
■価格改定対象商品

ハンドメイドボタニカルソープ 100g ¥540 ¥560 モイスチャーボディソープ 250mL ¥1,120 ¥1,200

ハンドメイドボタニカルソープ 40g ¥250 ¥260 モイスチャーボディソープ 60mL ¥460 ¥500

ハンドメイドナチュラルソープ 50g ¥400 ¥440 モイスチャーボディソープ 詰替 230mL ¥880 ¥940

モイスチャーフェイスソープ 75g ¥850 ¥940 フォーミングボディウォッシュ 570mL ¥2,145 ¥2,360

ハーバルクレンジングオイル 150mL ¥1,980 ¥2,090 フォーミングボディウォッシュ 詰替 550mL ¥1,815 ¥2,040

ハーバルクレンジングオイル 詰替 140mL ¥1,540 ¥1,650 ボディ&フェイスハーバルスプレー 80mL ¥880 ¥940

ハーバルクレンジングジェル 130g ¥1,640 ¥1,760 ボディ&フェイスハーバルスプレー 170mL ¥1,410 ¥1,500

ハーバルクレンジングミルク 150mL ¥1,920 ¥2,090 ボディ&フェイスハーバルスプレー 詰替 150mL ¥1,050 ¥1,100

ハーバルクレンジングミルク 詰替 140mL ¥1,480 ¥1,650 ハーバルボディ&ハンドローション 250mL ¥1,960 ¥2,090

ハーバルウォッシングフォーム 120g  ¥1,120 ¥1,260 ハーバルボディ&ハンドローション 詰替 230mL ¥1,620 ¥1,760

ハーバルフェイススクラブ 130g   ¥1,620 ¥1,760 ハーバルボディ&ハンドローション 詰替 1000mL ¥6,000 ¥6,400

ハーバルフェイススクラブ 30g ¥570 ¥620 ハーバルボディクリーム130g ¥1,620 ¥1,760

バランシングフェイスオイル 30mL ¥1,980 ¥2,090 ハーバルボディ&ハンドトリートメント 250mL ¥2,200 ¥2,300

ハーバルウォーター 230mL ¥1,360 ¥1,450 ハーバルボディ&ハンドトリートメント 詰替 230mL ¥1,850 ¥1,920

ハーバルウォーター カモミール 230mL ¥1,620 ¥1,760 ハーバルマッサージスクラブ 200g ¥1,480 ¥1,580

ハーバルウォーター 詰替 200mL ¥1,040 ¥1,100 ハーバルバスエッセンス 250mL ¥2,080 ¥2,200

ハーバルウォーター カモミール 詰替 200mL ¥1,200 ¥1,300 ハーバルバスエッセンス 60mL ¥650 ¥680

センシティブハーバルウォーター 110mL ¥1,360 ¥1,450 ハーバルバスエッセンス 詰替 230mL ¥1,640 ¥1,760

センシティブハーバルウォーター カモミール 110mL ¥1,620 ¥1,760 ハーバルバスパウダー 200g ¥1,240 ¥1,380

センシティブハーバルウォーター 詰替 100mL ¥1,040 ¥1,100 ハーバルバスパウダー カモミール 200g ¥1,640 ¥1,820

センシティブハーバルウォーター カモミール 詰替 100mL ¥1,240 ¥1,350 ハーバルバスパウダー 分包 30g ¥300 ¥320

モイスチャーハーバルウォーター 本体 110mL ¥1,890 ¥1,980 ハーバルバスパウダー カモミール 分包 30g ¥360 ¥400

モイスチャーハーバルウォーター 詰替 100mL ¥1,480 ¥1,540 ハーバルバスパウダー 詰替 180g ¥920 ¥990

モイスチャーハーバルマスク 7枚入リ ¥1,340 ¥1,450 ハーバルバスパウダー カモミール 詰替 180g ¥1,240 ¥1,380

モイスチャーハーバルマスク 1枚入リ ¥280 ¥320 ハーバルバスソルト 240g ¥1,240 ¥1,380

ハーバルモイスチャーライザー 50mL ¥2,720 ¥2,860 ハーバルバスソルト カモミール･クラリセージ 240g ¥1,640 ¥1,820

ハーバルモイスチャーライザー 詰替 45mL ¥2,200 ¥2,300 ハーバルバスソルト 分包 40g   ¥300 ¥320

