ

4791038000051

ABOUT　US

JAF TEA とは Jafferjee Brothers (JB), という
家族経営の紅茶ブランドとして、 スリランカで

1944 年に設立されました。
JAF TEA の紅茶はその品質と味わいで高く評価
され、 世界 30 か国以上に輸出し、 最高の味わ

いの紅茶をお届けしています。

JAF TEA はスリランカエアラインの
オフィシャルパートナです。
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