mammaria.net

北軽井沢の自然の恵み
ハーブ農園からの贈りもの

誰でも美味しくお飲み頂ける、
本物の

ハーブティーの
サービスティーを
導入してみませんか。

農園直販

送料無料

初回
のみ
2回目から送料756円〜

無添加・無着色・人工香料未使用

大切なお客様だからこそ、
ひと手間かけてお出迎え。
カフェインレス紅茶をブレンドしているので、ハーブティーが苦手な人でも
とっても美味しくお飲みいただけます♪ ハーブのもつ自然の力でカラダ内側から健康に！

特典1

OEM無料サービス

【ティーの例】
ベース
ア
＊ ップル紅茶
ース
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＊ピーチ紅茶
ース
ベ
＊グレープ紅茶

オリジナルラベルをお作り致します。

シール印刷無料サービス！
店販ではオリジナル商品として販売できます。

HOT or ICE

パッケージデザイナーによるデザインになります。ロゴデータは
イラストレーター、
フォトショップデータでご入稿いただきます。
＊デザイン持込大歓迎！

です♪
ブティーキット
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店販用ハーブティー付き

＊ロゴマークは下記メールアドレスまで
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キットを選んでロゴマークを送るだけで、
オリジナル商品の出来上がり！
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A-kit
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サービスティー 3種類 約50杯分 店販用 3種類
（各5杯分）

上記ラベルは弊社マンマリアの商品ラベルと店販見本一例です

各5袋

その訳は＊店販用を売価450円で15袋を売り切れば2,250円のご負担

iwaki製（400ml／耐熱120℃）

特典2

＊2,250円で購入できる？

円

B-kit

ティーポット
プレゼント

＊3,250円で購入できる？

円

サービスティー 3種類 約60杯分

店販用 3種類
（各7杯分）

各5袋

その訳は＊店販用を売価450円で15袋を売り切れば3,250円のご負担

初回のみ、
1キット／1個

仕入れの状況により、
色が異なる場合がございます。

特典3

特典4

30日以内に再注文の場合は
[5％OFF! ] 毎回、400円〜500円おトク！

C-kit

円

＊ご負担0円！ 利益2,500円？

サービスティー 3種類 約100杯分 店販用 3種類
（各5杯分）

継続6カ月契約で 半年で3,000円もおトク！
[毎月500円OFF! ]

サービスティーは1杯分をお茶パックに入れてありますので、
そのままティーポットに入れるだけでOK！
◆表示価格は税抜き表示。
商品代金には別途消費税5%が加算されます。
◆商品は年4回、
季節ごとに変わります。
（価格は全て税別）

▶オーダーから納品までの流れ
（初回は、
ラベルデザイン完成後、
おおむね10日後の納品となります）
キットを選ぶ

発注書FAX
ご注文はファックスで！

ご入金
入金確認後、
自社工場でブレンド開始

ラベルデザイン

シール印刷

ラベルデザイン打合せ

WEBからのご注文もできます♪ 詳細はオーダーシート裏面をご覧下さい。

ご注文はFAXで
FAX

03-6745-9160

製造・卸販売 マンマリア PRO

ロイドブラザーズ I N C . 通 販 事 業 部

各10袋

その訳は＊店販用を売価450円で30袋を売り切れば2,500円の利益

…

納品

お気軽にお問い合せ下さい。 受付時間14:00〜17:00【火・日曜定休】

ハーブキット専用ダイヤル：

050-1548-6108

【本社】〒270-1347 千葉県印西市内野 2 丁目 TEL.0476-29-5188 FAX.03-6745-9160
【農園】〒377-1412 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢 TEL.050-1548-6108

メールでのお問合せ／データの送り先は

info@mammaria.net

ハーブショップ マンマリア
mammaria.net

ごあいさつ

はじめまして。
ハーブショップマンマリアと申します。

サロン専売品「ハーブティー・キット」発売のお知らせ
拝啓

春陽の候、ますますご隆昌のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、2009 年より WEB SHOP を中心にエリア限定で販売をしてまいりましたサロン専売品「ハーブティー・キット」
ですが、大幅な価格変更に加え多くのサロン様にご活用いただけるよう、商品のテイストや飲みごこちの改良を重ねてま
いりました。 まず、サービスティーは1杯分を1つひとつ丁寧に小分け致しました。これは忙しい皆様の手間を省く目的
と味を平均化するためです。そして販売価格ですが店販品を売り切れば、Aキットで2,250円で購入した計算になり、
Cキットに至っては2,500円の利益が出る計算になっています。

