
 

 
 

                                                             ㈱日比谷花壇 
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 2015 年 7 月 30 日 

 

日比谷花壇、フローラルハーブを配合した 
ブレンドハーブティー「セッチエム ジュール」を 8月 2日（日）に発売 

毎日忙しい女性に一週間をより元気により美しく過ごしてほしい 

 
株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島浩彰）は、フローラルハーブを配合したブレンドハーブ
ティー『セッチエム ジュール』（7éme jour）シリーズ〔初回発売は8種類（ティーバッグタイプ、2g×14包入り）〕を商品開発
し、8 月 2 日（日）の「ハーブの日」から小売*及び卸販売を開始します。（小売販売での取扱い商品・販売店舗は別紙 2 を参照） 

 
『セッチエム ジュール』は、フランス語で 7 日目という意味で、毎日
忙しい女性に 1 週間をより元気により美しく過ごしてほしいという想
いから、1 週間の女性の過ごし方をテーマに、曜日ごとに提案する、
フローラルハーブを配合したブレンドハーブティー**です。 
 
種類は、『セッチエム ジュール「ランディ 月曜日」』から『セッチエ
ム ジュール「ディマンシュ 日曜日」』までの 7 種類と、7 種類全
てを味わえるアソートセット『セッチエム ジュール「メランジュ ア
ソート」』の計 8 種類です。（商品概要は別紙 1 参照）ライフスタイルに
合わせて選ぶことができ、ブレンドティーの色、香味、香りを楽し
んでいただくことができます。 
 
花の力を通じて、身体の中から美しく、元気をお届けしたい、毎日
の生活で新しい花のある暮らしを楽しんでほしいという想いから、
当社の女性の企画チームでプロデュースした、女性による女性の
ためのオリジナルブレンドハーブティーです。 
 
日々の暮らしにはもちろん、クリスマス、ホワイトデー、母の日、誕生日などギフトや、手土産などのプチギフトとして、ま
た家族や友達などと楽しむシーンへも提案を行っていくほか、『セッチエム ジュール』シリーズの販売によって、花の魅
力を活かした新しいティーライフの提案を行っていきます。 

 
フローラルハーブを配合したブレンドハーブティー『セッチエム ジュール』のこだわり 
 
1.ブレンドティーの原料に、花のハーブを配合** 
2.自然の力で育てられた食用ハーブを使用。 
3.香料は一切使用せず、これまでにない自然な香りへのこだわりを実現 
4.花を感じる華やかなパッケージデザイン。中ふたを重ねると花が咲くパッケージとなっ
ています。 
 
＊小売販売では、当面『セッチエム ジュール「メランジュ アソート」』のみの販売となり
ます。詳細は別紙 2 を参照ください。 
＊＊『セッチエム ジュール「ディマンシュ 日曜日」』のみ、花のハーブは配合していま
せん。 
 
 
 

 
本商品の取扱いに関する法人からのお問合せ 

（株）日比谷花壇 法人事業部 新規事業開発グループ  TEL092-282-2886 
 
 

■株式会社日比谷花壇について 
1872 年創業、1950 年に東京・日比谷公園店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国に約 180 店舗を展開。フラワーディスプレ
イ、フラワーギフトの企画・制作・販売、装花を伴うイベントのプロデュース等を行い、花とみどり溢れるライフスタイルを提案しています。今後
もさまざまな日常の生活のシーンの中に、花とみどりのある生活文化を創造していきます。 
 
 

 

 

 

 

 

News Release 

 

http://www.hibiya.co.jp/eco/index.html


 

（株）日比谷花壇 
商品概要 

シリーズ名： ブレンドハーブティー『セッチエム ジュール』（7éme jour） 

種類：  8 種類  
*日比谷花壇の店舗での小売販売は当面『セッチエム ジュール「メランジュ アソート」』1 種類のみの販売となります。 

小売価格など小売販売の詳細は別紙 2 を参照ください。 

内容量：  28g（2g×14 包入り） ＊ティーバッグタイプ 

箱サイズ： 幅 8.05cm×高さ 10.10cm×奥行き 8.05cm 

個包装サイズ： 幅 8.00cm×高さ 10.00cm 

賞味期限： 製造日より 2 年 

商品詳細： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 1 

 

 

商品名 セッチエム ジュール
「ランディ 月曜日」

セッチエム ジュール
「マルディ　火曜日」

セッチエム ジュール
「メルクルディ　水曜日」

セッチエム ジュール
「ジュディ　木曜日」

テーマ ビューティー クリアー  リラックス フェミニン

☆ノンカフェイン ☆ノンカフェイン ☆ノンカフェイン

配合している花の
ハーブ

ハイビスカス マローブルー ラベンダー カモミール

商品説明 美へのこだわり。キレイが気になる
1週間のはじまりに。大地の恵み
たっぷりのルイボス＆ハイビスカス
＆ローズヒップ＆シナモンのルビー
色の甘酸っぱいビューティーブレン

