
商品名 旧価格（税別） 新価格（税別）

アメージングオーガニックファンデーション トライアル(00) ¥690 ¥720
アメージングオーガニックファンデーション トライアル(01) ¥690 ¥720
アメージングオーガニックファンデーション トライアル(02) ¥690 ¥720
アメージングオーガニックファンデーション トライアル(03) ¥690 ¥720
アメージングオーガニックファンデーション トライアル(04) ¥690 ¥720
アメージングオーガニックファンデーション トライアル(P0) ¥690 ¥720
アメージングオーガニックファンデーション クリーミーモイスチャー SPF50+ PA++++ トライアル(M1) ¥920 ¥950
アメージングオーガニックファンデーション クリーミーモイスチャー SPF50+ PA++++ トライアル(M2) ¥920 ¥950
アメージングオーガニックファンデーション クリーミーモイスチャー SPF50+ PA++++ トライアル(M3) ¥920 ¥950
アメージングオーガニックファンデーション クリーミーモイスチャー SPF50+ PA++++ トライアル(M4) ¥920 ¥950
スキンドレスパウダー トライアル ミニパフ付き ¥740 ¥780
リラックスアロマクレンジングクリーム ラベンダー 150g ¥4,000 ¥4,200
リラックスアロマクレンジングクリーム  ローズ 150g ¥4,300 ¥4,500
リラックスアロマクレンジングクリーム ラベンダー トライアルサイズ 30g ¥850 ¥920
リラックスアロマクレンジングクリーム ローズ トライアルサイズ 30g ¥900 ¥980
リラックスアロマクレンジングクリージャパニーズムシトラス150ｇ ¥4,200 ¥4,300
ソフトクレイジェルウォッシュ 150mL ¥4,200 ¥4,500
ソフトクレイジェルウォッシュ トライアルサイズ 20mL ¥760 ¥830
クリーミーホイップソープ 160mL ¥3,000 ¥3,100
クリーミーホイップソープ トライアルサイズ 30mL ¥800 ¥860
マンナンソフトスクラブ 80g ¥4,000 ¥4,100
マンナンソフトスクラブ トライアルサイズ 10g ¥640 ¥700
シャボンフェアリーフォレスト ローズカメリア  90g ¥3,200 ¥3,400
シャボンフェアリーフォレスト ピュアアボカド  90g ¥2,600 ¥2,800
アクティブリペアタイムレスセラム（AC-11のセラム） 30mL ¥8,400 ¥8,700
アクティブリペアタイムレスセラム（AC-11のセラム） トライアルサイズ 3mL ¥940 ¥970
アドバンスドクリアリバースセラム 30mL ¥6,000 ¥6,300
アドバンスドクリアリバースセラム トライアルサイズ 3mL ¥700 ¥730
フローラル デューアップ セラム 35mL ¥6,500 ¥7,000
フローラル デューアップ セラム トライアルサイズ 5mL ¥950 ¥1,080
ベリーズビューティーサンスクリーン 40mL ¥5,200 ¥5,400
ベリーズビューティーサンスクリーン トライアルサイズ 5mL ¥840 ¥910
オールライトサンスクリーンクリーム SPF18 PA+ トライアル5g ¥620 ¥640
オールライトサンスクリーンパウダー SPF38 PA+++ トライアル（ミニパフ付き） ¥680 ¥740
ホワイトバーチモイストウォーター セット（レフィルと空ボトルのセット) ¥3,800 ¥4,000
ホワイトバーチモイストウォーター レフィルパック 120mL(詰め替え用) ¥3,100 ¥3,200
ホワイトバーチモイストウォーター 専用ボトル ¥800 ¥900
ホワイトバーチモイストウォーター トライアルサイズ 15mL ¥624 ¥650
アマナツトーンアップウォーター セット（レフィルと空ボトルのセット） ¥3,700 ¥4,000
アマナツトーンアップウォーター レフィルパック 120mL(詰め替え用) ¥3,000 ¥3,200
アマナツトーンアップウォーター 専用ボトル ¥800 ¥900
アマナツトーンアップウォーター トライアルサイズ 15mL ¥600 ¥650
ローズアムリタウォーター(レフィルと空ボトルのセット） ¥4,100 ¥4,400
ローズアムリタウォーターレフィルパック 120mL ¥3,400 ¥3,600
ローズアムリタウォーター専用ボトル ¥800 ¥900
ローズアムリタウォーター トライアルサイズ 15mL ¥670 ¥730
ジャパニーズワイルドグレープ ローサップウォーター 100mL ¥3,900 ¥4,000
アスタラディエンスクリーム 30g ¥4,800 ¥5,000
アスタラディエンスクリーム トライアルサイズ 5g ¥900 ¥930
ローズエナジークリーム 30mL ¥5,500 ¥6,000
ローズエナジークリーム トライアルサイズ 5mL ¥940 ¥1,050
マイルドベールクリーム 35mL ¥5,200 ¥5,600
ラインリリース モイストアップ アイクリーム 20ｇ ¥6,300 ¥6,500
ラインリリース モイストアップ アイクリーム トライアルサイズ 2ｇ ¥680 ¥710
ビューティーエイジトリートメントオイル 24粒 ¥3,500 ¥3,600
ビューティーエイジトリートメントオイル トライアルサイズ 4粒 ¥750 ¥780
ホワイトエッセンスフルーティーオイル 24粒 ¥3,900 ¥4,000
ホワイトエッセンスフルーティーオイル トライアルサイズ 4粒 ¥810 ¥840
ベジガーデンリアルソープシャンプー ラベンダー＆ゼラニウム 250ｍL ¥2,800 ¥3,000
ベジガーデンモイストコンディショナー オレンジ＆ラベンダー 250ｍL ¥2,800 ¥3,000
ベジガーデン シャンプー&コンディショナー トライアルセット 50ml ¥1,380 ¥1,490
ベジガーデン シャンプー&コンディショナーセット ¥5,400 ¥5,800
ベジガーデングロッシーヘアオイル オレンジ＆ラベンダー 30ｍL ¥3,000 ¥3,100
ベジガーデンヘアワックス （ナチュラル）30g ¥1,900 ¥2,000
ベジガーデンヘアワックス （ホールド）30g ¥1,900 ¥2,000



