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ホームページにてお買い物ができます｝ 定休日：水曜 ・ 木曜日
7500円以上で送料無料！ 一部商品 郵送(250円）可

TEL 0551-36-5270 
e-mail: mavie@nns.ne.jp

u 寛新商品やお店の周辺の記事配信中！

八ヶ岳が冠雪しました
八ヶ岳の冠宮と紅葉 11月中旬

11月初めに八ヶ岳が冠雪し、 昨年よりも少し遅めの紅葉シー ズンを
迎えました
お店の罪近くのソヨゴの木にも朱い実が付き始め 、 冬はもうすぐやって
きます
今秋から暖炉も大活躍！敷地のコナラや白措の木は 、 大きな台風で枯れ
枝をたくさん落とし 、 少し身軽になったでしょうか．．？
今はそれをせっせと集めてありがた＜火付け用にしています

夏に雨が多かった今年は実りの秋もいつもとは少し違うようです
フルー ツや野菜 、 美味しい湧水が自慢の山梨県・八ヶ岳ですが 、 器家
さんも悩みの多い年となったかもしれません

～マヴィに 「美味しい」 を届けてくれる農家さんをご紹介～

洋梨・ 和梨隈家 右崎さんご夫婦

ご主人が栽培管理 、 娘さんが発送
準備 、 奥様がドライフルー ツ加工と
家族リレーで 、 余すことなく作った
梨をつなぎ 、 また 、 地元の小学生の
授業の一環として梨の花粉づけや
袋掛け 、 収穫体験にも協力し末来へ
のバトンをつなぐ活動も。

岩崎さんの作るル・レクチェ 、 和梨
のドライフル ー ツぱフレッシュの
香りがそのまま活きていて 、 フリュイ・カドーでお茶と 一緒
に飲んだり 、 食べても味がしつかりと残っています。加工の
際に丁寧な下処理や保存管理をされているのがとてもよく伝
わってきます

屯.... 

フリュイカド ー 【セレクシオン】
※季節により内容は変わります

（シトロン）

（祈潟） 殷薬
―

不使用 桑の葉娯 芦澤定弘さん
I l �i 

桑薗の写真を送っていただきました
写真は11月でこの後 、 来年の新芽を葉柄の元に

残して落葉し 、 落葉前の葉の養分は根に戻り 、

また来年いい葉を作ってくれるそうです

芦澤さんは伝統を守りながら、 海外の養蚕展家の
指導にも力を入れていらっしゃいます
クセや渋みのないまろやかな桑の葉茶ぱ毎日の
体調管理におすすめ
得に、 血庄や血糖が気工；-iョ-‘

になる方 、 ミネラルや つ

食物繊維を摂りたい方 四
はぜひ続けてみて下さい或

（桑の葉茶）
（霧の精】
（マルベリ ー ミント】

地球で起こっている環境問超に
紅茶の視点から取り組みます

新商品

レインフォレスト・アライアンス認証農園産
『バングラデシュ ア ールグレイ紅茶』
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もっと美味しくなりました一ンオ

環境保全と生産者を守る証「レインフォレスト・
アライアンス」の認証を得たアールグレイ紅茶
パングラデシュの紅茶に 、 ペルガモットの果皮の
オイルで香り付けした爽やかな紅茶

茶葉そのままの味と香りはこちら
『バングラデシュ紅茶』

レインフォレスト・アライアンス 認証展園産
新芽からは條しいお花を思わせるのような香り
とまろやかで渋みが少なく 、 七壌のもつ生命力
を感じます

レインフォレスト・アライアンス・オリジナルブレンド
認証農園産コ ー ヒー

プレンド内容が変わり 、 酸味と苫味が美味しいパ
ランスに仕上げました。 マヴィのオリジナルプ
レンドです（価格がお求めやすくなりました）

M\． -33バングラデシュ アールグレイ
60g缶 9 32円＋税
50g袋 690円＋税
100g袋 1200円＋税

MV-31 パングラデシュ紅茶
50g缶 872円＋税
50g袋 630円＋税
100g袋 1150円T税

MC-01

100g袋
600g袋

レインフォレスト·アライアンス
オリジナルプレンドコ ー ヒ ー

百` 又は粉 553円＋税
豆 2620円＋税
-- - -
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わたしだけの小さな贅沢 クリスマスに9

