
ルイボス、自然が作る飲み物
ルイボスの樹（アスパラサス・リネアリス）は、一般的には「フ
ィンボス」として知られている、ケープ植物区の一部を成し
ています。 この豆のなる灌木は200以上の種が属するマメ科
の植物で、クランウィリアム（Clanwilliam) 近辺のセダーバ
ーグ (Cederberg) 山脈地域を原産地としています。

岩肌の峰、きれいな空気、そして澄んだ渓流があるこの地
が、この健康を促進するユニークな植物に最適な環境を提
供しているのです。 ルイボスと同様に、この山地にあるルイ
ボスの故郷も特別な場所で、約6,000年前もの昔には、洞窟
の壁に岩絵を残していったサン族の人々の声がここでこだ
ましていました。

ルイボスは単なるお茶ではなく、医学的な研究からは多く
の効果が見いだされ始めています。 これまでの発見からは、
このお茶には、日常生活のストレスを解消する効果がある
ことが示されています。 豊富な抗酸化物質を含んでおり、カ
フェイン、添加物、保存料、着色料が一切含まれていない天
然製品ですが、それだけではなく、ルイボスには痙攣防止、
抗がん、そして抗アレルギーの成分など、他の数多くの利点
も含まれています。

19世紀が始まった頃には、地元の人々は日常生活の一部と
して野生のルイボスを収穫していました。 葉と細い茎は斧で
裁断され、その後に発酵させるために山積みにされていまし
た。 発酵した葉と細い茎が、熱いアフリカの太陽の下で乾燥
されると、渇きを潤す飲み物となる準備が整います。 ルイボ
スは今でもほとんど同じ過程で加工されていますが、もちろ
ん現在の方法は機械化され、より洗練されています。

ルイボスの商業的な可能性は、ロシアからの移民であった
ベンジャミン・ギンズバーグによって、1904年に初めて気づか
れました。 何世代にも渡る茶商人の子孫であったギンズバ
ーグには、この地域に存在する花の王国と荘厳な峰々以外の

「セダーバーグの秘密」を世界に紹介できる、背景と経験が
ありました。

1930年までには、地元の医師であり熱心な植物研究者でも
あったP・ル・フラス・ノルキヤー博士が、ルイボスの種を発芽
させる秘密を発見していました。 商業農家であったオロフ・
バーグと共に、彼は新しい栽培方法を開発し、セダーバーグ
山脈のスロープに沿って広がる、非常に大規模なルイボス生
産がすぐに始まりました。 ここは今でも、ルイボスが生息する
世界唯一の場所です。

1954年には、マーケティングを規制し、品質管理を向上す
るためのルイボス管理公社が設立されました。 この公社は
1993年に民営化され、ルイボス・リミテッド社が設立されまし
た。

ルイボス・リミテッド社は、この人気商品の増え続ける需要
に応えるために、配送ネットワークを世界中に築き、今では
日本、中国、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、イギリス、アメリカ、
環太平洋地域、そしてアフリカに渡る、様々な国々でお求め
いただけます。

世界市場との取引を通して、ルイボス・リミテッド社は、ブレ
ンディング用の様々な原料とエキスから、フレーバー付きの
ルイボス、ハニーブッシュ、未発酵（グリーン）ルイボス、そして
ハーブ・ブレンドのパック製品まで、アフリカの当地域特有の
製品をより幅広いレンジで供給できる機会を見出してきまし
た。

住所: PO Box 64, Clanwilliam, 8135, Western Cape, South Africa
電話:+27 27 482 2155• Fax: +27 27 482 1844
Eメール: info@rooibosltd.co.za
www.rooibosltd.co.za
www.shoprooibos.com

