
■価格改定対象商品　　

【Mマークシリーズ】 表示価格はすべて税込み価格です。

現行価格 改定価格 現行価格 改定価格

釜焚き枠練りせっけん ¥550 ¥583 アミノ酸せっけんシャンプー ¥1,155 ¥1,221
無添加せっけん ¥187 ¥198 アミノ酸せっけんシャンプー　詰替用 ¥990 ¥1,045
ローズマリーせっけん ¥264 ¥286 ＰＨ調整ヘアリンス ６００ｍL ¥1,155 ¥1,221
薄荷(はっか)せっけん ¥264 ¥286 ＰＨ調整ヘアリンス 詰替用 ５５０ｍＬ ¥990 ¥1,045
ラベンダーせっけん ¥264 ¥286 アミノ酸補修トリートメント ¥1,100 ¥1,155
米ぬかせっけん　 ¥264 ¥286 ヘアケアパウチセット　ローズマリー ¥121 ¥132
釜焚きせっけん素地 ¥550 ¥583 ローズマリーのアミノ酸せっけんシャンプー ¥1,265 ¥1,331
釜焚きせっけんボディソープ ¥770 ¥814 ローズマリーのアミノ酸せっけんシャンプー　詰替用 ¥1,100 ¥1,155
釜焚きせっけんボディソープ　詰替用 ¥605 ¥649 ローズマリーのＰＨ調整ヘアリンス ６００ｍL ¥1,265 ¥1,331
釜焚きせっけんラベンダーボディソープ ¥880 ¥924 ローズマリーのＰＨ調整ヘアリンス 詰替用 ５５０ｍＬ ¥1,100 ¥1,155
釜焚きせっけんラベンダーボディソープ　詰替用 ¥715 ¥759 ローズマリーのアミノ酸補修トリートメント ¥1,210 ¥1,276
柚子（ゆず）ボディソープ ¥1,320 ¥1,430 アミノ酸ヘアウォーター ¥990 ¥1,045
柚子（ゆず）ボディソープ　詰替用 ¥1,155 ¥1,243 アミノ酸ヘアウォーター　詰替用 ¥770 ¥814
いよかんボディソープ ¥1,320 ¥1,430 アミノ酸ヘアクリーム ¥880 ¥924
いよかんボディソープ　詰替用　 ¥1,155 ¥1,243 さざんかとホホバのヘアオイル ¥1,320 ¥1,386
釜焚きせっけんハンドソープ ¥528 ¥561 濃密あわ洗顔せっけん ¥605 ¥638
釜焚きせっけんハンドソープ　詰替用 ¥363 ¥385 ラベンダーの濃密あわ洗顔せっけん ¥682 ¥726
ユーカリの釜焚きせっけんハンドソープ ¥550 ¥583 アミノ酸あわ洗顔料 ¥935 ¥990
ユーカリの釜焚きせっけんハンドソープ　詰替用 ¥385 ¥407 アミノ酸あわ洗顔料　詰替用 ¥660 ¥693
ラベンダーの釜焚きせっけん泡ハンドソープ ¥605 ¥638 アミノ酸せっけん洗顔フォーム ¥770 ¥814
ラベンダーの釜焚きせっけん泡ハンドソープ　詰替用 ¥440 ¥462 アミノ酸せっけん洗顔料 ¥770 ¥814
柚子（ゆず）ボディローション ¥1,540 ¥1,617 アミノ酸浸透水 ¥1,100 ¥1,155
柚子（ゆず）ボディローション　詰替用 ¥1,210 ¥1,276 アミノ酸浸透水　詰替用 ¥880 ¥924
いよかんボディローション ¥1,540 ¥1,617 アミノ酸浸透ジェル ¥1,375 ¥1,452
いよかんボディローション　詰替用 ¥1,210 ¥1,276 アミノ酸浸透ジェル　詰替用 ¥1,100 ¥1,155
米ぬかボディローション ¥1,540 ¥1,617 アミノ酸保湿ローション ¥1,650 ¥1,738
米ぬかボディローション　詰替用 ¥1,210 ¥1,276 アミノ酸保湿ローション　詰替用 ¥1,375 ¥1,452
シア脂の全身保湿クリーム ¥1,320 ¥1,386 アミノ酸日焼け止め乳液 ¥1,045 ¥1,100
柚子（ゆず）ハンドクリーム ¥770 ¥814 アミノ酸日焼け止め乳液　詰替用 ¥770 ¥814
シア脂のハンドクリーム ¥770 ¥814 アミノ酸スキンケアトライアル ¥990 ¥1,045
柚子（ゆず）のリップクリーム ¥770 ¥814 台所用液体せっけん ¥418 ¥440
シア脂のリップクリーム ¥770 ¥814 台所用液体せっけん　詰替用 ¥308 ¥330
柚子（ゆず）のせっけん歯みがき ¥660 ¥693 洗濯用液体せっけん ¥1,320 ¥1,386
薄荷（はっか）のせっけん歯みがき ¥660 ¥693 洗濯用液体せっけん　詰替用　１０００ｍL ¥880 ¥924
柚子（ゆず）の手肌クリーンジェル ¥1,265 ¥1,331 洗濯用液体せっけん　詰替用　４L ¥2,750 ¥2,893
柚子（ゆず）の手肌クリーンジェル　ミニサイズ ¥770 ¥814 洗濯・台所用せっけん ¥297 ¥319
柚子（ゆず）の手肌クリーンジェル　詰替用 ¥1,045 ¥1,100 ローズマリーの洗濯・台所用せっけん ¥385 ¥407
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■価格改定対象商品　　