プチギつ卜缶入りスイ ー ツ

つ/L-:....ベリ ー

缶サイズ：直径lOcmx高さ3 5cm 自分に、 家族に友違に。 会社での記念品やお返
しに． 名刺やカードを入れて自由な使い方をど
うぞ。 透明の袋に缶を入れてお届け致します

CX-71 

ミックスナッツ
800円一税

賞味期限：451:J間

缶：プルーとマ ー ガレット
プルー ペリ ーチーズタルト

CX·67 
700円＋税

｀ 

只味期限： 1週間

コクのあるチ ーズクリーム
とプルーベリーのタルト

立太陽と月の
ステンドグラス

くるみ 、 アーモンド、 カシ
ュ ーナッツ、 マカデミアナ
ッツ、 ビーカンナッツ、 レ
ーズン、 ピターチョコのミ
ックス。 英容と漣哀に．

-

「カスタ ー ニャ＆紅茶」
ア ーモンドブー ドルと
紅茶煮フラムのケ ーキ

ッカスターニャ4 と
紅茶「ダージリンマシュ ー J

50g缶入

BS· 18 

2000円＋税

り、んこ

-

化粧箱入り

CX-68 
りんごのタルト

700円＋税

貧味期限： 1週間

キャラメリゼ ‘ノテー
したりんごのタルト

缶：にぎやかサーカス

CX-70

ナッツタルト
700円一税

賞味期限： 1週間

CX-72 
フチギフト缶セット

3019円一税

rミックスナッツ」 、 りんごのタルト』

ティ ーバッグ個包装3ヶ 、 ミニティ ージとム
フリュイカドー 「ネ ー ジュ」

9ヤティーパッグ． ジャムの種類はお仔セ下さ．、

ずっと作り続けている人気のケ ー キです

「紅茶ケーキ」

アールグレイ紅茶をたっぶ
りと使ったマヴィ定岳の
紅茶ケーキです

BS-12 

1200円ナ税

ヽ
グ

―
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GT-25 

1 ~2人用ににおすすめガラスポット
鼈子レンジ可（本体・フタ）

4れド
ぷUつに'1 —`

GT-26 
ハンドル付き

｛ガラスポット
(500ml用）

↑ （左）フィルター付き ガラスポット
お試し用緑茶付き (700ml用）

1200円十税

高さ14cm

1150円＋税 嵩さ19cm

F 
CX-72 ガラスポットセット

『焼き甘栗ほうじ茶』
1973F9十税

ハンドル付きガラスポットと
フリュイカド ー 「ネージュ」 「ヴェ ー ル」
「ありがとう」のタグ付香ばしくほっこりとした焼き甘栗の香りの焙じ茶

茶葉は大きくて軽いので、 カレースプーンに大もりでお隻いください
2煎目もお楽しみいただけます（見た目は多く感じますが、 重さは紅茶
をティ ースプーンで測った時と同じです）今年は栗の実入り。