ド。

憧れのスマートスタイル。外食や甘
いものが続いたかなと思ったら。希
少な国産の烏龍茶（青茶）＆魅力
的な青い花のマローブルーの高貴
な香りとふくよかなコク味の飲みや

すいクリアーブレンド。

おだやかでゆったりとした気分、ぽ
かぽか温まりたい夜に。紫色の癒
しの花ラベンダー＆甘い蜂蜜のよう
な香りのハニーブッシュのリラック
スブレンド。

デリケートな女性らしさを応援。優
しい笑顔でいたいときに。甘いりん
ごの香りのカモミール＆ほのかな
レモンの香りの優しいフェミニンブ
レンド。

ブレンド内容 有機ルイボス、有機ハイビスカス、
ローズヒップ、ローズマリー、シナ
モン

有機烏龍茶、マルベリーリーフ、
カッシアシード、リコリス、有機マロ
ウブルー

有機ハニーブッシュ、有機バジル、
ジンジャー、ラベンダー、リコリス

有機ルイボス、ローズヒップ、
ジャーマンカモミール、レモンバー
ム、マルベリーリーフ

商品名 セッチエム ジュール
「ヴァンドゥルディ　金曜日」

セッチエム ジュール
「サムディ　土曜日」

セッチエム ジュール
「ディマンシュ　日曜日」

セッチエム ジュール
「メランジュ　アソート」

テーマ ラブ パワー リフレッシュ

☆ノンカフェイン

配合している花の

ハーブ
ローズピンク マリーゴールド ―

商品説明 甘い香りに包まれた愛にあふれた
至福のときに。美の女神の花ピンク
ローズの優雅で華やかな香り＆ハ

ニーの幸せな香りのラブブレンド。

頑張る自分へのプチギフト。元気
にすごしたい週末に。オレンジ色が
美しい太陽の花マリーゴールドと

ほっこり甘い香味の和紅茶＆生姜
のスパイシー＆フルーティーなパ
ワーブレンド。

大自然の中で深呼吸、キモチを
チェンジしたい朝に。爽やかな香り
のレモングラス＆ミントと日本伝統

製法の釜炒り緑茶の清涼感あふれ
るリフレッシュブレンド。

「ランディ 月曜日」から「ディマン
シュ　日曜日」までの7種類のブレ
ンドハーブティーが2包ずつ入った

アソートです。

ブレンド内容 有機ハニーブッシュ、ローズヒッ
プ、ローズピンク、リコリス

紅茶、ジンジャー、リコリス、有機マ
リーゴールド、有機オレンジピール

レモングラス、ローズヒップ、有機
釜炒り緑茶、有機スペアミント、有

機オレンジピール

写真左：『セッチエム ジュール』シリーズ 8 種類   写真右：中ふた重ねると花が咲くパッケージデザインに。 

＊『セッチエム ジュール』シリーズは、日比谷花壇のデザインディレクションブランド「ifeel」による商品シリーズです。 
「ifeel」は、旬の花やこだわりをデザインすることで、「こころの豊かさ」をさまざまなディレクションで提案するブランドです。  



（株）日比谷花壇 

 

小売販売の概要 

販売開始日： 8 月 2 日（日） 

展開商品： 『セッチエム ジュール「メランジュ アソート」』 

  ＊当面は、以下の日比谷花壇の店舗では上記 1 種類のみの取り扱いとなります。 

順次取扱いの種類を増やしていきます。 

小売価格： 税込 1,080 円 [本体価格 1,000 円] 

内容量：  28g（2g×14 包入り） ＊ティーバッグタイプ 

商品詳細： 別紙 1 の商品詳細を参照ください。 

 

展開店舗： 

■日比谷花壇 日比谷公園店 

（住所：千代田区日比谷公園 1-1 電話番号：  0120-390870） 

■日比谷花壇 日比谷シティ店 

 （住所：千代田区内幸町 2-2-3 日比谷国際ビル 1 階 電話番号：0120-188737） 

■日比谷花壇 大手町ファーストスクエア店 

 （住所：千代田区大手町 1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー1F 電話番号：03-3283-1487） 

 

日比谷花壇店舗情報  http://www.hibiyakadan.com/shop/ 

 

以上 

別 紙 2 

 

http://www.hibiyakadan.com/shop/