【リーフ＆ボタニクス】 表示価格はすべて税込み価格です。

現行価格 改定価格 現行価格 改定価格

マザーソープ　ローズマリー ¥440 ¥473 リフレッシュヘアケアパウチ	 ¥132 ¥143
マザーソープ　ラベンダー ¥440 ¥473 リフレッシュシャンプー　５０ｍL ¥418 ¥440
マザーソープ　グレープフルーツ ¥440 ¥473 リフレッシュシャンプー　４００ｍL ¥1,540 ¥1,617
マザーソープ　オレンジ　 ¥440 ¥473 リフレッシュシャンプー　詰替用 ¥1,375 ¥1,441
マザーソープ　レモングラス ¥440 ¥473 リフレッシュコンディショナー　５０ｍL ¥418 ¥440
マザーソープ　ゼラニウム ¥440 ¥473 リフレッシュコンディショナー　４００ｍL ¥1,540 ¥1,617
バスシュガー　ラベンダー ¥220 ¥242 リフレッシュコンディショナー　詰替用 ¥1,375 ¥1,441
バスソルト　レモングラス ¥220 ¥242 モイスチャーヘアケアパウチ ¥132 ¥143
バスシュガー　グレープフルーツ ¥220 ¥242 モイスチャーシャンプー　５０ｍL ¥418 ¥440
バスソルト　ゼラニウム ¥220 ¥242 モイスチャーシャンプー　４００ｍL ¥1,540 ¥1,617
バスシュガー　ラベンダー　４００ｇ ¥1,705 ¥1,793 モイスチャーシャンプー　詰替用 ¥1,375 ¥1,441
バスソルト　ゼラニウム　４００ｇ ¥1,705 ¥1,793 モイスチャーコンディショナー　５０ｍL ¥418 ¥440
ハンドソープ　ラベンダー　５０ｍL ¥341 ¥363 モイスチャーコンディショナー　４００ｍL ¥1,540 ¥1,617
ハンドソープ　ラベンダー　２５０ｍL ¥715 ¥759 モイスチャーコンディショナー　詰替用 ¥1,375 ¥1,441
ハンドソープ　ラベンダー　詰替用 ¥605 ¥638 スキンケアトライアルセット　オリーブ ¥770 ¥814
ハンドソープ　グレープフルーツ　５０ｍL ¥341 ¥363 クレンジングオイル　オリーブ ¥1,320 ¥1,386
ハンドソープ　グレープフルーツ　２５０ｍL ¥715 ¥759 クレンジングオイル　オリーブ　詰替用 ¥990 ¥1,045
ハンドソープ　グレープフルーツ　詰替用 ¥605 ¥638 フェイスウオッシュ　オリーブ ¥1,100 ¥1,155
ハンドソープ　ユーカリ　５０ｍL ¥341 ¥363 フェイスウォーター　オリーブ ¥1,210 ¥1,276
ハンドソープ　ユーカリ　２５０ｍL ¥715 ¥759 フェイスウォーター　オリーブ　詰替用 ¥880 ¥924
ハンドソープ　ユーカリ　詰替用 ¥605 ¥638 フェイスエマルジョン　オリーブ ¥1,430 ¥1,507
ボディスクラブ　ソルト ¥1,045 ¥1,100 フェイスエマルジョン　オリーブ　詰替用 ¥1,100 ¥1,155
ボディスクラブ　シュガー ¥1,045 ¥1,100 リップクリーム　ラベンダー ¥770 ¥814
ボディソープ　ラベンダー　４００ｍＬ ¥1,155 ¥1,221 リップクリーム　レモングラス ¥770 ¥814
ボディソープ　ラベンダー　５０ｍＬ ¥352 ¥374 スキンケアトライアルセット　純米酒 ¥550 ¥583
ボディソープ　ラベンダー　詰替用　３７０ｍＬ ¥990 ¥1,045 マザーソープ　純米酒 ¥770 ¥792
ボディソープ　グレープフルーツ　４００ｍＬ ¥1,155 ¥1,221 クレンジングクリーム　純米酒 ¥1,210 ¥1,276
ボディソープ　グレープフルーツ　５０ｍＬ ¥352 ¥374 フェイスウォーター　純米酒 ¥1,210 ¥1,276
ボディソープ　グレープフルーツ　詰替用　３７０ｍＬ ¥990 ¥1,045 フェイスウォーター　純米酒　詰替用 ¥880 ¥924
ハンドクリーム　ラベンダー ¥1,045 ¥1,100 フェイスエマルジョン　純米酒 ¥1,430 ¥1,507
ハンドクリーム　グレープフルーツ ¥1,045 ¥1,100 フェイスエマルジョン　純米酒　詰替用 ¥1,100 ¥1,155
トラベルセット　リフレッシュ/グレープフルーツ ¥1,188 ¥1,254 フェイスクリーム　純米酒 ¥1,650 ¥1,738
トラベルセット　モイスチャー/ラベンダー ¥1,188 ¥1,254 フェイスマッサージパック　純米酒 ¥1,320 ¥1,386
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■価格改定対象商品　　