ルイボスがあなたのためにできること
•  添加物、保存料、着色料は一切含まれていないので、ルイボスは完全

に混じりけの無い天然製品です。

•  ルイボスは天然のノンカフェイン製品で、中枢神経系を癒す効果を有
しています。 従って、ルイボスは不快感、頭痛、睡眠障害、不眠症、神経
緊張、軽いうつ病、そして高血圧などにお悩みの方にお勧めです。

•  吐き気、嘔吐、胸やけ、胃潰瘍、そして便秘などの胃と消化系の問題
も、ノンカフェインのルイボスを呑むことで軽減されることもありま
す。

•  ルイボスには抗けいれん成分が含まれており、乳児から成人までの
胃けいれん、疝痛、そして消化系の不快感を緩和させるためにもお飲
みいただけます。

•  ルイボスには、花粉症やぜんそくなどのアレルギー反応を軽減させ
る、抗アレルギー成分も含まれています。

•  ルイボスには、身体の天然効力を弱め、早期の老化や免疫システム
の弱体化、そして様々な病の発病に繋がるフリーラジカル（通常の細
胞機能の副産物）に対抗する、パワフルな抗酸化物質が含まれていま
す。

•  ルイボスには抗発がん性成分が含まれています。

•  ルイボスは肌を癒す効果を有しており、患部に直接塗ればかゆみ、湿
疹、おむつかぶれ、ニキビなどの肌の不快感が軽減されます。 

•  ルイボスには、天然で栄養価のない甘味が含まれているので、やせる
ためのダイエットをしている方々に最適です。

•  タンニンの含有量が低いので、ルイボスは体内への鉄分摂取を妨げ
ません。

•  ルイボスは、代謝機能と強い歯と骨の発育に必須となる、一日に必
要とされる数種のミネラル（マグネシウム、カリウム、銅、マンガン、フッ
化物など）を補完します。

•  ルイボスには、健康な肌を促進する、亜鉛とアルファ・ヒドロキシ酸が
含まれています。

•  ルイボスに含まれているシュウ酸ルイボスに含まれているシュウ酸は
非常に少量なので、腎臓結石を患われている方にも安心してお飲み
いただけます。

•  最新の製品情報、科学的な研究結果、ルイボスのレシピについては、
弊社のウェブサイト www.rooibosltd.co.zaをご覧ください。
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健康

ルイボスが有する、多くの健康上の利点
に関する医学的な発見は、まだ始まっ
たばかりです。 豊富な抗酸化物質を含
んでおり、カフェイン、添加物、保存料、
着色料が一切含まれていない天然製品
ですが、それだけではなく、ルイボスに
はさらに、人々の生活の質を向上させ
る数多くの利点も含まれています。

ストレス、不安、そしてそれらに関係す
る病気

多くの肉体的な病気に対して、ストレス
や不安は、それが病状の直接的な原因
ではなくても、病状を悪化させることは
明らかです。

•  ルイボスは天然のノンカフェイン製
品なので、中枢神経系を癒す効果
があります。 神経緊張、軽いうつ病、
高血圧症、頭痛、または睡眠障害な
どにお悩みの方には特にお勧めで
す。

•  ルイボスにはカフェインが含まれて
いないので、就寝前の飲み物として
最適です。

•  ルイボスに含まれているシュウ酸は
非常に少量なので、腎臓結石を患
われている方にも安心してお飲み
いただけます。

•  湿疹やニキビなどの皮膚の問題も、
ルイボスを患部に直接塗れば、著し
く緩和されます。 化粧品業界では、
肌の外観改善に役立つ天然添加物
として、ルイボスを皮膚用製品に使
用する傾向が高まっています。

•  ルイボスは、不眠症、けいれん、便
秘、そして花粉症やぜんそくなどの
アレルギー反応も、顕著に軽減させ
ることが分かっています。 このこと
から、ルイボスはお茶やコーヒーの
最良の代替品となり、肉体的な不快
感からパフォーマンスと集中力が損

