
7月末まで2０％OFF

珈琲問屋の夏ギフト
ブルマン・エメマン・ミニ樽ギフト ギフト番号 TG-83SE

アロマブレスパック6袋A ギフト番号 CD-N56E アイスコーヒー入り6袋B ギフト番号 CDI-43E

コーヒー&ハーバリウムギフト

水さえあればコーヒーギフト
ギフト番号 MC-43

お湯さえあればコーヒーギフト 水さえあれば
お湯さえあればコーヒーギフト

ギフト番号 M&O-28
6本 ギフト番号 AC-34

カフェインレス
カフェオレベース

ギフト番号 DCAB-16
3本（カフェインレス）ギフト番号 DAC-17

プレミアムリキッドコーヒーギフト［無糖］
2本（2種） ギフト番号 PLBE-38

アイスコーヒーも作れる
お湯さえあればコーヒーギフト

カートリッジコーヒーギフト
ギフト番号 CC-46

ダンク式コーヒーバッグギフト
4箱3箱（3種）

10箱
ギフト番号 DG-52YE

インスタントコーヒーギフト
瓶入りタイプ

インスタントコーヒーギフト スティックタイプ
ギフト番号 SC-78N

紅茶 世界三大銘茶ギフト
ギフト番号 SSM-20T

紅茶 プレミアムリキッドティーギフト
プレミアムストレートティー（1本）＆
ブラックティー（1本） ギフト番号 PIB-28

最高峰の2銘柄、煎りたてコーヒーをミニ樽に。

早期予約で最大40％OFF!早期予約で最大40％OFF!

