
商品名 単位 (ml) 旧価格 新価格 新価格（税込）
レ ネトワイヤン 200 \4,700 \5,500 \6,050
ジェル ネトワイヤン 200 \4,700 \5,500 \6,050
ミセラー ウォーター 200 \4,700 \5,500 \6,050
ネトワイヤン クレーム 100 \5,000 \5,700 \6,270
ローション ヨンカ（PNG） 200 \5,300 \6,000 \6,600
ローション ヨンカ（PS） 200 \5,300 \6,000 \6,600
スクラブ ヴェジェタル 50 \5,800 \6,100 \6,710
ゴマージュ ヨンカ 50 \5,800 \6,100 \6,710
マスク １０３ 75 \5,900 \6,100 \6,710
マスク １０５ 75 \5,900 \6,100 \6,710
イドラ＋ 15 \7,600 \8,000 \8,800
ニュートリ＋ 15 \7,600 \8,000 \8,800
ディフェンス＋ 15 \7,600 \8,000 \8,800
ガルボル＋ 15 \7,600 \8,000 \8,800
エリクシール ヴィタル 30 \13,000 \13,900 \15,290
クレーム ポ センシブル 50 \12,200 \10,000 \11,000
クレーム ポ ルジール 50 \12,200 \10,000 \11,000
マスク ポ センシブル 50 \10,800 \9,000 \9,900
クレーム １５ 50 \5,500 \5,500 \6,050
ジュベニル 15 \5,700 \6,000 \6,600
エマルジョン ピュア 50 \6,200 \6,300 \6,930
アルファ ピール 30 \11,800 \11,800 \12,980
アルファ フルイド 50 \8,600 \8,600 \9,460
ソリューシオン クラルテ 30 \10,000 \10,000 \11,000
クレーム リュミエール 50 \11,000 \11,000 \12,100
コレクシオン シブレ 10 \10,000 \10,000 \11,000
クレーム 28 50 \6,200 \6,200 \6,820
イドラＮ゜１セラム 30 \10,000 \10,400 \11,440
イドラＮ゜１クレーム 50 \7,800 \8,600 \9,460
イドラＮ゜１フルイド 50 \7,600 \8,400 \9,240
イドラＮ゜1 マスク 50 \9,200 \9,200 \10,120
ニュートリ ディフェンス 50 \7,800 \8,500 \9,350
ヌードパーフェクト エフェクト フルイド 50 \7,800 \8,400 \9,240
クレーム ９３ 50 \6,200 \6,500 \7,150
クレーム PG 50 \6,200 \6,500 \7,150
パンプルムース（PS） 50 \6,200 \6,500 \7,150
パンプルムース（PNG） 50 \6,200 \6,500 \7,150
フィト ディフェンス 50 \7,400 \8,300 \9,130
フィト５８（PS） 40 \7,200 \7,500 \8,250
フィト５８（PNG） 40 \7,200 \7,500 \8,250

   価格変更対象商品⼀覧表
     (2022年2⽉1⽇より適⽤）



ニュートリ コントゥール 15 \5,700 \6,300 \6,930
アルファ コントゥール 15 \6,000 \6,300 \6,930
フィト コントゥール 15 \5,900 \6,300 \6,930
エラスティン ジュール 50 \9,000 \9,000 \9,900
エラスティン ニュイ 50 \9,000 \9,000 \9,900
タイムレジスト ジュール 50 \15,000 \15,000 \16,500
タイムレジスト ニュイ 50 \15,000 \15,000 \16,500
アドバンス オプティマイザー セラム 30 \11,000 \11,500 \12,650
アドバンス オプティマイザー クレーム 40 \9,500 \10,500 \11,550
アドバンス オプティマイザー ジェル 50 \10,800 \11,500 \12,650
フィト ５２ 40 \7,500 \7,800 \8,580
セルラーコード 30 \20,000 \20,000 \22,000
エクセランス コード コントゥール 15 \16,000 \15,000 \16,500
エクセランス コード マスク 50 \15,000 \16,000 \17,600
エクセランス コード クレーム 50 \26,000 \26,500 \29,150
フィトバン エキリブレ 100 \6,500 \7,400 \8,140
ゴマージュ エキリブレ 200 \7,800 \7,800 \8,580
ゴマージュ スクル ヴィタリテ 200 \7,800 \7,800 \8,580
ゴマージュ スクル リラックス 200 \7,800 \7,800 \8,580
ゴマージュ シルエット 200 \7,800 \7,800 \8,580
レ エキリブレ 200 \6,600 \7,000 \7,700
レ ヴィタリテ 200 \6,600 \7,000 \7,700
ユール エキリブレ 100 \6,600 \7,400 \8,140
ユール シルエット 100 \6,600 \7,400 \8,140
ユール リラックス 100 \6,600 \7,400 \8,140
クレームマンヴィタリテ 50 \3,700 \4,200 \4,620
クレーム ５５ 125 \7,000 \7,500 \8,250
フィト １５２ 125 \8,000 \8,800 \9,680
ガルボル １９０(在庫限り） 50 \8,800 \9,500 \10,450
ＳＰＦ５０ サンスクリーンクリーム 50 \7,000 \7,400 \8,140
フォーム スクラブ 50 \4,800 \5,500 \6,050
ジェル ムース 100 \4,600 \5,500 \6,050
ＹＫ ローション 150 \5,400 \6,000 \6,600
バーバー シェイブ 100 \5,300 \6,000 \6,600
ニュートリ モイスト 40 \6,500 \7,000 \7,700
アージュ ディフェンス 40 \6,800 \7,700 \8,470
アンダー アイジェル 15 \6,000 \6,400 \7,040
トラベル レネトワイヤン 75 \2,000 \2,100 \2,310
トラベル ジェル ネトワイヤン 75 \2,000 \2,100 \2,310
トラベル ミセラー ウォーター 75 \2,000 \2,100 \2,310
トラベル ローションヨンカ(PNG) 50 \2,000 \2,200 \2,420
トラベル ローションヨンカ(PS) 50 \2,000 \2,200 \2,420
トラベルサイズ レ ヴィタリテ 50 \2,600 \2,600 \2,860


