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ホームページにてお買い物ができます♪　
7500円以上で送料無料！一部商品　郵送（250円）可 　 新商品やお店の周辺の記事配信中！

価格はすべて税込み表示

今年は秋を満喫　

　例年、夏が終わると長袖を着る期間は早足で過ぎ、あっと言う間に霜が降り
セーターの出番なのですが、今年は9、10月と雨や台風も多かったのですが鱗
雲や幾重にも重なるすじ雲をよく見かけました

『天高く馬肥ゆる秋』とあるように、本当に
どこまでも澄んだ青い空が高く高く広がり、
夏の猛暑と、各地での災害のニュースに疲弊
しかけていた心に染み渡るようでした

10月中旬から小淵沢周辺も紅葉が始まり、
その間嬉しい事に雨風も少なく、珍しく
長い間愉しむことができました

たくさんのお客様に見てもらいたく、
『イロハモミジが立派に色づいてますよ!』と
頂いたお電話やご注文の度についお喋りしてしまいました

 マサ－ラ・ティー『ヴァン・デピス』

　6種のスパイスと、国産果肉を細かく砕いて紅茶（アッサム）
とブレンド。家でも香り高いマサーラ・ティー（チャイ）をお楽
しみいただけます
適度なスパイスは消化促進、新陳代謝を高めてくれると言われて
います。寒い日や、風邪のひき始め、疲れた時に、自分にも
ご家族にも、あたたかい1杯をどうぞ
ミルクを多めに入れたり、お砂糖を加えて自分好みにアレンジ
してください。スパイスはもう一度煮出してもしっかりエキスが出ます

シナモン　・・一番馴染みのあるスパイスと言えばコレ！甘い芳香と味が特徴
ジンジャー・・全体をバランス良く引き締めてくれる辛み
アニス　　・・杏仁豆腐でお馴染みの星型の可愛らしいスパイス
クローブ　・・ほんの少しでも香る、強く甘い芳香　
カルダモン・・爽快感のある刺激
ベイリーフ・・シナモンの種類ニッケイ属の木の葉　インド料理で使われる

鉄製マヴィ看板　紅葉にマッチ

新商品
　MV-51

        50g袋入り　　723円
　　100g袋入り　1360円

＜定休日のお知らせ＞
毎週水木曜日はお店、通信販売をお休みさせて
いただきます（祝日の際は営業）
インターネットからご注文分は翌営業日以降に
登録、ご連絡致しますのでどうぞご了承願います

＜作り方＞　ティーカップ２杯、又はマグカップたっぷり1杯分

1.小鍋に水220～240cc
と、茶葉をティースプー
ン2杯入れ火にかける
沸騰したら蓋をして極弱
火で3分煮立たせる

2.ミルクを50cc～
加えて沸騰直前で火
を止めてカップに漉
して注ぐ

3.熱々のスパイシー
なマサーラティーが
できあがり
濃厚さがお好みなら
ミルク多め、少しお
砂糖を加えてどうぞ

駐車場の岩の上にキビタキのヒナがぽつんと。
親鳥が心配そうに近くの木で鳴いていました

アンリ（右）と常連のSちゃん
ティータイムの後は信玄の棒道デート
　　　　　　　　　　　　（保護者付）
「大きな岩の登り方をレクチャーしたよ」

～香辛料の風～

ZOOOM！！

国産果肉入り
（いよかんピール、 生姜スティック）

←



2018年　夏摘みダージリン　リシーハット茶園
RISHEEHAT SFTGFOP1  CLASSIC MUSCATEL

リシーハット茶園から夏摘み茶のご紹介
ふくよかな香りの夏摘みは、渋み・甘味・お茶のフルーツのような完熟
したうま味があり、茶園の良い出来栄えです
飲みほしたカップからの甘い芳醇な香りは紅茶の香り以上です
是非2度お楽しみ下さい　
一年の締めくくり、新しい年を迎える時にこの特別なお茶で、乾杯！

50g袋入り　　1258円
100g袋入り　2252円

数量限定

クセが強くて個性的って素敵

中国茶　ラプサンスーチョン（正山小種）
松の葉や薪で燻製した、紅茶のスモーキーフレーバー
（松煙香）
飲んでいく度に初めの頃と印象が変わり、深みのある
独特の強い香りがたまらなく癖になる、持ち味です