3,788円
7月末まで2０％OFF

2,841円
6月末まで4０％OFF

3,505円
7月末まで2０％OFF

2,629円
6月末まで4０％OFF

4,382円の品4,510円
7月末まで2０％OFF

3,382円
6月末まで4０％OFF

5,638円の品

3,581円6月末まで3０％OFF 4,093円7月末まで2０％OFF5,117円の品

6缶 ギフト番号 PB-97

7,817円
7月末まで2０％OFF

1缶生豆時200g

5,863円
6月末まで4０％OFF

9,772円の品
8,385円の品

5,031円
6月末まで4０％OFF

6,708円
7月末まで2０％OFF

 〈ピンク〉 
DRC-50B-PK

〈ルージュレッド〉
DRC-50B-RU

〈イエロー&シトラス〉
DRC-50B-YC

 〈アクアブルー〉
DRC-50B-AQ

〈パープル〉
DRC-50B-PR

ブルーマウンテンNo.1ブレンド＋ハーバリウム

1,400円

1,500円2,800円
3,892円の品

3,456円の品

1,780円の品

カフェインレス
カフェオレ
ベース

カフェインレス
ブレンド

特価 月末
まで7

特価 月末
まで7

4,736円の品

1,620円の品

1,620円の品

3,736円
7月末まで2０％OFF

2,802円
6月末まで4０％OFF
4,670円の品

4,177円
7月末まで2０％OFF

3,133円
6月末まで4０％OFF
5,222円の品

8,640円の品

2,006円の品 2,808円の品

3,700円
7月末まで2０％OFF

3,238円
6月末まで3０％OFF
4,626円の品

6,337円
7月末まで2０％OFF

5,545円
6月末まで3０％OFF
7,922円の品

2,872円
7月末まで2０％OFF
3,590円の品

ギフト番号 PO-58I

10箱(7種)A

6箱(5種)6箱（6種）

3,092円の品

3箱B

5,806円の品

6箱

6種 ギフト番号 FD-86N

2,752円の品

2種 ギフト番号 FD-27

6,307円
7,884円の品

6箱（6種）

2０％
OFF7月末まで

ネルドリップ愛す珈琲ギフト［無糖］

ギフト番号 CDI-58アイスコーヒー入り6缶

ギフト番号 CD-62缶入りコーヒー6缶

プレミアムビーンズギフト 缶入りコーヒーギフト アロマブレスパック入りコーヒーギフト

ギフト番号 PB-67

5,424円
7月末まで2０％OFF

1缶生豆時200g

4,068円
6月末まで4０％OFF

6,780円の品

4缶

コロンビアジャマイカ
ギフト番号
PO-35

1本1000㎖

1本1000㎖

1本720㎖

各1瓶 90g

各1瓶 90g

1箱 2g×30本入り

1袋50g

1本600㎖

1本600㎖

1箱 35g×5袋

1箱8.5g×10袋
1箱8.5g×10袋

1箱8.5g×10袋

ギフト番号
PO-46DE

ギフト番号
PO-79DEPO-79DE

1本720㎖

本物を求めるあのかたに、上質で個性豊かな味わいを。

特別な人に、くつろぎのひとときを。

珈琲専門店ならではの香り高く味わい豊かなアイスコーヒー。
ネルドリップにより生まれる滑らかな口当たりと深い味わい。
優雅で贅沢なひとときを

ブルーマウンテンNo.1×1袋
エメラルドマウンテン×1袋
珈琲問屋ミニ樽（サテン/白木）

〈セット内容〉

商品コード6879

ブルーマウンテンNo.1ブレンド×2缶
インドネシアカロシ×2缶
モカマタリ×2缶

〈セット内容〉 

商品コード6640

01 コロンビア スプレモ×1本
02 マンデリンG1×1本
03 モカシダモG4×1本
04 キリマンジャロAA×1本
05 ガテマラSHB×1本
06 ブラジルNo.2 #18×1本

〈セット内容〉 

商品コード6934

〈セット内容〉 

商品コード6716

ガテマラSHB（8.5g×10袋）×2箱
キリマンジャロAA（8.5g×10袋）×1箱
コロンビアスプレモ（8.5g×10袋）×1箱
ブラジルNo.2 #18（8.5g×10袋）×1箱

マンデリンG-1（8.5g×10袋）×2箱
モカシダモG4（8.5g×10袋）×1箱
お湯と氷DEアイスコーヒー
（9g×10袋）×2箱

ブルーマウンテンNo.1
プレミアムリキッド×1本
エメラルドマウンテン 
プレミアムリキッド×1本

〈セット内容〉 

商品コード6894

ブルーマウンテンNo.1ブレンド×1箱
スペシャルブレンド×1箱
モカブレンド×1箱

〈セット内容〉 

商品コード6614

港横濱ブレンド×2箱
エメラルドマウンテンブレンド×2箱

〈セット内容〉 

商品コード6860

ウバ（セイロンウバ）×1袋 
ダージリンカスタム×1袋 
キーマン×1袋 

〈セット内容〉 

商品コード6955

プレミアムストレートティー(無糖)×1本
プレミアム濃縮ブラックティー(加糖/5倍希釈)×1本

〈セット内容〉 

商品コード6952

ブルーマウンテンブレンド×1瓶
モカ×1瓶　　ブラジル×1瓶

マイルドコーヒー・ペルー×1瓶
キリマンジャロ×1瓶 マンデリン×1瓶

〈セット内容〉 

商品コード6種 6959 ブルーマウンテンブレンド×1箱
ブラジル×1箱
マイルドコーヒー・ペルー×1箱

キリマンジャロAA×1箱
モカ×1箱
マンデリン×1箱

〈セット内容〉 

商品コード6965

キリマンジャロ×1瓶 モカ×1瓶〈セット内容〉 
商品コード2種 6691

バニラ風味の
カフェオレベース×2本

〈セット内容〉 

商品コード6875 〈セット内容〉 

商品コード6856

ガテマラSHB×1箱
キリマンジャロAA×1箱
コロンビアスプレモ×1箱
ブラジルNo.2 #18×1箱
マンデリンG-1×1箱
モカシダモG4×1箱
エメラルドマウンテン×4箱

水出しアイスコーヒー
（35g×5袋）×2箱
ブルーマウンテンNo.1ブレンド
（10g×10袋）×1箱

〈セット内容〉 

商品コード6734

コロンビアスプレモ×1箱　
ブラジルNo.2 #18×1箱　
マンデリンG-1×1箱　
モカシダモG4×1箱
エメラルドマウンテン×2箱

〈セット内容〉 

商品コード6857

ガテマラSHB×1箱
キリマンジャロAA×1箱
コロンビアスプレモ×1箱
ブラジルNo.2 #18×1箱
マンデリンG-1×1箱
モカシダモG4×1箱

〈セット内容〉 

商品コード6682
バニラ風味の
カフェオレベース・デカフェ×2本

〈セット内容〉 

商品コード6876

07 カフェインレス ブレンド×3本〈セット内容〉 

商品コード6935

ブルーマウンテンNo.1ブレンド×2缶
インドネシアカロシ×1缶
モカマタリ×1缶

〈セット内容〉 

商品コード6641

ブルーマウンテンNo.1ブレンド×1缶
モカブレンド×1缶　コロンビアスプレモ×1缶
ブラジルNo.2 #18×1缶　キリマンジャロAA×1缶
マンデリンG-1×1缶