また、店販品として顧客の購買欲を高めるためにサロン様オリジナルのラベルデザインを無償で提供するサービスも
開始致しました。尽きましては、従来のキット以上に皆様方のご期待に十二分に添える商品となったと確信しております。
まずは、3 種類のサンプルをご試飲いただきたく、書面を以てご案内方々ご挨拶を申し上げます 。

敬具

●お届けするハーブティー・キットの内容
・Iwaki 製ティーポット（耐熱ガラス 120℃ 電子レンジ可）
・サービスティー 3 種類 ※お茶パックに 1 杯分を小分けにしてあります
・店販用ハーブティー 3 種類
ロイド・ブラザーズ INC.

代表取締役

東端 好之

こだわり 生産工程よりも保存状態がもっとも重要です。
大自然のなかで大切に保管しています。

マンマリアの素材へのこだわりは、
品質管理
（工程）
以前に遡ります。
一般に流通している商品のようにリーフの害虫駆除に薬剤は使用していません。
ドライハーブの主は海外からの輸入に頼っています。問題は輸入したばかりのドライハーブの管理システムです。新

鮮なうちに乾燥させたハーブを港倉庫で湿気や害虫を寄せ付けているようでは、オーガニックや無農薬などをうたってい
てもまったく意味がありません。

その訳は、害虫駆除のために行なう薬剤処理と高熱処理に問題があるからです。それは大手メーカーなどが依頼する
国内最高峰の加工工場（一般流通商品）で行なわれているのですが、その結果、リーフ（茶葉）が枯れ味も香りも
低下してしまうのです。これではせっかくの素材が台無しになるばかりか、カラダに良い飲み物だとは言えません。
マンマリアでは害虫駆除に薬剤は一切使いません。なによりも、害虫を寄せ付ける前に大自然のなかで自然乾燥をさせ

ています。だから美味しく安心なのです。これも、小さなハーブ農園（工場）だからこそできる方法なのです。

豆知識

「オーガニックや無農薬って？」
そんなお問合せを多くいただきます。
そこで、
こんなご説明をしております。

有機栽培（オーガニック）平成 11 年度よりJAS 法の認証制度を受けたもの以外は表示ができなくなりました。無農薬は平成 16 年度か
ら農水省のガイドラインにより、「特別栽培」という表示に統一されています。そして、有機栽培に関してお話しますと、指定された天然系農
薬が使われているケースが多いのです。また、無農薬栽培は農薬を一切使用しない栽培方法ですが、化学肥料を使うことは認められてい
るのです。いずれにせよ、有機栽培（オーガニック）は第三者チェックがあってはじめて消費者へ流通していくものだといえます。
なお、日本の有機栽培（オーガニック）は海外のように国が定めた規定はなく、日本有機農業研究会が独自に定めたものであり、
申請者の農法を信じるしかないのが現状です。

LLOYDE BROTHERS INC.
弊社のプロフィール、
マンマリアをもっと知りたい方はコチラへアクセス！→ Online Shop:mammaria.net

Website:lloyde.net

ハーブショップ マンマリア
mammaria.net

ハーブの世界
マンマリアの商品の特徴、
他社との違い

マンマリアのハーブティーは理美容室をはじめ、
エステサロン、
ホテル、
サービスエリア
（岐阜）、国内最大級のハーブガーデ

ン
（茨城県）
などでご利用頂いております。
また、大手ハーブティーメーカー様にもリーフを卸しております。
まず、流通しているドライハーブのほとんどが海外からの輸入に頼らざるを得ません。
これは私たちにとっては当たり前であ
る四季がネックとなっています。
ハーブは栽培する環境もさることながら、
乾燥・保存させることの難しさが一番の問題です。
また、現在出回っているハーブティーの89％は、輸入後に港倉庫で１年〜2年間保管されています。
これは輸入元商社の営
業マンやハーブ販売会社の人間も現状を把握できてはいません。前述の通り、
ティーに使用されるハーブは乾燥をさせていま
すが、温度・湿度管理をされた船の中でも若干の湿気を帯びてしまいます。
さらには、長い間、倉庫で保管されることで湿気を
たっぷりと吸収しカビや虫が湧いてしまいます。
これをマンマリアでは解決致しました。