2.5g×20ヶ入り　　1026円
業務用200ヶ入り　7776円
（個包装無し）

新しくティーバッグができました
外出先でも手軽なティーバッグ。ハチミツの香りと
生姜で身体の中からポッカポカ！

お友達への寒中見舞いにもいかがでしょうか？

紅茶【ハニージンジャー】

50g缶入り　　810円
50g袋入り　　594円
100g袋入り　1080円

スコーン　三角型2ヶセット
　　　　　　　（卵不使用） 喫茶スイ－ツメニュー

ショコラ・クレームブリュレグラッセ

大切なお知らせ

＊10月より、運送会社の値上げに伴い送料を変更させていただきました。いつも
　マヴィでのお買い物を楽しみにして下さっている皆様を想い、マヴィでも送料の
　一部負担させていただいております（新料金は注文書下部に記載しております）　　
　また、集荷時間の関係上、今後はご入金後翌々日以降の発送となります
　お急ぎの方には大変御迷惑をおかけ致しますが、現時点での運賃を維持する為に
　もご協力の程どうぞ宜しくお願い申し上げます
＊メール便は郵便定型外又はレターパックへの変更となります
　ポスト投函　一律250円

TB-20 CT-06

SC-8
Gセット　367円

『ほうれん草＆チーズ』　
　　軽食代わりにも

『キャラメルナッツ＆チョコ』
　　ほろ苦いキャラメルとクルミ、
　　チョコチップ入り

　　　　　　　

☆お菓子の特徴上、通信販売は
致しておりません　お店で温か
いお飲物と一緒にどうぞ　

濃厚ショコラ味のクレームブリュレ
に、とろりキャラメルソースとオレ
ンジのトッピング

Chocolat creme brulee

2018年12月29日（土）喫茶・販売　　　　　　

30日（日）喫茶・販売
31日（月）販売のみ　

2019年　1月　1日（祝）喫茶・販売
2日（水）喫茶・販売
3日（木）販売のみ　
4日（金）お休み（3日の振替）
5日（土）、6日（日）喫茶・販売

年の瀬も、新年も
皆様のお越しを
お待ちしております

おすすめのお茶とお菓子
価格はすべて税込み表示

マヴィ価格でのご紹介

写真の中国茶ポットと
カップ3ヶセットで2500円
（茶托は付きません）

2019年　1月21（月）～25日（金）冬休み

年末年始営業スケジュール

お待たせしました！今年もいちご紅茶の販売を開始しました
50g缶入り　874円、50g袋入り659円、100g袋入り1274円



フリュイ・カド－（果実のおみやげ）　予告なく果物の種類は変わります

フリュイ・カド－　“シトロン”
（果実のおみやげ・レモン）

爽やかなレモンが香る、国産ハーブとフルーツのセット
レモングラス、カモミールなどのブレンドハーブはすべて国産

大きな輪切り無添加パイナップル、国産レモン、和梨、パッシ
ョンフルーツ、桃、ランブータンを合わせて甘み旨みのバラン
ス作りました（ノンカフェイン）

CA-06　

（果実のおみやげ・赤）
フリュイ・カド－　“ルージュ” CA-01　

350円（本体324円）

お湯を注いだ瞬間からパッと鮮やかに広がるルージュ色のハーブ
ティー。ハイビスカスとローズヒップのブレンドに無漂白のアン
ズ、苺、白いちじく、キウイ、パイン、クランベリー、和梨のセ
ット。たくさんのフルーツがお茶の酸味を柔らげ、美味しいバラ
ンスになりました（ノンカフェイン）

フリュイ・カド－　“ヴェ－ル”
（果実のおみやげ・緑）

人気No.1！フルーティーな香りの緑茶と果実の組み合わせ
オレンジ、パイン、桃、苺、キウイ、食べるほおづき,
パッションフルーツと、フルーツグリーンティーのセットは、
緑茶のキレとフルーティーさがマッチした新しい組み合わせ
です

CA-02　
350円（本体324円）　

フリュイ・カド－　“セレクシオン”
（果実のおみやげ・厳選）

甘みが凝縮された、国産果実のみ使用
洋梨（ル・レクチェ）、和梨、苺、桃、りんご、巨峰、
キウイ、シナモンりんごとプラムの香りのルイボスティー
のセット （ノンカフェイン）
キウイは酸味を柔らげる下加工をしてあります

