
伊藤久右衛門　JR宇治駅前店販売商品一覧表 2022年 8月　更新

商品名 価格（税込） 販売期間

宇治抹茶きなこのクルミ餅 うじこもち 10個入 990 通年

抹茶せんべい 24枚入 940 通年

宇治抹茶葛餅 くず便り 250 通年

宇治抹茶クッキー 茶まる 15枚入 1,090 通年

宇治抹茶かぷちーの  5本入 583 通年

宇治抹茶かぷちーの 18本入 1,890 通年

宇治抹茶えすぷれっそ  5本入 583 通年

宇治抹茶えすぷれっそ 18本入 1,890 通年

宇治抹茶クッキー まぁるいみどり 80g入 540 通年

老舗お茶屋の落花生の豆菓子 茶々豆 70ｇ 430 通年

宇治抹茶袋入あめ 15粒入 398 通年

宇治抹茶ガトーショコラ 宇治のこみち（単品） 230 通年

宇治抹茶ガトーショコラ 宇治のこみち 5個入 1,080 通年

宇治抹茶ガトーショコラ 宇治のこみち 10個入 2,160 通年

宇治ほうじ茶ガトーショコラ 宇治のこみち（単品） 230 通年

宇治ほうじ茶ガトーショコラ 宇治のこみち 5個入 1,080 通年

宇治抹茶チーズケーキ みどりの散歩道（単品） 230 通年

宇治抹茶チーズケーキ みどりの散歩道 5個入 1,080 通年

宇治抹茶苺とりゅふ　お茶苺さん70g 990 通年

宇治抹茶ラングドシャ　葉ごろも 10枚入 1,370 通年

宇治抹茶わらび餅 茶蕨（単品） 399 通年

宇治抹茶わらび餅 茶蕨 4個入 1,599 通年

宇治抹茶生水ようかん（単品） 350 夏季限定

宇治抹茶生水ようかん3個入 1,050 夏季限定

宇治金時の氷みつ 980 夏季限定

宇治抹茶クラフトコーラ 490 数量限定

※販売期間限定商品につきましては、予定数がなくなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

※商品は豊富に取り揃えておりますが、万一品切れの節はご了承ください。

《人気No.1》

宇治抹茶ガトーショコラ宇治のこみち
《夏季限定》

宇治抹茶生水ようかん

《おすすめ》

宇治抹茶わらび餅 茶蕨



商品名 価格（税込） 販売期間

宇治抹茶だいふく 6個入 1,389 通年

宇治抹茶生ちょこれーと 16粒入 1,090 通年

宇治抹茶ロールケーキ 1,690 通年

つぶつぶ苺抹茶ロールケーキ 1,950 冬限定

宇治抹茶バターサンド みどりあはせ 1,080 通年

抹茶パフェアイスバー（まっちゃ） 590 通年

抹茶パフェアイスバー（いちご） 680 通年

抹茶パフェアイスバー（さくら） 640 通年

抹茶パフェアイスバー（とろぴかる） 640 通年

抹茶パフェアイスバー（もんぶらん） 640 通年

宇治抹茶そば 200g袋入 349 通年

宇治抹茶手延べそうめん200g袋入 550 夏季限定

味付けにしん ケース入 350 通年

宇治抹茶カレー 180g入（1人前） 550 通年

宇治ほうじ茶キーマカレー 180g入（1人前） 500 通年

【S-1】宇治抹茶そば 3袋セット 1,150 通年

【T-2】宇治抹茶そば 3袋・つゆ6袋セット 1,990 通年

【N-3】宇治抹茶そば 3袋・つゆ6袋・にしん3本セット 3,240 通年

宇治彩菓　綾 3,240 数量限定

マスキングテープ(宇治のお茶屋) 290 通年
※販売期間限定商品につきましては、予定数がなくなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

※商品は豊富に取り揃えておりますが、万一品切れの節はご了承ください。

抹茶パフェアイスバー
《店舗限定》

マスキングテープ宇治ほうじ茶キーマカレー

宇治抹茶生水ようかん宇治抹茶わらび餅 茶蕨



商品名 価格（税込） 販売期間
≪抹茶≫無上 30g缶入 3,240 通年
≪抹茶≫あじろ木 30g缶入 2,160 通年
≪抹茶≫清寿の森 30g缶入 1,620 通年
≪抹茶≫宇治みどり 30g缶入 1,080 通年
≪煎茶≫清風 100g袋 2,160 通年
≪煎茶≫清風 50g袋 1,080 通年
≪煎茶≫喜撰山 100g袋 1,620 通年
≪煎茶≫さみどり 100g袋 1,080 通年
≪煎茶≫長寿 100g袋 540 通年
≪玉露≫甘露 100g袋 3,240 通年
≪玉露≫甘露 50g袋 1,620 通年
≪かぶせ茶≫宇治山 100g袋 1,080 通年
≪玉露かりがね≫宿り木 100g袋 1,620 通年
≪玄米茶≫抹茶入り玄米茶 200g袋 756 通年
≪玄米茶≫煎茶玄米茶 200g袋 648 通年
≪ほうじ茶≫宝かおり 100g袋入 756 通年
≪急須用≫宇治煎茶ティーバッグ 5g×12p 864 通年
≪急須用≫かぶせ茶ティーバッグ 5g×12p 864 通年
≪急須用≫ほうじ茶ティーバッグ 5g×12p 864 通年
玉露缶入 甘露 100g 3,780 通年
煎茶缶入 さみどり 105g 1,620 通年
煎茶缶入 喜撰山 136g 2,700 通年
かぶせ茶缶入 宇治山 105g 1,620 通年
≪伊藤久右衛門特選≫宇治茶十帖セット 1,360 通年
水出し煎茶 1,080 夏季限定
水出し煎茶1Lポット用ティーバッグ 864 夏季限定
グリーンティー 300g袋 598 通年
濃いグリーンティー130g袋 780 夏季限定
粉末緑茶 40g袋 648 通年
【FA-23】宇治銘茶セット（宇治煎茶　さみどり・かぶせ茶　宇治山） 2,386 通年
【KA-29】銘茶セット（宇治煎茶　喜撰山・かぶせ茶　宇治山） 2,926 通年
【E-52】銘茶セット（宇治煎茶　清風・宇治玉露　甘露） 5,626 通年
【C-52】銘茶セット（宇治煎茶　さみどり・宇治玉露　甘露） 5,400 通年
【C-31】銘茶セット（宇治煎茶　さみどり・かぶせ茶　宇治山） 3,240 通年
≪お酒・夜半のみどり≫宇治抹茶×純米酒 180ml 1,390 通年
≪お酒・夜半のみどり≫宇治抹茶×青谷の梅酒 200ml 1,390 通年
≪お酒・夜半のみどり≫宇治抹茶×青谷の梅酒 500ml 2,660 通年
≪お酒・夜半のみどり≫宇治抹茶×ワイン 300ml 1,320 通年
≪お酒・夜半のみどり≫宇治抹茶×ワイン 500ml 1,980 通年
≪お酒・夜半のみどり≫宇治煎茶×米焼酎 180ml 1,390 通年
≪お酒・夜半のみどり≫宇治煎茶×米焼酎 500ml 3,690 通年
≪お酒・夜半のみどり≫宇治抹茶チョコのお酒 500ml 3,340 通年
※販売期間限定商品につきましては、予定数がなくなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

※商品は豊富に取り揃えておりますが、万一品切れの節はご了承ください。

宇治茶十帖セット

マスキングテープ

<夏季限定>宇治抹茶

濃いグリーンティー 130ｇ袋入
<夏季限定> 水出し煎茶