しみいただけ、カロリーを制限したダイ
エットに取り組まなければならない人
には、最適な飲み物になります。

万能なルイボス

ルイボスは簡単に準備でき、ホットでも
アイスでもお楽しみいただけます。 タン
ニンの含有量が低いので、あまり苦くな
く、砂糖やハチミツを入れても入れなく
ても美味しくお飲みいただけます。 ホッ
トドリンクとしては、そのままでも、ミル
クやレモンを入れてもお楽しみいただ
けます。

甘くしても、フルーツジュースとミックス
しても、ルイボスは素晴らしいアイスドリ
ンクにもなります。 ルイボスにシャンペ
ンか赤ワインを加えれば、ユニークなカ
クテルやパンチが出来上がります。

ルイボスを使ったメニュー

原則として、レシピ上の水分はルイボス
ティーで代用することができ、料理に色
とフレーバーを加えることができます。 
ルイボスは天然の食肉軟化剤にもなる
ので、マリネの漬け汁やスープやシチュ
ーのベースにも最適です。 弊社のウェ
ブサイト www.rooiboltd.co.za で、ルイ
ボスを使用した様々なレシピをご覧い
ただけます。

栄養成分情報

栄養士は、たんぱく質、炭水化物、そし
て脂肪分の三つの基礎食品グループか
ら、毎日の食事を選ぶことを勧めていま
す。 これらがバランスのとれた食事の基
礎となり、共に少なくともグラスで一日
六杯から八杯分の十分な水分を摂取す
ることが勧められます。

ルイボスには有害な添加物は一切含ま
れていないので、これら一日に摂取する
水分の全て、または一部とすることがで
きます。 さらに、含まれているミネラル、
ポリフェノール、そして抗酸化物質は、
肌、歯、骨、代謝過程の健康維持に役立
ちます。

•  ルイボス・リミテッド社は、確立された企業であ
り、1954年から信頼を得てきたサプライヤーです。

•  弊社は、世界市場の60%を有している、マーケット・
リーダーです。

•  弊社には、140以上の契約農家基盤があります。

•  大規模の収穫基盤と独自のブレンディング・システ
ムが、安定的な高品質製品を保証します。

•  弊社の継続的供給保証は、棚卸資産評価引当金
制度から成り立っています。

•  短い生産リードタイムと世界中に戦略的に配置さ
れた倉庫設備が、納期通りの納品を確証します。

•　 広範に渡る製品レンジで、お客様の特定の需要にも
お応えします。

•  ルイボス・リミテッド社は、継続的な製品の研究と
開発を実行しており、新製品の機会には革新的な
アプローチでのぞみます。

•  全てをまかなうことができるワンストップ・ショップ
体制で、お客様の特定の需要にお応えするために、
広範に渡る製品レンジを提供します。 製品には、ル
イボス、グリーンルイボス、そしてハニーブッシュな
どがあり、それぞれをバルク、ティーバッグ、パウチ、
インスタント、または液状のエキスで提供していま
す。ほとんどの製品は、標準品かオーガニック品の
どちらかをお選びいただけます。

•  ルイボス・リミテッド社の工場は、FSSC22000認証
を取得しております。

•  認証: オーガニック (エコサート、NOP、JAS)、コーシ
ャ、ハラール、フェアトレード、レインフォレスト・アラ
イアンス、ハートマーク。 

•  業務範囲には、ブレンディング、フレーバーリング、
契約パッキング、抽出、そしてバルク・パッキングな
ども含まれます。

幅広い標準製品レンジを取り揃えておりますが、ル
イボス・リミテッド社はお客様とのパートナーシップ
を通して継続的に新商品を開発することで、常に変
わり続ける世界中の消費者市場の様々なニーズに
応えることに努めます。