【リーフ＆ボタニクス】 表示価格はすべて税込み価格です。 【HADAHUG】 表示価格はすべて税込み価格です。

現行価格 改定価格 現行価格 改定価格

ボディソープ　ラベンダー　詰替用　１２００ｍL ¥2,750 ¥2,893 保湿せっけん ¥990 ¥1,045
ボディソープ　ラベンダー　６７０ｍL ¥1,760 ¥1,848 全身泡せっけん ¥1,320 ¥1,386
ボディソープ　ラベンダー　詰替用　１０L ¥19,250 ¥20,218 全身泡せっけん　詰替用　 ¥990 ¥1,045
ボディソープ　グレープフルーツ　詰替用　１２００ｍL ¥2,750 ¥2,893 保湿ローション ¥1,760 ¥1,848
ボディソープ　グレープフルーツ　６７０ｍL ¥1,760 ¥1,848 保湿ローション　詰替用 ¥1,430 ¥1,507
ボディソープ　グレープフルーツ　詰替用　１０L ¥19,250 ¥20,218 保湿クリーム　 ¥1,540 ¥1,617
ハンドソープ　ラベンダー　詰替用　１２００ｍL ¥2,640 ¥2,772 日焼け止めクリーム ¥1,540 ¥1,617
ハンドソープ　ラベンダー　詰替用　１０L ¥18,700 ¥19,635 おでかけスプレー ¥880 ¥924
ハンドソープ　グレープフルーツ　詰替用　１２００ｍL ¥2,640 ¥2,772 おでかけセット ¥880 ¥1,265
ハンドソープ　グレープフルーツ　詰替用　１０L ¥18,700 ¥19,635 保湿バスミルク ¥1,760 ¥1,848
ハンドソープ　ユーカリ　詰替用　１２００ｍL ¥2,640 ¥2,772 保湿バスミルク　詰替用 ¥1,430 ¥1,507
ハンドソープ　ユーカリ　詰替用　１０L ¥18,700 ¥19,635 はじめてセット ¥3,080 ¥3,234
リフレッシュシャンプー　６７０ｍL ¥2,420 ¥2,541
リフレッシュシャンプー　詰替用　１２００ｍL ¥3,630 ¥3,817
リフレッシュシャンプー　詰替用　１０L ¥24,750 ¥25,993 【肌をうるおす保湿スキンケア】 表示価格はすべて税込み価格です。

リフレッシュコンディショナー　６７０ｍL ¥2,420 ¥2,541
リフレッシュコンディショナー　詰替用　１２００ｍL ¥3,630 ¥3,817
リフレッシュコンディショナー　詰替用　４．６L ¥13,640 ¥14,322 肌をうるおす保湿トライアル ¥770 ¥814
モイスチャーシャンプー　６７０ｍL ¥2,420 ¥2,541 肌をうるおす保湿クレンジング ¥1,320 ¥1,386
モイスチャーシャンプー　詰替用　１２００ｍL ¥3,630 ¥3,817 肌をうるおす保湿洗顔フォーム ¥1,100 ¥1,155
モイスチャーシャンプー　詰替用　１０L ¥24,750 ¥25,993 肌をうるおす保湿洗顔石けん ¥990 ¥1,045
モイスチャーコンディショナー　６７０ｍL ¥2,420 ¥2,541 肌をうるおす保湿浸透マスク ¥1,430 ¥1,507
モイスチャーコンディショナー　詰替用　１２００ｍL ¥3,630 ¥3,817 肌をうるおす保湿浸透水モイストリッチ ¥1,540 ¥1,617
モイスチャーコンディショナー　詰替用　４．６L ¥13,640 ¥14,322 肌をうるおす保湿浸透水モイストリッチ　詰替用 ¥990 ¥1,045

肌をうるおす保湿浸透水バランシング　 ¥1,540 ¥1,617
肌をうるおす保湿浸透水バランシング　詰替用 ¥990 ¥1,045
肌をうるおす保湿乳液 ¥1,430 ¥1,507
肌をうるおす保湿乳液　詰替用 ¥880 ¥935
肌をうるおす保湿美容液 ¥2,200 ¥2,310
肌をうるおす保湿美容液　詰替用 ¥1,540 ¥1,617
肌をうるおす保湿クリーム ¥1,760 ¥1,848
肌をうるおす保湿クリーム　詰替用 ¥1,210 ¥1,276
肌をうるおす保湿UVクリーム ¥1,760 ¥1,848

現行価格 改定価格
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