ハーバルフェイスエマルジョン 75mL ¥2,060 ¥2,200 ハーバルバスソルト カモミール･クラリセージ 分包 40g ¥360 ¥400

ハーバルフェイスエマルジョン 詰替 65mL ¥1,600 ¥1,720 ハーバルバスソルト 詰替 200g ¥920 ¥990

ハーバルフェイスクリーム 45g ¥2,090 ¥2,260 ハーバルバスソルト カモミール･クラリセージ 詰替 200g ¥1,240 ¥1,380

ハーバルフェイスクリーム 詰替 40g ¥1,680 ¥1,820 ハーバルバスソルト 詰替 800g ¥3,190 ¥3,410

ハーバルモイスチャーフェイスクリーム 45g ¥2,420 ¥2,560 ハーバルバスシュガー 5包入リ ¥1,680 ¥1,870

ハーバルモイスチャーフェイスクリーム 詰替 40g ¥1,940 ¥2,090 ハーバルバスシュガー 分包 1包入リ ¥380 ¥400

ハーバルサンプロテクトローション 90mL ¥1,620 ¥1,820 モイスチャーリペアシャンプー 500mL ¥2,460 ¥2,560

ハーバルサンプロテクトジェルクリーム  60g ¥1,590 ¥1,720 モイスチャーリペアシャンプー 250mL ¥1,360 ¥1,430

ハーバルサンプロテクトクリーム 60g ¥1,590 ¥1,760 モイスチャーリペアシャンプー 60mL ¥565 ¥580

ハンドメイトボタニカルソープ  50g ¥570 ¥620 モイスチャーリペアシャンプー 詰替 230mL ¥1,060 ¥1,100

ハンドメイドボタニカルソープ 110g ¥1,140 ¥1,260 モイスチャーリペアシャンプー 詰替 1000mL ¥3,700 ¥3,880

ハンドメイドボタニカルソープ 120g ¥1,270 ¥1,400 モイスチャーリペアコンディショナー 500mL ¥2,460 ¥2,560

バランシングフェイスオイル 30mL ¥2,200 ¥2,420 モイスチャーリペアコンディショナー 250mL ¥1,360 ¥1,430

モイスチャーハーバルウォーター 110mL ¥2,240 ¥2,420 モイスチャ-リペアコンディショナー 60mL ¥565 ¥580

モイスチャーハーバルウォーター  詰替 100mL ¥1,830 ¥1,980 モイスチャーリペアコンディショナー 詰替 230mL ¥1,060 ¥1,100

モイスチャーハーバルマスク  1枚入リ ¥320 ¥360 モイスチャーリペアコンディショナー 詰替 1000mL ¥3,700 ¥3,880

ハーバルモイスチャーライザー  50mL ¥3,120 ¥3,280 モイスチャーリペアヘアマスク 300g ¥2,500 ¥2,600

ハーバルモイスチャーライザー  詰替 45mL ¥2,600 ¥2,750 モイスチャーリペアヘアマスク 70g ¥900 ¥940

ハーバルモイスチャーフェイスクリーム  45g ¥2,780 ¥3,000 トリートメントヘアオイル 45mL ¥1,848 ¥1,980

ハーバルモイスチャーフェイスクリーム  詰替 40g ¥2,300 ¥2,480 トリートメントヘアエマルジョン 100mL ¥1,870 ¥1,980

ハーバルモイスチャーハンドクリーム  65g ¥1,840 ¥1,980 トリートメントヘアエマルジョン 詰替 90mL ¥1,520 ¥1,580

ハーバルオイル 50mL ¥1,870 ¥2,040 ハーバルトリートメントウォーター 80mL ¥940 ¥990

ハーバルボディソープ 500mL ¥1,800 ¥1,920 ハーバルトリートメントウォーター 170mL ¥1,600 ¥1,700

ハーバルボディソープ 250mL ¥990 ¥1,060 ハーバルトリートメントウォーター 詰替 150mL ¥1,180 ¥1,260

ハーバルボディソープ 60mL ¥420 ¥440

ハーバルボディソープ 詰替 230mL ¥770 ¥820

ハーバルボディソープ 詰替 1000mL ¥2,740 ¥2,860
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表示価格はすべて税込価格です。



