
茶

What is tea? お茶って何？

歴史History 栄養成分Ingredients

茶の種類Kinds of tea

日本茶の種類
Kinds of Green tea

お茶ができるまで
How the Tea is produced

緑茶の効用
How good for your health

・5000年前から人類が飲んでいる最古の飲み物
5000 years ago, Tea is the oldest drink for mankind.

・800年前、日本に伝わる。
800 years ago, A monk brought tea from china.
・100年前、ヨーロッパに伝わる。
100 years ago, tea was brought to Europe.

緑茶(Green tea)

ウーロン茶(Oolong tea) 

紅茶(Black tea)

プーアル茶(pu-erh tea)

煎茶（Sencha）
Most popular Green tea
玉露（Gyokuro）
Most expensive tea
抹茶（Matcha）
Powdered tea for tea ceremony 

飲める成分(Soluble)
テアニン(tｈeanine)
カテキン(catechin)
カフェイン(caffeine)
ビタミンC(vitamin C)

育成
cultivating

抗がん作用(Anti-cancer)
アンチエイジング(Anti-aging)
リラックス(relaxing)
集中力アップ(raising concentration)
虫歯予防(prevention of cavities)
殺菌作用(internal cleansing)

茶葉に残る成分(Non-S)
ビタミンE(vitamin E)
βカロチン(βcarotene)
クロロフィル(chlorophyl)
食物繊維(dietary fiber)

収穫
harvest

製茶
processing

ほうじ茶（Houjicha）
Roasted green tea
玄米茶（Genmaicha）
Tea with brown rice
番茶（Bancha）
Green tea for all the time

お茶には、他にはない栄養が詰まっていて、それらはカラダにいい。
Tea has lots of  ingredients, and it makes you more healthy

世界中に数百種類のお茶があるが、同じ木（茶の木）
の葉からできている。製法がちがうだけ。
Although there are Hundreds kinds of tea in the 
world, they are made from same tree(tea tree).
The difference is only processing.

Non-
water-soluble

70%

Soluble
30%



Let’s Own Tea Field!  茶畑オーナーになろう！

おぶぶ
Obubu

僕たちの夢(Our Dream)

やっていること（our works)

世界中に茶畑オーナーがいて、
オーナーさまと一緒に最高のお茶を作り、
その魅力を一緒に世界中に伝えることです。
Tea Field Owners live all around the World.
We cultivate the best quality tea together,
And We are teaching the fascination to the world. 

お茶の生産
Farming tea

販売
Sales of tea

魅力を伝える
Teaching of tea

育成、収穫、製茶、販売、インストラクションまで一貫して行っています。
Cultivating, harvest, processing, sales, instruction…,
We manarge All aspects of our tea!

始まり(The beginning of Obubu)

１５年前、偶然出会った一杯の宇治茶に感動。
大学を中退し、茶農家を目指す。１０年の修業の後、
京都おぶぶ茶苑をオープン。
15 years ago, I met a cup of green tea and was really moved.
I quit university to become a tea farmer. After a decade of 
Training, we opened obubu on the internet to sell our tea.



Let’s Own Tea Field!  茶畑オーナーになろう！

茶畑オーナー
Owner of Tea field

あなたも茶畑のオーナーになれる！
Let’s own tea field for investment in your health.

費用は、１日あたり８０円（月額２４００円）。
The cost is 1$ a day.(Monthly pay 30$) 

オーナーになると・・・、
Become owner...,

・世界中から、京都に宇治茶の茶畑が持てる。
You can own tea field in Kyoto from everywhere
・オーナーするのは、お茶の木。
You own tea trees and tea leaves.(not own the lands)
・茶畑の管理は、おぶぶが責任もって行います。
We Farm your tea field for you.
・だから、専門的な農業知識や農作業は不要！
So you don’t need the knowledge of farming tea.

･一口あたり、1日80円で、茶畑一坪のオーナーになれます。
The cost is 1$ a day, You can own 1tsubo(36 sq ft.). 
・投資商品ではないので、金銭的なリターンはありません。

You don’t invest in money, You invest in your health.
・ですので、税金などのその他の費用は一切かかりません。

there are no others costs.( no tax,etc) 

・年６回、お茶が届く。(合計約1.2kg)
You receive tea 6 times a year (total about 3 pounds)
・お茶と一緒にお茶請けが届く。
You receive a piece of Japanese cake with tea.
・オーダーメイドギフトが贈れる。
You can send your tea as a gift. (With special certificate)
・現地で農作業が体験できる。
You can experience farmwork when you come to your tea field.

詳しくは、茶畑オーナー で検索
For English: http://www.obubu.com/owner/english/


