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期待膨らむ新生活や日々の暮らしを豊かにするムードを提案 

関西初！ムードペアリングティー「YOU IN」を販売！ 

2022年3月16日～29日の期間、阪急百貨店うめだ本店7F コトコトステージ71に登場 

 

株式会社Gunosy（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：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、2022年3月16日（水）～29日（火）の期

間、阪急百貨店うめだ本店7F コトコトステージ71にて販売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、“ムード(今その瞬間の気分や状

態)” に “ペアリング(向き合い、寄り添い、そして肯定する)”というウェルネス*に基づく新しいお茶のD2C

ブランドです。原料は日本産を中心に世界中から厳選、吟味して300種以上から“前向きになりたい時に“、

“ゆったり過ごしたい夜に“、“甘さがほしい時に“など、全部で9つのムード（味）に寄り添えるブレンドを

作りあげました。 

阪急百貨店うめだ本店7F コトコトステージ71にて開催するイベント「ハピネスデザイニング FOR ME FO

R US」では、“暮らしを元気にするHappy ダイニング！”をテーマに、毎日の生活が楽しくなるユニークな

デザインのアイテムを展開するライフスタイルブランドが集結します。今回「YOU IN」では、日々の暮ら

しの気分に寄り添った9つのムード（味）を試せるギフトラッピング『9-Mood For YOU』を展開するほ

か、新生活へのメッセージとともに贈る3つのムード（味）のティーレターギフトなどを販売いたします。

さらに店頭では、前回渋谷で開催したPOP UPストアでも大好評だった、9種類の茶葉の香りを体験できる

コーナーをご用意。その場でお試しいただいた香りをもとに商品をお選びいただくことも可能です。期待が

膨らむ新生活に向けて、日々の暮らしに寄り添うムードペアリングをぜひこの機会にご体験ください。 

*) 物質的豊かさではなく、心身ともに健やかで満たされた状態を目指す考え方 

期待高まる新生活シーズン！日々の暮らしを豊かにする9つのムードから今の気分を見つけよう！ 



■期間：2022年3月16日（水）～3月29日（火）14日間 

■場所：阪急百貨店うめだ本店 7F コトコトステージ71（https://www.hankyu-dept.co.jp/） 

■特設サイト：https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/h/happinessdesigning/ 

■販売商品 

- ムードペアリングティー9種 

- ARIGATO! For YOU 

- OMEDETO! For YOU 

- 9-Mood For YOU 

 

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

【製品特徴】 

『ARIGATO! For YOU』  

『OMEDETO! 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）、黒豆生姜、大和当帰、カカオハスク、紫蘇 / WA

KI-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） 

 

ハピネスデザイニング FOR ME FOR US 概要 

◇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 / 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 

/ 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』 

【製品特徴】 

「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、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を実現。お客様に飲んでいただくシーンや気分を想像しなが

ら、実現した「お茶」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

長より日本代表/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。 

 

◇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 

× GABA）/ 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）、コースター 

◇原材料：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 / WORK WORK 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）、黒豆、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 / IPP

UKU 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円（税込） 

「YOU IN」 について 



■ 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公式について  

YOU INの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しています。お友達限定クーポンとし

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Twitter：https://twitter.com/youin_jp?s=20 

◇公式note：https://note.com/youin 

 

 

◇オンラインギフトサービスを展開する「giftee」と「Anny」にてYOU INの取り扱いが開始！ 

オンラインで手軽にギフトを贈ることができるサービス「giftee」と

住所を知らなくてもSNSで気軽に贈れる「Anny」にて、「YOU IN」

の取り扱いを開始いたしました。直接会えなくても、思い立ったらす

ぐに贈ることができるオンラインギフトサービスで、家族や友人、大

切な人へ、日頃の感謝とともにちょっと特別なギフト体験をプレゼン

トしてみてはいかがでしょうか。 

 

◇giftee：https://giftee.com/brands/971 

◇Anny ：https://anny.gift/stores/481/  

 

■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）、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 

QRコード 

https://tearoom.co.jp/
https://lin.ee/lnnLfFf
https://youin.jp/
https://www.instagram.com/youin.jp/
https://twitter.com/youin_jp?s=20
https://note.com/youin
mailto:pr@gunosy.com

