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■リプトンから冬の紅茶の新提案！期間限定ストアが表参道にオープン！ 

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社が展開する紅茶ブランド「リプトン」は、ホットアレンジティーの期間限定ショ

ップ「Lipton Good in Tea OMOTESANDO」を 2018 年 1 月 24 日（水）にオープンします。その日の気分やコンディションに

合わせて、9 種類から選んで楽しめるアレンジティーのメニューや、ご自宅で「Lipton Good in Tea」をお楽しみいただくための限定

オリジナルグッズについて詳細が決定いたしましたので、ご紹介します。 

 

  

 

■Good in Tea について  

リプトンは、新しい紅茶のスタイルや楽しみ方の提案に取り組んでいます。「Lipton Good in Tea」は、昨年夏より２年連続で大

ヒットを遂げ、一躍トレンドになった 「Fruits in Tea」に続いて、リプトンが提案する冬の新しい紅茶スタイルです。太陽の恵みをいっ

ぱいに浴びた紅茶に、同じく自然の力たっぷりのドライフルーツを入れたホットアレンジティーで心にも体にも嬉しい冬をお届けします。 

あたたまりたい、集中したい、調子を整えたい、などその日の気分やコンディションに合わせて自在にアレンジできる「Lipton Good 

in Tea」で、もっとワクワクする毎日に。 

その日の気分や体調に合わせて、紅茶のある冬を楽しもう。 
 

「Lipton Good in Tea OMOTESANDO」 
店舗で販売する 9 種類のオリジナルホットアレンジティーを公開！  

 
   

～2018 年 1 月 24 日（水）から 4 月 1 日（日）まで期間限定で販売～ 
 

＜取材のご案内＞ 

2017 年 1 月 10 日 

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社 

Lipton PR 事務局 
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■9 種類のアレンジメニューからその日の気分や体調にぴったりのメニューを選んで楽しもう。 

期間限定ショップでは、その日の気分やコンディションに合わせて選べる 9 種類のメニューをご用意しています。 

リプトンの 9 種類の紅茶をベースに、”整える”“つやめく”“アクティブ”などのテーマに合わせ、色とりどりのドライフルーツ、フレッシュな

生フルーツやジャムなどを加えた、心にも体にもうれしい、リプトンならではの冬のホットアレンジティーが楽しめます。 

              

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

             

Relaxing Rooibos 
リプトンヘルシースタイル 

ピュアルイボスティー 
ノンカフェインのルイボスと 

ストロベリーの甘酸っぱい香り
でリラックスしたわたしに。 

Beauty Rosehip 
リプトンヘルシースタイル 

ローズヒップオレンジ 
美容を応援するローズヒップと、
食物繊維が含まれるミカンで、 

内側からつやめくわたしに。 

 

Power Cacao & Milk 
サー・トーマス・リプトン 

アールグレイ 
スーパーフードのカカオニブと 

エネルギー効率のいいバナナで
いつでも踏み出せるわたしに。 

Positive Pine 
リプトン イエローラベル 
美容効果が期待できる 

パイナップルと鉄分を含んだ
ラズベリーで、毎日前向きな

わたしに。 

 Innocent Sakura 
リプトン さくらティー 

桜の風味と、ビタミン C を
含むクランベリーで 

ありのまま輝くわたしに。 

Balancing Yuzu 
サー・トーマス・リプトン 

ウバ セイロン 
ゆずの香りでほっと一息、
鉄分を含むゴジベリーでい

つでも整ったわたしに。 
 

 

Fighting Mango 
リプトン ピーチ＆マンゴーティー 

ビタミン C を含むマンゴーと 
パッションフルーツの南国果実で

冬にも負けないわたしに。 

イートイン／テイクアウトともに、9 種類全て 税込み 500 円  

 

 

Awake Ginger 
リプトン ジンジャーティー 
体を温めるジンジャーティ
ーと食物繊維の含まれる

キウイで体の奥から 
アクティブなわたしに。 

Warming Apple 
リプトン アップルティー 
温かいアップルティーと、 

めぐりをよくするサンザシで
寒い冬をもっと楽しめる 

わたしに。 
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■お家でもお楽しみ頂くために、オリジナル茶器、ドライフルーツ、紅茶も販売。 

お家でも「Lipton Good in Tea」をお楽しみいただけるよう、5 種類のデザインから選べるオリジナル茶器を数量限定でご用意し

ました。デザインにこだわったダブルウォールグラス仕様で紅茶の抽出される様子やアレンジした紅茶の見た目もお楽しみいただけます。

その他にも限定デザインボトル入り紅茶や、紅茶に入れる Lipton Good in Tea ミックスドライフルーツを販売するほか、オンラインシ

ョップでは、ダブルウォールグラスとボトル入り紅茶、ドライフルーツがセットになったオリジナルキットも販売いたします。 

毎日の生活の中でシーンや気分・体調に合わせてドライフルーツなど自然の素材をアレンジすることにより、紅茶を楽しむ習慣が、あら

ゆるシーンに拡がり、もっと新しく、もっとおいしいティーライフに変わります。 

 

●店頭販売商品： 

・Lipton ダブルウォールグラス ５種 ：各税込み 1,650 円 (数量限定) 

         ※蓋は密閉できません 

・Lipton 限定デザインボトル入り紅茶（8 袋入り）４種 ：各税込み 450 円 

・Lipton Good in Tea ミックスドライフルーツ ４種 ：各税込み 200 円 

 

●オンラインショップ販売商品：公式オンラインストア限定 Lipton Good in Tea キット 

 

Lipton Good in Tea キット：税込み 1,000 円 

限定デザインボトル入り紅茶（イエローラベル 8 袋入り）１個 

Lipton Good in Tea ミックスドライフルーツ（Charging）３個 

Lipton Good in Tea メニューブック 1 冊 

Lipton Good in Tea キットグラス付き：税込み 2,700 円 

Lipton ダブルウォールグラス（メインデザイン）1 個 

限定デザインボトル入り紅茶（イエローラベル 8 袋入り）１個 

Lipton Good in Tea ミックスドライフルーツ（Charging）３個 

Lipton Good in Tea メニューブック 1 冊 
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販売日 ：1/24 販売開始 

販売場所：リプトンオンライン公式ストア 

※オンラインストアでは、紅茶・ドライフルーツ単体での販売は致しません。 

■期間限定ショップ Lipton Good in Tea OMOTESANDO 店舗情報 

店舗名  ：Lipton Good in Tea OMOTESANDO 

開催場所：東京都渋谷区神宮前 5-10-1 GYRE B1F 

開催期間：2018 年 1 月 24 日（水）～4 月 1 日（日） 

 11：00～21：00（20:30 L.O.） 

販売商品：全 9 種類のホットアレンジティー  

 限定グッズ販売（Lipton ダブルウォールグラス、Lipton 限定デザインボトル入り紅茶、 

Lipton Good in Tea ミックスドライフルーツ） 

地図： 

 

※1 月 23 日（火）にメディア向けの先行試飲会を実施予定です。 

 

■Good in Tea 特設サイト 

http://brand.lipton.jp/leaf/good_in_tea/ 

 

＜企業情報＞ 

主催：ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社 

本社：東京都目黒区 

代表取締役プレジデント&CEO：フルヴィオ・グアルネリ 

 