なわれてしまうこともあるようなオ
フィス環境には特に最適です。

妊娠と児童保育

•  ルイボスは、妊娠時と授乳時の鉄分
枯渇の予防に非常に効果的です。 
普通のお茶に含まれているタンニ
ンは鉄の吸収を妨げ、カフェインを
含む飲み物は、吐き気と胸やけとい
う、妊娠時に最も一般的な二つの
不快感を悪化させます。 ルイボスに
はこれらのような欠点がなく、一日
中お楽しみいただけます。

•  ルイボスには抗けいれん成分も含
まれているので、疝痛やけいれんな
ど、幼児の一般的な病気を軽減させ
る製品としても知られています。 ベ
ビーフードの補助にもなり、強い歯
と骨の発達に不可欠なカルシウム、
マンガン、そしてフッ化物の一日摂
取量を増加させます。 おむつの交換
時に直接塗れば、おむつかぶれの
不快感を緩和します。

上手な加齢

•  老化の原因に関する研究は、通常
な細胞機能の副産物として私たち
の体から生成される複合物、フリー
ラジカルの増加が早期老化に繋が
ることを指摘しています。 フリーラ
ジカルは健康な細胞を攻撃し、その
ダメージが重なることが、免疫シス
テムの減退と老化に繋がります。

•  ルイボスに含まれている抗酸化物
質は、フリーラジカルを掃除し、ダメ
ージを制限します。

低キロジュール (低カロリー) ダイエッ
ト

ルイボスには、天然で栄養価のない甘
味が含まれているので、少しのカロリー
をも加えることなく一日中お楽しみいた
だけます。 タンニンの含有量が低いの
で、砂糖やハチミツを加えなくてもお楽

ルイボス・リミテッド社が世界中から求められ
るサプライヤーである理由

健康

ルイボスが有する、多くの健康上の利点
に関する医学的な発見は、まだ始まっ
たばかりです。 豊富な抗酸化物質を含
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があります。 神経緊張、軽いうつ病、
高血圧症、頭痛、または睡眠障害な
どにお悩みの方には特にお勧めで
す。

•  ルイボスにはカフェインが含まれて
いないので、就寝前の飲み物として
最適です。

•  ルイボスに含まれているシュウ酸は
非常に少量なので、腎臓結石を患
われている方にも安心してお飲み
いただけます。

•  湿疹やニキビなどの皮膚の問題も、
ルイボスを患部に直接塗れば、著し
く緩和されます。 化粧品業界では、
肌の外観改善に役立つ天然添加物
として、ルイボスを皮膚用製品に使
用する傾向が高まっています。

•  ルイボスは、不眠症、けいれん、便
秘、そして花粉症やぜんそくなどの
アレルギー反応も、顕著に軽減させ
ることが分かっています。 このこと
から、ルイボスはお茶やコーヒーの
最良の代替品となり、肉体的な不快
感からパフォーマンスと集中力が損

しみいただけ、カロリーを制限したダイ
エットに取り組まなければならない人
には、最適な飲み物になります。
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アイスでもお楽しみいただけます。 タン
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けます。

甘くしても、フルーツジュースとミックス
しても、ルイボスは素晴らしいアイスドリ
ンクにもなります。 ルイボスにシャンペ
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お応えします。

•  ルイボス・リミテッド社は、継続的な製品の研究と
開発を実行しており、新製品の機会には革新的な
アプローチでのぞみます。

•  全てをまかなうことができるワンストップ・ショップ
体制で、お客様の特定の需要にお応えするために、
広範に渡る製品レンジを提供します。 製品には、ル
イボス、グリーンルイボス、そしてハニーブッシュな
どがあり、それぞれをバルク、ティーバッグ、パウチ、
インスタント、または液状のエキスで提供していま
す。ほとんどの製品は、標準品かオーガニック品の
どちらかをお選びいただけます。