プルーンボディクリーム 85g ¥5,000 ¥5,200
プルーンボディクリーム トライアルサイズ 10g ¥700 ¥730
リフレッシュボディバスソルト  （オレンジ＆ゼラニウム&パルマローザ）450g ¥2,500 ¥2,600
リフレッシュボディバスソルト （レモンマートル＆ユーカリ）450g ¥2,500 ¥2,600
【初回送料無料】しっとりトライアルセット ¥3,750 ¥4,100
しっとりトライアルセット ¥3,750 ¥4,100
【初回送料無料】トーンアップトライアルセット ¥2,750 ¥3,000
トーンアップトライアルセット ¥2,750 ¥3,000
【初回送料無料】ピュアベースメイクトライアルセット（ナチュラルオークル） ¥1,990 ¥2,080
【初回送料無料】ピュアベースメイクトライアルセット（ライトオークル） ¥1,990 ¥2,080
【初回送料無料】ピュアベースメイクトライアルセット（ライトベージュピンク） ¥1,990 ¥2,080
【初回送料無料】ピュアベースメイクトライアルセット（ベリーライトオークル） ¥1,990 ¥2,080
キャッツクローエキス AC-11 60カプセル ¥5,800 ¥6,000
キャッツクローエキス AC-11 お徳用３パックセット ¥16,300 ¥16,800
ビューティークリアブライト 30カプセル ¥5,000 ¥5,200
ビューティークリアブライト 3パックセット ¥14,400 ¥14,700
フルビック アースミネラル 1000ｍl ¥5,800 ¥6,300
フルビック アースミネラル 1000ｍl 3本セット ¥16,530 ¥17,900
マリンコラーゲンパウダー 100g ¥2,000 ¥2,500
低温製法  沖縄産 春ウコン末 60g(1.5g×40包) ¥3,000 ¥3,200
癒しのフェイスウォッシュセット ¥7,350 ¥7,650 5/21(火）追加

バースデーやご出産祝いに♪ 優しいボディケアセット ¥7,950 ¥8,350 5/21(火）追加

ご友人に ヘアワックスギフト(ナチュラル) ¥1,900 ¥2,000 5/21(火）追加

ご友人に ヘアワックスギフト(ホールド) ¥1,900 ¥2,000 5/21(火）追加