ハーバルハンドソープ 250mL ¥980 ¥1,060 ハーバルクレンジングオイル ミニパウチ ¥69 ¥80

ハーバルハンドソープ 65mL ¥420 ¥440 ハーバルクレンジングジェル ミニパウチ ¥69 ¥80

ハーバルハンドソープ 詰替 230mL ¥760 ¥820 ハーバルクレンジングミルク ミニパウチ ¥69 ¥80

ハーバルハンドソープ 詰替 1000mL ¥2,680 ¥2,860 ハーバルウォッシングフォーム ラベンダー/カモミール ミニパウチ ¥69 ¥80

フォーミングハンドウォッシュ 370mL ¥1,408 ¥1,580 バランシングフェイスオイル ラベンダー/ゼラニウム ミニパウチ ¥92 ¥100

フォーミングハンドウォッシュ 詰替 350mL ¥1,100 ¥1,260 ハーバルウォーター ペパーミント ミニパウチ ¥69 ¥80

フォーミングハンドウォッシュ 詰替 1000mL ¥2,860 ¥3,030 センシティブハーバルウォーター ラベンダー ミニパウチ ¥69 ¥80

ハーバルハンドクリーム 65g ¥1,380 ¥1,500 モイスチャーハーバルウォーター ラベンダー/カモミール ミニパウチ ¥69 ¥80

ハーバルボディ&ハンドバーム 50g ¥1,960 ¥2,090 ハーバルモイスチャーライザー ミニパウチ ¥92 ¥100

ハーバルリップ&ネイルバーム 15g ¥1,360 ¥1,430 ハーバルアイエッセンス ミニパウチ ¥92 ¥100

ハーバルフットクリーム 65g ¥1,400 ¥1,500 ハーバルフェイスエマルジョン ミニパウチ ¥92 ¥100

ハーバルフットスクラブ 200g ¥1,480 ¥1,540 ハーバルフェイスクリーム ミニパウチ ¥92 ¥100

ハーバルクリアソープ 110g ¥770 ¥820 モイスチャーハーバルフェイスクリーム ミニパウチ ¥92 ¥100

ハーバルクリアソープ 50g ¥420 ¥440 ハーバルサンプロテクトローション ラベンダー/カモミール ミニパウチ ¥69 ¥80

ハーバルウォッシングフォーム ラベンダー/ローズマリー 120g ¥1,120 ¥1,260 ハーバルサンプロテクトクリーム ラベンダー/ゼラニウム ミニパウチ ¥92 ¥100

ハーバルシェイビングジェル 130g ¥1,180 ¥1,260 ハーバルウォッシングフォーム ラベンダー/ローズマリー ミニパウチ ¥69 ¥80

ハーバルシェイブウォーター 110mL ¥1,640 ¥1,720 ハーバルシェイブウォーター ミニパウチ ¥69 ¥80

ハーバルシェイブウォーター 詰替 100mL ¥1,240 ¥1,300 ハーバルマルチクリーム ミニパウチ ¥92 ¥100

ハーバルマルチクリーム 80g ¥2,200 ¥2,360 エッセンシャルオイル ユーカリ･レモングラス･レモン ¥2,090 ¥2,200

ハーバルマルチクリーム 詰替 75g ¥1,820 ¥1,920 エッセンシャルオイル ティーツリー ¥2,480 ¥2,680

ハーバルクリアボディソープ 500mL ¥1,860 ¥1,980 エッセンシャルオイル ベルガモット･グレープフルーツ･マンダリン ¥2,740 ¥2,970

ハーバルクリアボディソープ 250mL ¥1,050 ¥1,100 エッセンシャルオイル ローズマリー･ラベンダー ¥2,740 ¥2,970

ハーバルクリアボディソープ 60mL ¥440 ¥470 エッセンシャルオイル スペアミント ¥2,850 ¥2,970

ハーバルクリアボディソープ 詰替 230mL ¥820 ¥880 エッセンシャルオイル プチグレン ¥3,040 ¥3,190

ハーバルクリアボディソープ 詰替 1000mL ¥2,900 ¥3,030 エッセンシャルオイル パルマローザ ¥3,190 ¥3,410

ハーバルボディ&ハンドローション ラベンダー/ローズマリー 300mL ¥2,310 ¥2,480 エッセンシャルオイル ペパーミント ¥3,250 ¥3,410

