
 2022/6/11

商品名 内容量 商品コード 小売価格 新価格 内容量 商品コード 小売価格 新価格

100g 000DC100 ¥3,900 ¥3,900 ブレンドダージリン 15個 0BDTBC15 ¥1,200 ¥1,350

65g 000DC065 ¥2,800 ¥2,800 アッサム 00ATBC15

120g 000AC120 ¥1,500 ¥1,650 アールグレイ 00ETBC15

60g 000AC060 ¥900 ¥1,000 ミックスベリー MIBTBC15

アールグレイ 100g 000EC100 ¥1,000 ¥1,100 チャイアッサム （タグ付） CHITBC15

ディンブラ 100g 00DIC100 ¥1,200 ¥1,300 キャラメルカスタード （タグ付） 0CCTBC15

ウバ 100g 000UC100 ¥1,300 ¥1,400

ニルギリ 100g 000NC100 ¥900 ¥1,000

シーズン　ダージリン 10個 00DTBP10 ¥1,800 ¥1,800

ブレンドダージリン 10個 0BDTBP10 ¥600 ¥700

ダージリン３茶園セット 各30g *****DPS ¥3,300 ¥3,300 アッサム 00ATBP10

100g 000DP100 ¥3,500 ¥3,500 アールグレイ 00ETBP10

50g 000DP050 ¥1,800 ¥1,800 ミックスベリー MIBTBO10

ブレンドダージリン 100g 00BDP100 ¥1,000 ¥1,100 アップル APPTBP10

200g 000AP200 ¥1,800 ¥2,000 チャイアッサム  （タグ付） CHITBP10

100g 000AP100 ¥1,000 ¥1,100 キャラメルカスタード  （タグ付） 0CCTBP10

アッサムホールリーフ 100g 0AHLP100 ¥1,000 ¥1,100 ベルベイヌアッサム VEATBP10 ¥800 ¥900

アールグレイ 100g 000EP100 ¥700 ¥800 カモミールアッサム CAATBP10 ¥700 ¥800

ディンブラ 100g 00DIP100 ¥900 ¥1,000 ペパーミントアッサム PEATBP10 ¥700 ¥800

ウバ 100g 000UP100 ¥1,000 ¥1,100 ローズアッサム ROATBP10 ¥700 ¥800

ニルギリ 100g 000NP100 ¥600 ¥700 ルイボスブレンド 8個 ¥800 ¥900

凍頂烏龍茶 50g TOCHP050 ¥1,800 ¥1,980 チョコレートティー CHOCTBP8

ジャスミン茶 50g 000JP050 ¥800 ¥900 モモティー 0MOTBP08

キーマン 000KP050 ¥900 ストロベリーティー 0STTBP08

東方美人 50g TOHOBP50 ¥1,200 ¥1,320

チャイアッサム CHIAP050

キャラメルカスタード 00CCP050 ダージリン 000DTB1

アップル 00APP050 アッサム 000ATB1

ミックスベリー MIXBP050 アールグレイ 000ETB1

DTB8 ダージリン　　 　箱入り 000DTB08

ATB8 アッサム　         箱入り 000ATB08

ティースパイス 20g ¥300 ¥300 ETB8 アールグレイ　   箱入り 000ETB08

TB8 ダージリン・アッサム箱入り 0000TB08

TB8

TB15 ¥250

2缶入り ¥300  TJG1　　 TJG0001N ¥5,700 ¥5,850

3缶入り ¥350  TJG2　　 TJG0002N ¥4,000 ¥4,100

リキッド+缶（TB） ¥500  TJG3 TJG0003N ¥6,700 ¥6,950

 TJG4 TJG0004N ¥5,000 ¥5,200

ダージリン 00DTB10N  TJG5 TJG0005N ¥2,500 ¥2,750

アッサム 00ATB10N  TJG6 TJG0006N ¥2,300 ¥2,700

ディンブラ 0DITB10N  TJG7 TJG0007N ¥3,500 ¥4,100

ニルギリ 10個 00NTB10N ¥480 ¥580  TJG8 TJG0008N ¥3,300 ¥3,900

 TB15 各5個 0000TB15 ¥1,050 ¥1,300

 TB30 各10個 0000TB30 ¥2,000 ¥2,500

 TB45 各15個 0000TB45 ¥3,000 ¥3,600

各2個 SUNKUSTN ¥400 ¥500

 LGA ﾘｷｯﾄﾞ2 ・ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝ TB 15　・ｱｯｻﾑ TB 15 LIQGIFTA ¥3,200 ¥3,600

 LGB ﾘｷｯﾄﾞ2 ・ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝ TB 缶・　ｱｯｻﾑ TB 缶 LIQGIFTB ¥3,600 ¥4,000

 LGC ﾘｷｯﾄﾞ2 ・ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝ 65g 缶・ｱｯｻﾑ 60g 缶 LIQGIFTC ¥5,100 ¥5,300

¥2,800 ¥3,300セレクトティーセット
株式会社　ティージュ

リキッドアールグレイ ＆ リーフ /ティーバッグ　

ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝ ・ ｱｯｻﾑ ・ ｱｰﾙｸﾞﾚｲ

サンクス　　ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝ  ・ｱｯｻﾑ  ・ｱｰﾙｸﾞﾚｲ

10個 ¥500 ¥600

 カップ用ティーバッグ (アルミパック）　封筒型　□

シーズンダージリン

シーズンアッサム

¥70

¥630

¥600

ギフト箱代

シーズンダージリン

シーズンアッサム

¥500

ティースパイス　（-20％）

 リーフティー　（アルミパック）

 カップ用ティーバッグ　個包装　封筒型　□

10個 ¥500

50g
１個 ¥60

ＴＥＥＪ　小売用新価格表　　（税抜価格）　※2022年7月1日より

商品名

 リーフティー　（缶入り）  ポット用ティーバッグ　（缶入り）　テトラパック△

 ポット用 ティーバッグ　(アルミパック)　テトラパック△

15個 ¥1,000

¥450

¥500 ¥600

¥1,200

8個

10個

8個 ¥540

ティーバッグ

 ギフトコレクション

リーフ　缶入り

ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝ100g・ｱｯｻﾑ120g・ｱｰﾙｸﾞﾚｲ100g

ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝ 65g・ｱｯｻﾑ 60g・ｱｰﾙｸﾞﾚｲ 100g

ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝ 100g ・ ｱｯｻﾑ120g

ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝ 65g  ・ｱｯｻﾑ 60g

アッサム ・アールグレイ・ キャラメルカスタード

ブレンドダージリン・アッサム・アールグレイ

アールグレイ・キャラメルカスタード

ブレンドダージリン・アッサム

ティーバッグ　缶 各15コ入り


