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気持ちを伝える“ティーレターギフト”が「YOU IN」に新登場︕

『OMEDETO! For YOU』『ARIGATO! For YOU』メッセージカード付き
2021年12⽉1⽇（⽔）公式サイト/LINEギフトで販売開始
〜ギフトラッピング「9-Mood For YOU」同時発売 インスタグラムキャンペーンもスタート〜
株式会社Gunosy（本社︓東京都渋⾕区、代表取締役社⻑︓⽵⾕祐哉、以下 Gunosy）が展開する気分やシーンに合わ
せて選べるムードペアリングティー「YOU IN」は、⻑引くコロナ禍で会う機会が減ってしまった“⼤切な⽅へ気持ちを
伝える”カジュアルギフトの販売を2021年12⽉1⽇（⽔）より開始します。

ティーレターギフト『OMEDETO! For YOU』『ARIGATO! For YOU』

ギフトラッピング「9-Mood For YOU」

「YOU IN」公式販売サイト https://youin.jp/shop/products
LINEギフト販売サイト https://mall.line.me/sb/youin
YOU INでほっとするひとときを。コロナ禍だからこそ⼤切にしたい「⼈とのつながり」
新型コロナウィルス感染症により私たちの⽣活様式は⼤きく変わり、⼈と会いづらい状況が今なお続いています。誕⽣
⽇やクリスマスなどのイベントごとでも会いづらい時だからこそ「⼤切なあの⼈に気持ちを伝えたい」。そんなご要望
に応えて誕⽣したのが、⼼温まる⼿紙を添えて贈るYOU INならではのレターギフトです。『ARIGATO! For YOU』
（ありがとう）『OMEDETO! For YOU』（おめでとう）の「ティーレターギフト」はそれぞれの気持ちを込めた3種類
のムードをセレクトしました。公式販売サイト限定で想いを伝えるメッセージカードを贈れるオプションサービスもぜ
ひご利⽤ください。また、９つの味をすべてを楽しむことができる「9-Mood For YOU」では、ギフトラッピングもご
⽤意いたしました。この時期クリスマスギフトとしてのご利⽤もおすすめです。購⼊は公式サイトに加え、新たにLINE
ギフトもスタート。さらに、どなたでもご参加いただける『贈ろうTHANK YOU INキャンペーン』をインスタグラムで
12⽉1⽇（⽔）〜14⽇（⽕）まで開催いたします。まもなく迎えるホリデーシーズンに向けて、⾃分へのご褒美はもち
ろんお世話になった⼤切な⽅へ、YOU INのギフトをぜひご利⽤ください。

■ティーレターギフト『OMEDETO! For YOU』『ARIGATO! For YOU』
⼤切な⼈へ3つのムード（味）とともにメッセージを伝えることができるギフトセットです。

【製品特徴】

公式販売サイト限定 メッセージカード

『ARIGATO! For YOU』
◇⽤途︓いつもお世話になっている⼈や友⼈にちょっとしたお礼を伝えるシーンでご利⽤ください。
◇内容︓IPPUKU（煎茶 × アールグレイ）/ OFF SNS（ほうじ茶 × ジンジャー）/ WAKI-AI-AI（ジャスミン × GABA）
◇原材料名︓IPPUKU 緑茶（⽇本）⾹料 / OFF SNS ほうじ茶（⽇本）、⿊⾖⽣姜、⼤和当帰、カカオハスク、紫蘇 /
WAKI-AI-AI 緑茶（⽇本）、ゆず ⾹料
◇内容量︓2.5g × 3包

◇保存⽅法︓⾼温・多湿の場所を避けて保存してください

◇価格︓1,296円（税込）

『OMEDETO! For YOU』
◇⽤途︓なかなか会えない友⼈へのお祝いを伝えたいシーンでご利⽤ください。
◇内容︓SLOW NIGHT（カモミール × アップル）/ LOVE YOUR BODY（ルイボス × ローズヒップ）/
IKI-YO-YO!（チャイ × シナモン）
◇原材料名︓SLOW NIGHT りんご（⽇本）、カモミール、フェンネルシード、リコリス、アニス、カルダモン、⽣姜 ⾹料 / LO
VE YOUR BODY グリーンルイボス（南アフリカ）、りんご、ハニーブッシュ、ハイビスカス、ローズヒップ ⾹料 /
IKI-YO-YO! 紅茶（インド）、シナモンスティック、⽣姜、フェンネルシード、カルダモン ⾹料
◇内容量︓2.5g×3包