•  ルイボス・リミテッド社の工場は、FSSC22000認証
を取得しております。

•  認証: オーガニック (エコサート、NOP、JAS)、コーシ
ャ、ハラール、フェアトレード、レインフォレスト・アラ
イアンス、ハートマーク。 

•  業務範囲には、ブレンディング、フレーバーリング、
契約パッキング、抽出、そしてバルク・パッキングな
ども含まれます。

幅広い標準製品レンジを取り揃えておりますが、ル
イボス・リミテッド社はお客様とのパートナーシップ
を通して継続的に新商品を開発することで、常に変
わり続ける世界中の消費者市場の様々なニーズに
応えることに努めます。

なわれてしまうこともあるようなオ
フィス環境には特に最適です。

妊娠と児童保育

•  ルイボスは、妊娠時と授乳時の鉄分
枯渇の予防に非常に効果的です。 
普通のお茶に含まれているタンニ
ンは鉄の吸収を妨げ、カフェインを
含む飲み物は、吐き気と胸やけとい
う、妊娠時に最も一般的な二つの
不快感を悪化させます。 ルイボスに
はこれらのような欠点がなく、一日
中お楽しみいただけます。

•  ルイボスには抗けいれん成分も含
まれているので、疝痛やけいれんな
ど、幼児の一般的な病気を軽減させ
る製品としても知られています。 ベ
ビーフードの補助にもなり、強い歯
と骨の発達に不可欠なカルシウム、
マンガン、そしてフッ化物の一日摂
取量を増加させます。 おむつの交換
時に直接塗れば、おむつかぶれの
不快感を緩和します。

上手な加齢

•  老化の原因に関する研究は、通常
な細胞機能の副産物として私たち
の体から生成される複合物、フリー
ラジカルの増加が早期老化に繋が
ることを指摘しています。 フリーラ
ジカルは健康な細胞を攻撃し、その
ダメージが重なることが、免疫シス
テムの減退と老化に繋がります。

•  ルイボスに含まれている抗酸化物
質は、フリーラジカルを掃除し、ダメ
ージを制限します。

低キロジュール (低カロリー) ダイエッ
ト

ルイボスには、天然で栄養価のない甘
味が含まれているので、少しのカロリー
をも加えることなく一日中お楽しみいた
だけます。 タンニンの含有量が低いの
で、砂糖やハチミツを加えなくてもお楽

ルイボス・リミテッド社が世界中から求められ
るサプライヤーである理由
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ルイボスを使ったメニュー

原則として、レシピ上の水分はルイボス
ティーで代用することができ、料理に色
とフレーバーを加えることができます。 
ルイボスは天然の食肉軟化剤にもなる
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ブサイト www.rooiboltd.co.za で、ルイ
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ROOIBOS - NATURE’S NECTAR
The Rooibos plant Aspalathus linearis is part of the 
Cape Floral Kingdom, commonly known as ‘fynbos’. 
This leguminous shrub is a member of the Fabaceae 
family, which has more than 200 species, and it is 
indigenous to the Cederberg mountains around 
Clanwilliam. 

Here, the wilderness of craggy peaks, clean air 
and pure mountain streams provides the perfect 
environment for this unique health-promoting 
plant. Rooibos is as special as its mountainous 
home, which once echoed with the voices 
of the indigenous San people, who left their 
rock paintings on the cave walls as far back as  
6 000 years ago.

Rooibos is far more than just a tea, and medical 
science has only begun to realise its many benefits. 
So far, the discoveries indicate that it is an antidote 
to the stress of our daily lives. Not only is it a natural 
product, rich in antioxidants, and free of caffeine, 
additives, preservatives and colourants, but Rooibos 
also provides a wealth of added 
benefits, including 
anti-spasmodic, anti-carcinogenic 
and anti-allergenic properties.

At the turn of the 19th century, it was common 
practice for the inhabitants of the Cederberg region 
to harvest the wild-growing Rooibos plants. The 
leaves and fine stems were chopped with axes and 
bruised with hammers before being left in heaps to 
ferment. Once fermented, the leaves and thin stems 
were spread out to dry in the hot African sun, ready 
for use in a thirst-quenching drink. Today, Rooibos is 
still processed in much the same way, but, of course, 
the methods are now mechanised and far more 
refined.