ハーバルボディ&ハンドローション ラベンダー/ローズマリー 詰替 280mL ¥1,980 ¥2,150 エッセンシャルオイル ユズ ¥3,270 ¥3,410

ハーバルボディ&ハンドローション ラベンダー/ローズマリー 詰替 1000mL ¥5,900 ¥6,200 エッセンシャルオイル フランキンセンス･ゼラニウム ¥3,740 ¥3,960

ボディ&フェイスクリアシート 40枚 ¥1,080 ¥1,150 エッセンシャルオイル イランイラン ¥3,980 ¥4,180

ボディ&フェイスクリアシート 15枚 ¥520 ¥550 エッセンシャルオイル カモミール ¥4,620 ¥4,840

ハーバルクリアハンドソープ 300mL ¥1,240 ¥1,300 エッセンシャルオイル リラックス ¥4,200 ¥4,400

ハーバルクリアハンドソープ 詰替 280mL ¥1,020 ¥1,100 エッセンシャルオイル リフレッシュ ¥2,910 ¥3,080

ハーバルクリアハンドソープ 詰替 1000mL ¥3,080 ¥3,240 エッセンシャルオイル ウェイクアップ ¥3,190 ¥3,410

スカルプクレンジングシャンプー 500mL ¥2,080 ¥2,200 オーガニックコットンフルタオル ¥4,950 ¥5,300

スカルプクレンジングシャンプー 250mL ¥1,140 ¥1,200 オーガニックコットンフェイスタオル ¥1,705 ¥1,870

スカルプクレンジグシャンプー 60mL ¥470 ¥500 オーガニックコットンハンドタオル ¥847 ¥940

スカルプクレンジングシャンプー 詰替 230mL ¥880 ¥940 オーガニックコットンバスマット ¥3,520 ¥3,880

スカルプクレンジングシャンプー 詰替 1000mL ¥3,100 ¥3,240 オーガニックコットンラッピングタオル ¥3,982 ¥4,380

スカルプバランシングコンディショナー 500mL ¥2,080 ¥2,200 オーガニックコットンスリーピング タオル ¥2,816 ¥3,100

スカルプバランシングコンディショナー 250mL ¥1,140 ¥1,200 オーガニックコットンミトン ¥825 ¥900

スカルプバランシングコンディショナー 60mL ¥470 ¥500 オーガニックコットンガーゼフル タオル ¥2,882 ¥3,190

スカルプバランシングコンディショナー 詰替 230mL ¥880 ¥940 オーガニックコットンガーゼボディ タオル ¥1,199 ¥1,280

スカルプバランシングコンディショナー 詰替 1000mL ¥3,100 ¥3,240 オーガニックコットンガーゼハンカチ タオル ¥682 ¥740

スカルプクレンジングジェル 130mL ¥1,640 ¥1,720 オーガニックコットンガーゼブランケット ¥4,400 ¥4,840

スカルプクレンジングジェル 110mL ¥1,200 ¥1,260 オーガニックコットンベビータオル ¥528 ¥580

スカルプモイスチャーライザー 130mL ¥1,760 ¥1,870 バンブーフルタオル ¥4,752 ¥5,060

スカルプモイスチャーライザー 詰替 110mL ¥1,320 ¥1,400 バンブーフェイスタオル  ¥1,749 ¥1,920

キャリアオイル ホホバ･スクワラン 100mL ¥2,420 ¥2,600 バンブーハンカチタオル ¥880 ¥940

キャリアオイル マカデミアナッツ 100mL ¥2,180 ¥2,360 オーガニックコットンヘアドライグローブ ¥1,430 ¥1,540

キャリアオイル アーモンド 100mL ¥1,960 ¥2,090 オーガニックコットンヘアバンド ¥1,595 ¥1,680

キャリアオイル オリーブ･サフラワー 100mL ¥1,360 ¥1,480 オーガニックコットンフェイスマスクタオル ¥1,595 ¥1,680

ハーバルオイル 50mL ¥1,390 ¥1,500 オーガニックコットンループタオル ¥1,430 ¥1,580

ハーバルオイル カモミール 50mL ¥1,760 ¥1,920 オーガニックコットンエアーフルタオル ¥3,685 ¥4,070

インドアハーバルスプレー 80mL ¥1,040 ¥1,100 オーガニックコットンエアーフェイスタオル ¥1,540 ¥1,720

インドアハーバルスプレー 170mL ¥1,650 ¥1,720 オーガニックコットンエアーハンカチタオル ¥660 ¥740

インドアハーバルスプレー 詰替 150mL ¥1,260 ¥1,300
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リネンワッフルフルタオル ¥4,180 ¥4,620 オーガニックコットンベビーバスローブ ¥7,480 ¥7,950