◇保存⽅法︓⾼温・多湿の場所を避けて保存してください

◇価格︓1,296円（税込）

■ギフトラッピング『9-Mood For YOU』
9つのムード（味）を気軽に試せるセット。クリスマスなどのギフトにも最適です。

【製品特徴】
◇内容︓IKI-YO-YO!（チャイ × シナモン）/ WORK WORK（スペアミント × オレンジフラワー）/ OFF SNS（ほうじ茶 × ジン
ジャー）/SLOW NIGHT（カモミール × アップル）/ IPPUKU（煎茶 × アールグレイ）/ WAKI-AI-AI（ジャスミン × GA
BA）/ COOL DOWN（レモングラス × ジュニパー）/SKIP DESSERT（紅茶 × カカオ）/ LOVE YOUR BODY（ルイボス
× ローズヒップ）
◇原材料名︓
■ IKI-YO-YO!
紅茶（インド）、シナモンスティック、⽣姜、フェンネルシード、カルダモン/⾹料
■ WORK WORK
スペアミント（エジプト）、オレンジフラワー、ローズマリー/⾹料
■ OFF SNS
ほうじ茶（⽇本）、⿊⾖、⽣姜、⼤和当帰、カカオハスク、紫蘇
■ SLOW NIGHT
りんご（⽇本）、カモミール、フェンネルシード、リコリス、アニス、カルダモン、⽣姜/⾹料
■ IPPUKU
緑茶（⽇本）/⾹料
■ WAKI-AI-AI
緑茶（⽇本）、ゆず/⾹料
■ COOL DOWN
ジュニパーベリー（北マケドニア）、レモングラス、オレンジピール、レモンバーベナ、ペパーミント
■ SKIP DESSERT
紅茶（インド）、シナモンカシア、カカオニブ、スペアミント、カカオハスク、マロウフラワー、レモンバーム/⾹料
■ LOVE YOUR BODY
グリーンルイボス（南アフリカ）、りんご、ハニーブッシュ、ハイビスカス、ローズヒップ /⾹料
◇内容量︓2.5g×9包

◇保存⽅法︓⾼温・多湿の場所を避けて保存してください

◇価格︓￥3,190（税・送料込）

【購⼊先】

◇公式サイト https://youin.jp/shop/products
◇LINEギフト https://mall.line.me/sb/youin
※LINEギフトとは
「LINEギフト」は、「LINE」のトークを通じて友だちとギフトを贈り合うことができるコミュニケーションサービス
で、LINEの友だちであれば、住所などの登録なしで、LINE上で簡単にギフトを贈ることが可能です。

リリースを記念してインスタグラムで「贈ろう THANK YOU IN」キャンペーン開催
街中がクリスマスムードになり、そして2021年も残りわずか。
そこで2021年お世話になった⼈に気持ちを伝える『贈ろうTHA
NK YOU INキャンペーン』を実施いたします。なかなか会えな
い⼤切なあの⼈に、2021年お世話になったあの⼈に、ぜひこの
機会に「ありがとう」「おめでとう」の気持ちを込めてティーレ
ターギフトを贈ってみませんか。

【プレゼント内容】
■A賞（3組6名ずつ）

ティーレターギフト『OMEDETO! For YOU』（コースター付
き）もしくは『ARIGATO! For YOU』（コースター付き）の2つ
1組
■B賞（25名）
ブランドサイトで使える、20%OFF限定クーポン

【応募期間】

■2021年12⽉1⽇（⽔）〜14⽇（⽕）23:59まで

【応募⽅法】

1）「 @youin.jp 」のアカウントをフォロー
2）フィードに投稿されたキャンペーンの画像の中で、⾃分が伝えたいシーンの画像を選び、投稿下の紙⾶⾏機ボタン
を押し、「ストーリーズに投稿を追加」を選択
3）「 @youin.jp 」をタグ付けして、ストーリーズにシェア
※タグ付けがない場合、応募に気付くことができないため必ずタグ付けをお願いします
※鍵アカウントの⽅はストーリーズにシェアしたスクリーンショットをDMに送付いただければ応募完了となります。