害虫駆除に薬剤使用・高熱処理、商品管理よりも生産工程を重要視

通常はこの方法を行ないます。
ですが、色や香りだけではなく味も低下させてしまい、
リーフが枯れてしまいます。
ふだん皆様

が飲まれるハーブティーは、有名店のものであってもこうした処理がされているために、残念ながら本来のティーを堪能でき
てはいません。
また、D商品（ダストのD、
ハーブ業界ではカス、
ゴミと言われる生産過程に出るカスの意味）
も約３8％ほど混入
させています。
これはオーガニックや無農薬と言われている国産品も同様の処理がされています。
たとえば、雨水や飲めない水にある錠剤を入れると飲料水に変化する。
こうした災害時における緊急用飲料水はご存知で
しょうか？ 平たく表現すれば、
これが一般的なハーブティーです。大企業故の仕方のない事なのかもしれません。
ですが、
こ
れではせっかく
「健康や癒し」
をうたうハーブティーとはほど遠いものになってしまいます。
こうした現状を打破するために生まれたのがマンマリアです。

こだわりは、
国内到着後５日以内に商品を引き取り、
工場で即、
自然乾燥

実は、
たったこれだけのことで虫とカビの発生を未然に防ぐことができるのです。
そして、
すぐに工場に持込み自然乾燥とバ

ルク処理をします。前述した大手企業で取引されるキロ単位の商品はこの処理はされていません。
そして、
この作業がもっとも
大切かつ重要な作業になります。
ハーブが栽培される国のほとんどが発展途上国。
一方でフランスなどでも栽培されていますが、
日本人ほど細やかな管理はされておりません。海外から輸入された大袋の中
には、袋詰め作業中に混入した髪の毛や洋服の繊維なども混ざっていますので、
それを１つひとつ丁寧に手作業取り除いてい
きます。
また、
ご注文いただいてから手作業による加工作業を行ないますので、弊社の裏ラベルには加工日を記載しています。
皆様の手元に届き、
ティーにして飲むまでの期間は最長で１週間しか経過していません。
ですから香り高い芳醇なティーで渋
みがまったくありません。
これこそが本来のハーブティーなのです。

健康を促すハーブの力はWHOでも。貧血が解消され、
ツメまで健康に！

キャッツクローという植物があります。
これは関節痛やリウマチ、免疫不全に効果があるとWHO（世界保健機関）
が認めて

いるハーブで、
マンマリアでも取扱っています。
また、
ハーブを薬と認定している英国では、
チャールズ皇太子自らが、
「ハーブを
医療の世界に！」
と各国へ親書を送っています。
ハーブ先進国らしい活動です。
弊社には、毎日色々なお問合せを頂きます。
「多くのハーブをブレンドすれば効果や効能が強く身体に働きかけてくれるので
しょうか？」
「母乳に良いと聞いたのですが？」
「ホルモンバランスが崩れてしまって」
など。知識と経験さえあれば、
目的にあった
ハーブを的確にブレンドし、健康を促す事が可能です。実際に貧血でお悩みのお客様が薬ではなくハーブの自然の力でと相談
を受けましので、
あるブレンドティーを勧めたところ、3カ月くらい飲まれた頃から、貧血が解消されはじめ、血液が循環しはじ
めたので爪まで強くなり始めたと、嬉しい知らせを頂きました。
こうした事例があるのもハーブの世界なのです。
昨今では、人間の世界だけではなく、犬猫用のハーブティーが販売され人気を呼んでいます。
まだまだ、
市民権を得てはいな
いハーブティーですが、健康産業の一環として携われることを喜びと感じております。

LLOYDE BROTHERS INC.
弊社のプロフィール、
マンマリアをもっと知りたい方はコチラへアクセス！→ Online Shop:mammaria.net

Website:lloyde.net

▲

ご注文日
（FAX送信日）
月

年中無休

ハーブショップ

日送信

24時間受付

マンマリア

herb kit・オーダーシート

▶お願い／オーダーシートを受信後は、ただちに出荷処理を行なうため、
FAX送信後のキャンセルはできませんので、
あらかじめご注意下さい。

FAX

Spring Time Herb Tea

ティーは……♪
＊4〜６
月のハーブティーキットの

毎回
特典

03-6745-9160

30日以内に
再注文の場合は
[5％OFF！ ]

毎回
特典

継続6カ月契約で
[毎月500円OFF! ]
半年で3000円もおトク！

＊腸内美人ティー《カフェインレス・アップル紅茶ベース》 アップルの香りがほのかに香るアフタヌーンティーに最適
消化不良や腸内ガスの排出など腸内の働きを活発に便秘解消に。
ブレンド内容…マロウ、ローズレッド、レモングラス、レモンピール、アップル紅茶（天然香料） ※マロウはお湯を注いだ瞬間にブルーに変化します