CA-05　

フリュイ・カド－　“オートン”
（果実のおみやげ・秋）

身体の中から温めてくれる紅茶と果物のセット。ナツメ、シナ
モンりんご、いちじく、キウイ、ランブータン※、クランベリ
ー、レーズンとまったりとした香りの紅茶のセット

CA-03　
350円（本体324円

※ライチに似た、ぷりぷりとした食感のフルーツ

Fluit Cadeau

フリュイ・カド－　“ネ－ジュ”
（果実のおみやげ・雪）

雪が降る寒い日、暖かい火の側で温まって・・
スパイス（シナモンスティック、ジンジャー）と大きないちじ
く、ランブータン、紅茶のセット。袋の中の雪のようなマシュ
マロを浮かべてどうぞ。ミルクにとてもよく合います
この１袋でたっぷり約３杯分

CA-04　
350円（本体324円）350

季節限定

各種ボリュームをアップし、フルーツ感がたっぷりになりました

フルーツは大きいものは時間をかけてゆっくりと柔らかくなります
そのまま食べても、またお茶と一緒に柔らかく戻るのを待っても、
そのときどきで、貴方好みの飲み方をお楽しみください

価格はすべて税込み表示

540円（本体500円）

368円（本体340円



いちじく赤わいんケーキ
～20時以降の夜のケーキ～

いちじくと国産の甘夏ピールを赤ワインに漬け込み、甘みを逃さない
ように、漬けたワインも一緒に生地に加えて焼き上げました
どこを切ってもフルーツが味わえるようにたっぷりと刻み入れています

「20時以降のケーキ」の名を付けたのは、そう、お酒に弱い人はちょっぴり
酔ってしまうかも！？しれないのです
（フルーツに含ませたアルコールが残っている場合あり）
大切な人と寒い冬の日の夜にケーキを囲みながら、いつもより少し長くお話し
してみませんか？

Winter Gift '18　'19

価格はすべて税込み表示

四葉バター100％使用

ケーキサイズ：17×7.5×高さ6cm
賞味期限：製造より20日間

FG-12
いちじく赤わいんケーキ

価格：1890円
紺BOX入り

いちじく赤わいんケーキ　と青りんごの緑茶、
　　　　　　　　　　　フリュイカド－のセット
　　　　　　　

セット内容
ケーキ：「いちじく赤わいんケーキ」
　缶　：「青りんごのお茶」50g入り　爽やかな王林りんごの香りの緑茶
フリュイ・カド－：「ルージュ」「ヴェ－ル」「ネージュ」各1袋

お歳暮やお年賀にぴったりの和紙を用いたラッピング
人が集まる季節におすすめの贈り物です

CX-64
価格：4450円

ケーキサイズ：17×7.5×高さ6cm
賞味期限：製造より20日間

お茶の種類は下記のものに差し替え可（価格そのまま）
「さくらんぼのお茶」「いちご紅茶」「ハニ－ジンジャー」

～和紙ラッピング～

いちじく赤わいんケーキ　と紅茶「ノエル」のセット　
　　　　　　

セット内容
ケーキ：「いちじく赤わいんケーキ」
　缶　：「ショコラオランジェ・ド・ノエル」50g入り　
　　　　　　　オレンジショコラとシナモンがほんのり香る紅茶

CX-65
価格：3456円

お茶の種類は下記のものに差し替え可（価格そのまま）
「ヴァン・デピス」「いちご紅茶」

～草花ラッピング～

ケーキサイズ：17×7.5×高さ6cm
賞味期限：製造より20日間

周辺の木の実や葉であしらえました
森の雰囲気をお家に

フリュイ・カド－　アソートセット3
　　　　　　　

セット内容
フリュイ・カド－（お茶と、一緒に食べる果物のセット）
「ルージュ」「ヴェ－ル」「オートン」「ネ－ジュ」
「シトロン」「セレクシオン」各1袋　計6袋入り

CA-11P3
価格：2698円

ラッピングは、
左A「和紙タイプ（期間限定）」又は
右B「お花柄タイプ」
　　のいづれかをお選びください

～選べるラッピング～

今回よりボリュームアップしたフリュイ・カド－

↓Aタイプ

↑Bタイプ

透明フィルムでラッピングしています
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