【注意事項】

・本キャンペーンの参加によりユーザーに⽣じた、なりすましアカウントによる被害についてはいかなる責任も負いません。
・プレゼント当選の権利は、当選者様本⼈に限ります。第三者への譲渡・転売・質⼊等はできません。
・本キャンペーンは、Instagramが⽀援、承認、運営、関与するものではありません。
・本キャンペーンは、予告なく変更・中⽌する場合がございます。
・本キャンペーンへの応募、当選、配送商品その他⼀切に関して何らかの損害が⽣じたとしても、当社は責任を負いません。

【結果発表】

当選発表は、当選者の⽅にのみDMにて連絡させていただきます。
2021年12⽉15⽇（⽔）に、YOU IN公式Instagramアカウント（@youin.jp）からDMにてご連絡いたします。

「YOU IN」 について
「YOU IN」は、気分に合わせてお茶を選ぶ“ムードペアリングティー”という新ジャンルのお茶です。開発にあたり、裏
千家茶道家 岩本宗涼⽒を監修に迎え、お客様に飲んでいただくシーンや気分を想像しながら９つのムードに最⼤限寄り
添えるブレンドを追究し、300種類以上の原料やブレンドを吟味。そうして⾃信を持
ってお届けできる「お茶」が完成しました。原料は、⽇本産を中⼼に世界中から厳選
し、天然原料をベースにしたフレーバリングで⾃然な⾹りです。お湯を注いだその瞬
間から最後の⼀滴まで、⼼ゆくまでお楽しみ下さい。

監修︓岩本宗涼 / 株式会社TeaRoom代表取締役

茶道家。裏千家での茶歴は14年を超え、現在は株式会社TeaRoom代表取締役を務め
る。サステナブルな⽣産体制や茶業界の構造的課題に対して向き合うべく、静岡⼤河
内地域に⽇本茶⼯場を承継。⼀般社団法⼈お茶協会が主催するTeaAmbassadorコン
テストにて⾨川京都市⻑より⽇本代表/Mr.TEAに任命されるなど、「茶の湯⽂化 ×
⽇本茶産業」の切り⼝で活動中。

■ 株式会社TeaRoom

2018年の創業より静岡⼤河内地域に⽇本茶⼯場を承継。サステナブルな⽣産体制や茶業界の構造的課題に対して向き合
うべく、2020年には農地所有適格法⼈の株式会社THE CRAFT FARMを設⽴。サプライチェーンの上流から販売までを
⼀貫して担うことで、循環経済を意識した⽣産・⽇本茶の製法をもとにした嗜好品の開発及び販売・茶の湯関連の事業
プロデュースなど、東京を中⼼に新しいお茶の需要創造を展開している。https://tearoom.co.jp/

◇LINE公式アカウント開設について

YOU INでは現在インスタグラムやnoteを初め、SNSを中⼼に情報発信を⾏ってきました。
そしてこの度、LINE公式アカウントも新たに開設することになりました。LINE公式アカウントで
は、お友達限定のクーポンや、ムードペアリングを更にお楽しみいただけるコツなどのコンテンツを
お届けいたします。お友達限定クーポン第⼀弾として、初回限定10%OFFクーポンを配布中です。
LINE公式アカウント︓https://lin.ee/lnnLfFf
◇「YOU IN」公式サイト︓https://youin.jp/
◇公式Instagram︓@youin.jp https://www.instagram.com/youin.jp/
◇公式note︓https://note.com/youin

QRコード

■Gunosy 会社概要

Gunosyは「情報を世界中の⼈に最適に届ける」を企業理念に掲げ、情報キュレーションアプリ「グノシー」、KDDI株
式会社と共同で提供する、ポータルアプリ「auサービスToday」、ニュース配信アプリ「ニュースパス」、⼥性向け総
合情報アプリ「LUCRA（ルクラ）」等のメディアの開発・運営をしています。また、これらのメディアを通じたメディ
ア事業のほか、「Gunosy Ads」等のアドテク事業も⾏っています。
会社名︓株式会社Gunosy
所在地︓東京都渋⾕区渋⾕2-24-12
企業理念︓「情報を世界中の⼈に最適に届ける」
事業内容︓情報キュレーションサービスその他メディア開発及び運営
提供サービス︓グノシー、auサービスToday、ニュースパス、LUCRA（ルクラ）、グノシースポーツ、オトクル
【本件に関するお問合せ先】
株式会社Gunosy 広報担当

E-MAIL︓pr@gunosy.com