リネンワッフルフェイスタオル ¥1,540 ¥1,750 オーガニックコットンワッフルベビーバスローブ ¥5,830 ¥6,300

リネンワッフルハンドタオル ¥825 ¥940 オーガニックコットンベビービブ ¥1,320 ¥1,450

リネンハンカチ ¥880 ¥940 ウッドベビーラトル リング ¥770 ¥820

リネンバスマット ¥4,675 ¥5,060 ウッドベビーラトル ボール ¥1,320 ¥1,450

リネンウォッシング パッド ¥1,398 ¥1,500 ウッドベビーラトル スティック ¥800 ¥900

リネンウォッシング タオル ¥2,003 ¥2,150 ベビーワッフル ビブ ¥1,793 ¥1,870

キッチンリキッドソープ オレンジ 250mL ¥900 ¥940 ベビーワッフル シューズ ¥2,090 ¥2,200

キッチンリキッドソープ 無香料 250mL ¥880 ¥900 ベビーニット ハット ¥3,025 ¥3,190

キッチンリキッドソープ オレンジ 230mL詰替 ¥680 ¥700 ベビーニット シューズ ¥2,310 ¥2,420

キッチンリキッドソープ 無香料 230mL 詰替 ¥660 ¥680 アロマランプ S ¥2,090 ¥2,300

キッチンリネンクロス ¥1,100 ¥1,200 アロマランプ L ¥3,410 ¥3,740

マグネティックソープホルダー ¥943 ¥960 セラミックアロマプレート 1枚 ¥605 ¥620

ワイヤーボトルラック S ¥1,738 ¥1,820 セラミックアロマプレート 2枚 ¥990 ¥1,020

ワイヤーボトルラック L ¥2,178 ¥2,300 ハング アロマウッド ¥484 ¥500

バブルソープポーチ ¥240 ¥260 リード アロマウッド ¥495 ¥550

ワイヤー ソープディッシュ ¥840 ¥990 アロマプレート ホルダー ¥649 ¥700

ソープディッシュ S ¥1,040 ¥1,150 アロマプレート ホルダー アロマプレート付 ¥1,111 ¥1,200

ソープディッシュ L ¥1,380 ¥1,540 キャンドルウォーマー ¥1,430 ¥1,500

スカルプマッサージブラシ ¥770 ¥820 ウッド マルチボックス S ¥2,860 ¥3,100

フェイスウォッシュブラシ ¥1,155 ¥1,200 ウッド マルチボックス L ¥3,630 ¥3,880

アルミソープケース S ¥690 ¥740 ハンドメイドハーバルキャンドル S ¥990 ¥1,100

アルミソープケース L ¥810 ¥900 ハンドメイドリビングキャンドル S ¥770 ¥820

ウォッシャブルヘアコーム ¥690 ¥740 ハンドメイドハーバルキャンドル L ¥1,870 ¥2,040

ウッド ソープディッシュ S ¥880 ¥940 ハンドメイドリビングキャンドル L ¥1,430 ¥1,540

ウッド ソープディッシュ L ¥1,100 ¥1,200 ハンドメイドハーバルキャンドル グラス ¥1,980 ¥2,200

ウッド ボディブラシ S ¥1,540 ¥1,580 ハンドメイドハーバルリビングキャンドル グラス ¥1,540 ¥1,680

ウッド ボディブラシ L ¥2,200 ¥2,260 ハンドメイドハーバルキャンドル グラス 詰替 ¥1,540 ¥1,680

ボディタオル ラミー麻/ハード ¥693 ¥740 ハンドメイドリビングキャンドル グラス 詰替 ¥1,210 ¥1,300

ボディタオル コットン/ソフト ¥693 ¥740 ティーライト ¥385 ¥400