＊美白ティー《カフェインレス・ピーチ紅茶ベース》ピーチの甘い香りで美白に
フラボノイドやタンニン、ミネラルを豊富に含むハーブで美白を促します。豊富なビタミン C が肌荒れやシミ、ソバカスなどに効果的。
ブレンド内容…ローズレッド、ヒース（エリカ）、パセリ、ネトル、ハイビスカス、ローズヒップ、ピーチ紅茶（天然香料）

＊RELAX《カフェインレス・キャラメルシナモン紅茶ベース》キャラメルの甘い香りにほっとひといき。ストレスを和らげゆったり気分に♪
リンデンフラワーが神経を落ち着かせ、ローズレッドがホルモンバランスを整えてくれるので緊張をゆるぎ、ストレス＆不安解消に。

E
L
P
M

ブレンド内容…ローズレッド、レモングラス、オレンジピール、オレンジフラワー、リンデンフラワー、キャラメル紅茶（天然香料）

無添加・無着色・人工香料は一切使用していません

▼ご記入もれのないようにお願い致します。

ご担当者様氏名
又は

サロン名または会社名

電話番号

代表者様氏名

（

）

〒
ご住所

A
S
FAX

(

)

Mail

▼A〜Cのキットを選び、
数量などの必要項目を記入し、
ファックスにて送信してください。

商品名

◯を記入

A-KIT

単価

数

月

消費税

送料

8,000

初回 0

B-KIT

9,000

初回 0

C-KIT

10,000

初回 0

ブレンド内容：ネトル、ラズベリーリーフ、ローズレッド、ロ
原産国：アルバニア／アルバニア、
パキスタン、チリ、
インド
製造年月日：2012年3月6日／賞味期限：2013年3月6日
保存方法：直射日光、高温多湿を避けて保存してください
販売者／サロン名または会社名◯◯◯◯◯◯◯
製造者：マンマリアMM

千葉県印西市内野2-6-7

ラベル

PP,PE,PET

マンマリア記入欄

初回・再発注・RE・継続

合計金額

円

★無料オリジナルラベル作成を希望する

商品名：美白ティー（内容量：15g）
ーズヒップ、フェンネル

小計金額

記入

オリジナルラベル作成をご希望の場合は、
ロゴデータ
（イラストレーターまたはフォトショップデータ）
を
info@mammaria.netまでお送り下さい。但し、WEBデータでは印刷出来ませんのでご注意下さい。

★裏面タグに明記する
販売者名をご記入下さい

お支払方法
（前入金）

2 回目以降はご入金確認後、弊社休日を除く 3 営業日後の納品となります。

商品の特性上、お支払いは前入金となります。商品、送料を含めた合計金額を下記の口
座までお振り込みください。尚、お振込手数料はお客様ご負担でお願いいたします。

送料について

★6カ月継続の場合も、合計金額を前入金頂きます。

初回
のみ

お振込先

送料無料

※2回目以降、
本州一律600円
（以外の地域は一律1050円）
沖縄・離島は別途お問い合下さい
※本部一括納品の場合はご相談下さい。

◎商品の価格・仕様の変更について
商品の仕様、
価格は予告なく変更する場合がございます。
◎返品・交換について
ご注文いただいた商品のお客様都合による、返品・交換につきましては原則としてお断

銀行名：ジャパンネット銀行 すずめ支店 002
口座番号：普通6427393／口座名義：ロイドブラザーズ

商品のお届けについて

りさせていただいております。
万が一商品に不備があった場合は商品到着後、
1週間以内にご連絡をお願いします。

ご入金確認後、初回はラベル印刷期間も含め、納品までにおおむね 10 日かかります。

ブ

農

園 から の 贈

り

も
の

ハ

ー

ご注文ありがとうございました。次回のご注文をマンマリアスタッフ一同、心よりお待ちしております。
mam.maria.

mam.maria.
Herb Tea&Aroma Oil

WEBからご購入の場合は……

マンマリア

mammaria.net

トップページ左側メニューにある下記のバナーをクリック！
サロン専売品サービスティー
SALON
PRO
ITEM

ハーブキット
一般の方は購入することができません

＊会員登録（無料）
をして頂くと次回から入力の手間が省けます。
＊商品を選ぶ際、オリジナルラベルの有無にお気をつけ下さい。