〈セット内容〉 

商品コード6754

ブルーマウンテンNo.1ブレンド×1袋
モカブレンド×1袋
コロンビアスプレモ×1袋
ブラジルNo.2 #18×1袋
キリマンジャロAA×1袋
マンデリンG-1×1袋

〈セット内容〉 

商品コード6748

アイスコーヒー 150g×3袋
コロンビアスプレモ(生豆時200g)×1袋 
キリマンジャロAA(生豆時200g)×1袋 
マンデリンG-１(生豆時200g)×1袋 

〈セット内容〉 

商品コード6741

アイスコーヒー 150g×3缶
ブルーマウンテンNo.1ブレンド(生豆時200g)×1缶
モカブレンド(生豆時200g)×1缶
コロンビアスプレモ(生豆時200g)×1缶

〈セット内容〉 

商品コード6744

ブルーマウンテンNo.1ブレンド×1缶
ハーバリウム×1瓶

〈セット内容〉 

4,995円
7月末まで2０％OFF

3,746円
6月末まで4０％OFF

6,244円の品
1缶生豆時200g

4,705円
7月末まで2０％OFF

3,529円
6月末まで4０％OFF

5,882円の品

1袋生豆時200g

1缶生豆時200g

特 価
7月末まで

特 価
7月末まで 1,500円

ミルクと割るだけの本格カフェオレ。
カフェオレベース

ギフト番号 CAB-16

カフェオレベースギフト［加糖］

お家で簡単に作れる本格的な水出しコーヒー。お家で簡単に作れる本格的な水出しコーヒー。

水出しアイスコーヒー×6箱〈セット内容〉 
商品コード6736

簡単! 
ドリップバッグ
コーヒーギフト。

簡単!ドリップバッグ
コーヒーギフト。

カートリッジにお湯を注ぐだけで
いつでもどこでも極上の１杯が愉しめます。

アイスも、ホットもお手軽に

ティーバッグのようにスティックを押して引いて
抽出するダンク式コーヒーバッグ。
ティーバッグのようにスティックを押して引いて
抽出するダンク式コーヒーバッグ。 こだわりの味を

簡単・手軽な
インスタントで。

こだわりの味を
簡単・手軽な
インスタントで。

便利な1杯分個包装。便利な1杯分個包装。 〝世界三大銘茶〟の飲み比べが楽しめる、
ダージリン、ウバ、キーマンのセット。

7月末まで2０％OFF
3,113円

1,604円7月末まで2０％OFF 2,246円7月末まで2０％OFF

2,473円7月末まで2０％OFF

2,201円

 FD-86N

1袋生豆時200g

+送料
無料 +送料

無料

+送料
無料

+送料
無料

+送料
無料

+送料
無料

+送料
無料

+送料
無料

+送料
無料

2０％
OFF7月末まで 6,912円

1箱 8g×10袋1箱 12g×7袋

4,644円
7月末まで2０％OFF

4,064円
6月末まで3０％OFF

※ギフトの詳細はカタログをご覧ください。※表示価格は税込みとなります。

+送料
無料

97

100

100

大好評！

大好評！

大好評！

大好評！

人気
No.1!

上

下

https://www.tonya.co.jp/shop/g/g6879/
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https://www.tonya.co.jp/shop/g/g6734/
https://www.tonya.co.jp/shop/g/g6716/
https://www.tonya.co.jp/shop/g/g6614/
https://www.tonya.co.jp/shop/g/g6860/
https://www.tonya.co.jp/shop/g/g6959/
https://www.tonya.co.jp/shop/g/g6691/
https://www.tonya.co.jp/shop/g/g6965/
https://www.tonya.co.jp/shop/g/g6955/
https://www.tonya.co.jp/shop/g/g6952/
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