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1. Products description
　 Adding Stephaneʼ s sommelierʼ s finesse to highlight Japanese green tea and create new fusions that 
    enhance ones “eyes, nose and mouth” to embody full enjoyment of deep flavors while using a 
    sommelierʼ s approach to wine to that of tea to send to the world a new refined and enjoyable 
    beverage.
    As written in The Japan Times, “Danton wants to bring to consumers not only the finished product 
    but the process involved as well, giving faces to the farmers and voices to their tales.”
2. Advantages
    - We propose the possibility of new soft drinks
    - By providing our original flavor Japanese tea, the menu will be differentiated.   
    - Effective for health and beauty
3. Sales Performance
    - Domestic share of Japanese flavor tea is about 100% (as of May 2020)
    - Customers : about 50 companies including international hotels, major restaurants, and
                         major jewelry stores.
4. Expected customers and partners
    - Restaurants                        - International hotels, Resort hotels、Ryokans
    - Interiors goods shop           - Airport Duty free shop                - O.E.M.

Products    

 OCHARAKA Inc.             https://www.ocharaka.co.jp/english/Company

A way to discover and a new original approach to the
Japanese tea to all world citizens

 Japanese Flavor Tea
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企業名  　株式会社　おちゃらか　　　　　　https://www.ocharaka.co.jp/

１. 製品について
　   仕事で一息つきたい時、疲れがたまっている時、晴れた日の朝、もの悲しい夕暮れ時。おちゃらかは、
      様々なシチュエーションとその時々の気分に寄り添える日本茶、そして新たなライフスタイルを提案
　　します。　日本茶世界への入り口として、果実、花、よもぎや昆布といった日本独特の植物の香りを
　　緑茶やほうじ茶につけたオリジナルフレーバー日本茶を開発、提供しています。

２. 製品のメリット
　　・新たなソフトドリンクの可能性を提案します。
　　・当社のオリジナルフレーバー日本茶をご提供することで、メニューの差別化がはかれます。　　　　
　　・健康・美容に効果があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３. 販売実績　　　　　　　　　　　　　　　　
　　・フレーバー日本茶における国内シェア率は約 100％（2020 年 5 月現在）　
　　・国際ホテル、大手飲食業者、大手宝飾店等、約５０社に納入実績あり。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年 6 月 19 日
４. 求める販売先、パートナー
　　 ・和洋折衷のレストラン , 飲食店　・国際ホテル、リゾート、旅館など　・名産品共同開発　　
       ・雑貨屋　                                 ・空港販売店など　                        ・O.E.M　　　　　　　　　
　　                                                                                                           

製品名　フレーバー日本茶

目・鼻・口で味わうオリジナルフレーバー日本茶