It was not until 1904 that a Russian immigrant, Benjamin 
Ginsberg, realised the marketing potential of 
Rooibos. Descended from generations of tea traders, 
Ginsberg had the background and experience to 
introduce the ‘secret of the Cederberg’ to a world 
far beyond the floral kingdom and majestic peaks of 
this region.

By 1930, Dr P le Fras Nortier, the local medical doctor 
and keen  botanist, had discovered the secret of 
germinating Rooibos seeds. Together with Olof Bergh, 
a commercial farmer, he developed new cultivation 
methods and soon the production of Rooibos began 
on a much larger scale along the slopes of the 
Cederberg mountains. It is still the only place in the 
world where Rooibos grows.

In 1954, the Rooibos Tea Control Board was 
established to regulate marketing and improve 
quality control. The Board was privatised in 1993 and 
Rooibos Limited was established. 

Rooibos Limited has established a worldwide 
distribution network to meet the ever-increasing 
demand for this popular product, and it can now 
be found in societies as diverse as Japan, China, 
Western and Eastern Europe, the UK, the USA, the 
Pacific Rim and Africa.

Through interaction with the global market, Rooibos 
Limited has identified opportunities to supply a wider 
range of products, unique to this part of Africa, to 
meet specific customer needs – from a selection 
of raw materials and extracts for blending, to final 
packaged products, including flavoured Rooibos, 
Honeybush, unfermented (‘green’) Rooibos and 
herbal blends.

PO Box 64, Clanwilliam, 8135, Western Cape, South Africa
Tel: +27 27 482 2155  •  Fax: +27 27 482 1844
Email: info@rooibosltd.co.za

www.rooibosltd.co.za
www.shoprooibos.com

WHAT ROOIBOS CAN DO FOR YOU
 •  Rooibos is completely pure and natural as it contains no 

additives, preservatives or colourants.

•  Rooibos is naturally caffeine free and has a soothing effect on 
the central nervous system. It is therefore highly recommended 
for people suffering from irritability, headaches, disturbed 
sleeping patterns, insomnia, nervous tension, mild depression 
or hypertension.

 •  Stomach and indigestive problems such as nausea, vomiting, 
heartburn, ulcers and constipation can also be relieved by 
drinking caffeine free Rooibos.

 •  Rooibos has anti-spasmodic properties, and can be used to 
relieve stomach cramps, colic and digestive discomfort in 
adults and infants.

 •  Rooibos has anti-allergenic properties that reduce the effects 
of allergies such as hay fever and asthma.

 •  Rooibos contains powerful antioxidants that fight free radicals 
(a by-product of normal cell function), which weaken the 
body’s natural defences and lead to premature ageing, the 
decline of the immune system and the onset of a wide variety 
of diseases.

 •  Rooibos has anti-carcinogenic properties.

 •  Rooibos has a soothing effect on the skin, relieving itching and 
certain skin irritations such as eczema, nappy rash and acne 
when applied directly to the affected area. 

 •  Rooibos contains natural non-nutritive sweeteners, which 
makes it ideal for people on a slimming diet.

 •  Rooibos contains little tannin and therefore does not inhibit 
the absorption of iron in the body. 

 •  Rooibos supplements the daily requirements of several 
minerals (e.g. magnesium, potassium, copper, manganese 
and fluoride), which are essential for metabolic function and 
the development of strong teeth and bones.

 •  Rooibos contains zinc and alpha hydroxy acid, which promote 
a healthy skin.

 •  Since Rooibos contains a very small amount of oxalic acid, it 
can be drunk freely by people suffering from kidney stones.

  For the latest product information, scientific research 
findings, Rooibos recipes and more, visit our website   
www.rooibosltd.co.za

THE HISTORY OF ROOIBOS