ご一繍にどうぞI

季節のご挨拶にもどうぞ

{M-09 
40g袋
80g袋

焼き甘栗ほうじ茶

640円＋税
1250円＋税

季節のおすすめTEA
マサー ラティ ーをそのままスコ ーンにした「デピみ」
カットチー ズを入れて焼いた「ほうれん草＆チーズ」
「プレーン」の3ヶセット

ハニ ー ジンジャ ー

はちみつ生姜の香りの紅

50g缶入 810円＋税
50g袋入 610円＋税
100g袋入 1180円＋税
ティー パッグ20ヶ

950円＋税

いちご紅茶
大人っぽいいちごの香り
50g缶入 810円＋税
50g袋入 610円＋税
100g袋入 1180円＋税
ティ ー バッグ個包装1ヶ

93円＋税

バスク風チー ズケ ー キ

フリュイ・ カド ー

「ネ ー ジュ」
紅茶とシナモン 、 生姿 、 い
ちじく 、 ランプータンのセ
ット。 ミルクティー に。

1袋 324円＋税
約3杯分

マサ ー ラ ・ティ ー

「ヴァン・デピス」
スバイスで内側から

ぽかぽか
50g袋入 670円＋税
100g袋入 1260円＋税

アッサムCTC
朝のミルクティーはこれ。

200g袋入 900円＋税
ティーバッグ8ヶ入

280円＋税
ティーバッグ30ヶ入

900円＋税

ハニ ー ブッシュ ・ ・
シナモン

植物性エストロゲン 、

亜鉛 、 ミネラル補給に

50g袋入 500円＋税
100g袋入 900円＋税

ティ ー ジャム「アールグレイ」に
今だけ特別いよかんピールトッピング入
MJ-04イ ジャムア ールグレイ いよかん入

730円＋税

寒い日には暖炉で暖まって

喫茶へどうぞ
喫茶メニュ ーの手作りケ ーキに「パスク風チー ズケ ー キ」が加わりました
トロリと漉厚なチー ズをお楽しみいただけます。

「くるみのタルト」も復活しました。 くるみがぎっしりとつまったタルト
はメニュ ーにのせたその日からやっばり人気です

お一人でも、 友人やパートナー

、 ご家族と。 美味しい時間を「買い」にど
うぞいらしてください

-- -← ヽ ‘
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ギフトにどうぞ 【箱入り】ティ ー バッグアソ ー トセット

CX-66 ティ ー パッグアソ ートセット

11種類が全部入ったセット 1260円＋税

どれもマヴィのお茶の中で特に人気の話いものばかり
紅茶に緑茶 、 ルイポス茶、 それぞれ楽しみながら選んでも
らえるギフトです

＊名入れ致します＊
無料でお客様の名前にて印字を致します

※同一名 5ヶ～承ります
※事前ご予約制
※名入れご希望ない場合は基本のrマヴィ謹製」

となります

選ぶのが楽しくなりそう｝
カラフルなテザインティ ー バッグ個包装

お手紙に添えたり、 お好みに組み合わせてちょっとしたお返しにも。
1種類ずつその日の気分でチョイス！ ！おひとつから購人できます
テトラ型のティ ー バッグで茶葉はしっかりと開き 、 リーフで煎れた
時と同じように美味しく仕上がります

TB ・23·01
フ←ッデザ-卜
甘く瑞々しいフルーツの
香り

已
TB-14-01 
マスカット
フルー ティ ーなマスカット
の香り

TB-22-01 
Dークス
オリエンタルな雰囲気の
蓮の香り

a 
TB-JRK02-0l 

暉のお茶【緑茶J
俊しい甘みの白桃の香り

TB-18-01 
モンブラン
栗とプランデーの深みの
ある香り

Ei 
TB-04·01 
アールグレイ
爽やかな柑橘ペルガモット
の

℃
 

どれでも
1 つ 93 円十税

個包装6袋入りラッピング
（マスカット 、 ウェディング、

ハトリ ー
、 アソ ート）は白地

に紺文字のデザインとなります

TB-12-01 
バトリ ー

呆樹園を想い出させる 、

フルー ツミックスの香り

TB·KM15·01 
いちご匹
ダー ジリンをペースに 、

大人っぽい苺の香り

TB-42-01 
”ボスブラム［ルイポス茶］
甘酸っばいプラムの香り
※ノンカフエイン

TB-07-01 
ウェディング
幸せのウェディングプー ケの
ような甘美で華やかな香り

TB-15-01 
シ璽コラオランジェ ・ ド・ノエル
オレンジショコラとシナモンの、

スイ ー ツのような紅茶

お知らせ
マヴィ ホー ムページでのお只い物で新たに代引きもご利用いただけるよう
になりました（千数料別途）ごまた 、 消費税増税に伴い変更後の送料を注文
用紙の下に記載しております

年末はお休み 2019年12 月30 日（月）、 31 日（火）

お正月の営業 2020年 1 月1 日（水） ～5 日（日）

【冬休み】 202呻1 月 6 日（月） ～10 日（鉛

庭に咲く白のプッドレアは蝶に大人気です
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