
商品名 容量（mL） 現価格（税込） 新価格（税込）

レ ネトワイヤン 200 ¥6,050 ¥6,600
ジェル ネトワイヤン 200 ¥6,050 ¥6,600
ミセラー ウォーター 200 ¥6,050 ¥6,600
ネトワイヤン クレーム 100 ¥6,270 ¥6,820
ローション ヨンカ (PNG) 200 ¥6,600 ¥7,150
ローション ヨンカ (PS) 200 ¥6,600 ¥7,150
ゴマージュ ヨンカ 50 ¥6,710 ¥7,260
スクラブ ヴェジェタル 50 ¥6,710 ¥7,260
マスク 103 75 ¥6,710 ¥7,260
マスク 105 75 ¥6,710 ¥7,260
エマルジョン ピュア 50 ¥6,930 ¥7,480
ジュベニル 15 ¥6,600 ¥7,150
クレーム 15 50 ¥6,050 ¥6,600
エリクシール ヴィタル 30 ¥15,290 ¥16,500
クレーム ポ センシブル 50 ¥11,000 ¥12,100
クレーム ポ ルジール 50 ¥11,000 ¥12,100
マスク ポ センシブル 50 ¥9,900 ¥11,000
ソリューシオン クラルテ 30 ¥11,000 ¥12,100
クレーム リュミエール 50 ¥12,100 ¥13,200
コレクシオン シブレ 10 ¥11,000 ¥12,100
アルファ ピール 30 ¥12,980 ¥14,300
アルファ フルイド 50 ¥9,460 ¥10,450
ディフェンス+ 15 ¥8,800 ¥9,680
イドラ+ 15 ¥8,800 ¥9,680
ニュートリ+ 15 ¥8,800 ¥9,680
ガルボル+ 15 ¥8,800 ¥9,680
ヌードパーフェクト エフェクト フルイド 50 ¥9,240 ¥10,120
イドラ N゜1 セラム 30 ¥11,440 ¥12,650
イドラ N゜1 クレーム 50 ¥9,460 ¥10,450
イドラ N゜1 フルイド 50 ¥9,240 ¥10,450
クレーム 28 50 ¥6,820 ¥7,480
ニュートリ ディフェンス 50 ¥9,350 ¥10,450
フィト ディフェンス 50 ¥9,130 ¥9,900
クレーム PG 50 ¥7,150 ¥7,810
イドラ N゜1 マスク 50 ¥10,120 ¥11,000
パンプルムース (PNG) 50 ¥7,150 ¥7,810
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パンプルムース (PS) 50 ¥7,150 ¥7,810
クレーム 93 50 ¥7,150 ¥7,810
フィト 58 (PS) 40 ¥8,250 ¥8,910
フィト 58 (PNG) 40 ¥8,250 ¥8,910
アドバンス オプティマイザー セラム 30 ¥12,650 ¥13,750
アドバンス オプティマイザー クレーム 40 ¥11,550 ¥12,650
アドバンス オプティマイザー ジェル 50 ¥12,650 ¥13,750
タイム レジスト ニュイ 50 ¥16,500 ¥18,150
エラスティン ニュイ 50 ¥9,900 ¥11,000
フィト 52 40 ¥8,580 ¥9,350
タイム レジスト ジュール 50 ¥16,500 ¥18,150
エラスティン ジュール 50 ¥9,900 ¥11,000
セルラー コード 30 ¥22,000 ¥24,200
エクセランス コード クレーム 50 ¥29,150 ¥31,900
エクセランス コード コントゥール 15 ¥16,500 ¥18,150
フィト バン エキリブレ 100 ¥8,140 ¥8,800
ゴマージュ エキリブレ 200 ¥8,580 ¥9,350
レ エキリブレ 200 ¥7,700 ¥8,580
ユール エキリブレ 100 ¥8,140 ¥8,800
ゴマージュ シルエット 200 ¥8,580 ¥9,350
ユール シルエット 100 ¥8,140 ¥8,800
ゴマージュ スクル リラックス 200 ¥8,580 ¥9,350
ユール リラックス 100 ¥8,140 ¥8,800
ゴマージュ スクル ヴィタリテ 200 ¥8,580 ¥9,350
レ ヴィタリテ 200 ¥7,700 ¥8,580
クレーム マン ヴィタリテ 50 ¥4,620 ¥5,500
ニュートリ コントゥール 15 ¥6,930 ¥7,700
アルファ コントゥール 15 ¥6,930 ¥7,700
フィト コントゥール 15 ¥6,930 ¥7,700
クレーム 55 125 ¥8,250 ¥9,350
フィト 152 125 ¥9,680 ¥10,780
YKローション 150 ¥6,600 ¥7,260
SPF 50 UVA/UVB サンスクリーン クリーム 50 ¥8,140 ¥9,020
アージュディフェンス 40 ¥8,470 ¥9,350
エクセランス コード マスク 50 ¥17,600 ¥18,700
ジェル ムース 100 ¥6,050 ¥6,600
フォームスクラブ 50 ¥6,050 ¥6,380
ニュートリ モイスト 40 ¥7,700 ¥8,580
アンダーアイジェル 15 ¥7,040 ¥7,700
バーバーシェイブ 100 ¥6,600 ¥7,040
トラベルサイズ レ ネトワイヤン 75 ¥2,310 ¥2,750
トラベルサイズ ジェル ネトワイヤン 75 ¥2,310 ¥2,750
トラベルサイズ ミセラー ウォーター 75 ¥2,310 ¥2,750
トラベルサイズ ローション ヨンカ (PNG) 50 ¥2,420 ¥2,860
トラベルサイズ ローション ヨンカ (PS) 50 ¥2,420 ¥2,860
トラベルサイズ レ ヴィタリテ 50 ¥2,860 ¥3,300


