
医療･介護従事者向け

緑茶研究のパイオニア「太陽化学」がお届けする

注目の健康成分『カテキン』を手軽に摂ることができる粉末緑茶です

安心･安全 お手軽 経済的
茶殻が出ないので廃棄物の減量にも －環境にやさしい－

医療･介護従事者向け

病院でも使う
確かな品質



お湯やお水に溶かすだけで、緑茶の健康成分である『カテキン』が手軽に

とれる粉末タイプの緑茶です。

特に高齢者の方は、脱水症状を防ぐために、また自然なお通じのために

こまめな水分補給が大切であると言われています。食事や間食時の飲み物

として高齢者になじみのある緑茶を手軽に提供することができ、カテキンを

効率的に摂っていただくことができます。

茶葉から製品まで一貫したトレーサビリティのもとにつくられた、安心・安全

なお茶です。

■湯のみ１杯（100cc）のお湯または水に、
製品0.5～0.9gを溶かしてお召し上がりください。

【計量の目安】 湯のみ1杯あたり･･･小さじ半分弱（約0.7g）

■標準的な濃度（0.7g/100cc）の場合、
湯のみ１杯に緑茶ポリフェノールが65mg含まれ、
製品1袋（500g）で約700杯分の緑茶がつくれます。

茶殻が出ないインスタントティー



【 県立病院（５００床以上）での導入事例 】 人 数 お湯の量 本製品量

１～８人 ２.０Ｌ １１g

９～１１人 ２.５Ｌ １４g

１２～１４人 ３.０Ｌ １７g

１５～１８人 ３.５Ｌ ２０g

１９～２１人 ４.０Ｌ ２２g

・・・ ・・・ ・・・

３５～３８人 ６.５Ｌ ３６g

３９～４１人 ７.０Ｌ ３９g

４２～４３人 ７.５Ｌ ４２g

ほうじ茶からの切り替えで、
配茶用として入院患者全員に提供
茶こしが不要になり、配茶の作業負担が軽減

１杯１５０ｍｌあたり緑茶ポリフェノールとして
７５ｍｇ摂れる濃度に設定

結果的に、茶葉使用時よりも
お茶代にかかるコストの削減につながった

＜カテキンたっぷりファイバー茶＞

• カテキンたっぷり粉末緑茶
０.７ｇ（小さじ半分弱）

• サンファイバー
６ｇ（大さじ山盛り１杯、
またはスティック１本）

⇒ 水または熱湯１００ｃｃに
溶かしてお飲みください。

カフェインが少ないので、
妊婦さん向けの食事で提供
しています。
お茶としても美味しくいた
だけます。

（岐阜県・クリニック 看護師）

茶殻が出ないので便利！
タンクに入れておいて、
利用者様がいつでも
飲めるように
しています。

（東京都・施設職員）

粉末で簡単に溶けるので
使いやすい！
口臭ケアのために、
お茶寒天ゼリーとして
提供しています。

（兵庫県・施設職員）

お茶寒天ゼリーとして タンクに入れていつでも 妊婦さん向けの食事に

変色せず使いやすい！

給食で提供しています。
以前、茶葉から抽出して
いた時は変色が気に
なりました。これは
変色しないので提供
しやすいです！

カテキンと水溶性食物繊維でスッキリ！

（北海道・施設職員）

（神奈川県・施設 栄養士）

水溶性食物繊維と組み合わせて、
お茶の時間に提供しています。

■

■

■



＊蒸し魚のグリーンソース＊

＊ティミルクセーキ＊

太陽化学株式会社 メディケアグループ

※本製品案内は、当社製品を適正にご使用いただくため、医療･介護従事者の方を対象に作成したものです。一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。

■お召し上がり方
・湯のみ１杯(100cc)のお湯または水に、
製品0.5～0.9gを溶かしてお召し上がり下さい。
お好みに応じて量は調節してください。

・標準的な濃度(0.7g/100cc)の場合、
湯のみ１杯に緑茶ポリフェノールが65mg含まれ、
製品１袋(500g)で約700杯分の緑茶がつくれます。

■使用上の注意
・開封後は、お早めにお飲みください。

監 修： ヘルスプランニング・ムナカタ
食生活アドバイザー 宗像伸子先生
メディア、講演、栄養コンサルタントなどで、生活習慣病の
予防と改善のための食生活アドバイスを発信し続けている。

栄養成分表示
（製品100gあたり）

原材料 デキストリン (国内製造)、緑茶、抹茶
／ビタミンC

内容量 500 g アルミパウチ

保存上の注意 直射日光・高温多湿をさけて保管して
ください。

賞味期限 製造より１年 (未開封)

＊お茶クッキー＊

＊鶏肉のティ揚げ＊

熱湯・冷水に溶けるので、
どんな料理にも活用できます。

エネルギー
炭水化物
たんぱく質
食塩相当量
脂質

364 kcal
85.5 g
6.1 g
0.7 g
0.6 g

材料
鶏もも肉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60g
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.6g
酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3g
小麦粉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9g
カテキンたっぷり粉末緑茶 ・・・・3g
卵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5g
水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g
揚げ油

材料
たら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70g
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.4g
酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3g
バター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3g
小麦粉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3g
牛乳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60g
カテキンたっぷり粉末緑茶 ・・・・2g
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.3g
プチトマト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20g

材料
小麦粉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20g
ベーキングパウダー・・・・・・・・・・0.2g
カテキンたっぷり粉末緑茶・・・・・・3g
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9g
牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5g

材料
卵黄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g
牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200g
カテキンたっぷり粉末緑茶・・・・・・3g
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12g

作り方
① 鶏もも肉にAで下味をつける
② Bで天ぷらの衣をつくる
③ 鶏もも肉を衣につけ、
170度の揚げ油で揚げる

作り方
① Aでホワイトソースをつくる
② 蒸し魚にソースをかける
③ プチトマトを添える

作り方
① バターを練り、砂糖と牛乳を入れ
て混ぜる

② 残りの材料も加えて混ぜる
③ 薄く伸ばして型で焼き、
180度のオーブンで10分焼く

作り方
① 全ての材料をミキサーにかける
② グラスに入れる

エネルギー
タンパク質
塩分
ビタミンA
ビタミンB1

256 kcal
11.3 g
0.7 g
31 μg
0.06 mg

ビタミンB２
カルシウム
亜鉛
鉄

0.13 mg
8 mg
1.1 mg
0.4 mg

エネルギー
タンパク質
塩分
ビタミンA
ビタミンB1

197 kcal
2.0 g
0.2 g
53 μg
0.03 mg

ビタミンB２
カルシウム
亜鉛
鉄

0.02 mg
16 mg
0.1 mg
0.1 mg

エネルギー
タンパク質
塩分
ビタミンA
ビタミンB1

230 kcal
8.4 g
0.2 g

124 μg
0.10 mg

ビタミンB２
カルシウム
亜鉛
鉄

0.35 mg
235 mg
1.2 mg
0.6 mg

エネルギー
タンパク質
塩分
ビタミンA
ビタミンB1

140 kcal
14.9 g
1.0 g
60 μg
0.11 mg

ビタミンB２
カルシウム
亜鉛
鉄

0.17 mg
92 mg
0.6 mg
0.3 mg

A

A

B

ひと足しで肉や魚のニオイ消し
になるので重宝します。

059-328-1249