ウッド ヘアブラシ S ナチュラル ¥1,100 ¥1,150 ウッド キャンドルカバー ¥198 ¥220

ウッド ヘアブラシ M ナチュラル ¥1,485 ¥1,580 キャンバススクエアポーチ S ¥2,442 ¥2,560

ウッド ヘアブラシ L ナチュラル ¥1,980 ¥2,090 キャンバススクエアポーチ L ¥2,970 ¥3,190

ウッド ヘアコーム S ¥770 ¥820 キャンバスラウンドバッグ S ¥4,400 ¥4,620

ウッド ヘアコーム L ¥1,100 ¥1,150 キャンバスラウンドバッグ L ¥5,610 ¥6,000

ウッド ヘアブラシ S ブラウン ¥1,210 ¥1,280 ナイロンメッシュポーチ S ¥470 ¥500

ウッド ヘアブラシ M ブラウン ¥1,650 ¥1,750 ナイロンメッシュポーチ L ¥650 ¥700

ウッド ヘアブラシ L ブラウン ¥2,090 ¥2,200 ナイロンポーチ S ¥1,350 ¥1,400

ウッド ヘアブラシ LL ブラウン ¥2,640 ¥2,800 ナイロンポーチ L ¥1,650 ¥1,700

ウッド ブローブラシ S ブラウン ¥1,375 ¥1,430 ナイロンラウンドポーチ S ¥1,100 ¥1,150

ウッド ブローブラシ M ブラウン ¥1,815 ¥1,920 ナイロンラウンドポーチ L ¥1,480 ¥1,540

ウッド ブローブラシ L ブラウン ¥2,255 ¥2,360 ポケッタブルナイロンバッグ ¥2,310 ¥2,420

ウッド ヘアブラシ S ライトブラウン ¥1,265 ¥1,350 コットンキャンバストートバッグ S ¥1,298 ¥1,350

ウッド ヘアブラシ M ライトブラウン ¥1,705 ¥1,820 コットンキャンバストートバッグ L ¥2,420 ¥2,530

ウッド ヘアブラシ L ライトブラウン ¥2,145 ¥2,260 コットンキャンバスショルダーバッグ ¥3,080 ¥3,190

ウッド ヘアブラシ LL ライトブラウン ¥2,695 ¥2,860 コットンキャンバスショッピングバッグ ¥4,400 ¥4,500

ウッド ブローブラシ M ライトブラウン ¥1,980 ¥2,090 コットンキャンバスランドリーバッグ ¥3,740 ¥3,880

ウッド ブローブラシ L ライトブラウン ¥2,420 ¥2,560 コットンキャンバストートバッグ S ネイビー ¥1,386 ¥1,430

ウッド ヘアブラシ S ダークグレー ¥1,320 ¥1,400 コットンキャンバストートバッグ L ネイビー ¥2,530 ¥2,600

ウッド ヘアブラシ M ダークグレー ¥1,760 ¥1,870 コットンキャンバスショルダーバッグ ネイビー ¥3,245 ¥3,350

ウッド ヘアブラシ L  ダークグレー ¥2,200 ¥2,360 コットンバッグ ¥550 ¥580

ウッド ヘアブラシ オーバル  ダークグレー ¥1,870 ¥1,980 コットンポーチ S ¥215 ¥220

ヘアブラシクリーナー ブラウン ¥495 ¥550 コットンポーチ L ¥286 ¥290

ヘアブラシクリーナー ダークグレー ¥495 ¥550

ウッド ネイルブラシ ¥935 ¥990

ウッド ネイルブラシ オーバル ¥935 ¥990

ウッド シェイビングブラシ ダークグレー ¥3,520 ¥3,740
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