
商品名 商品新定価(税抜) 商品新定価(税込) 注⽂名 お申し込み商品コード 個数・本数 販売回数 新価格(税抜) 新価格(税込)
【COコンセントレートアップローション×１】定期 a2ab-z385-200 初回 \1,980 \2,178
【COコンセントレートアップローション×1】定期A b2af-z14-200 2回⽬ - 3回⽬ \5,040 \5,544
【COコンセントレートアップローション×1】定期B b2af-z14-201 4回⽬ - 6回⽬ \4,914 \5,405
【COコンセントレートアップローション×1】定期C b2af-z14-202 7回⽬ - 9回⽬ \4,788 \5,266
【COコンセントレートアップローション×1】定期D b2af-z14-204 10回⽬以降 \4,662 \5,128

初回 \1,980 \2,178
2回⽬ - 3回⽬ \5,760 \6,336
4回⽬ - 6回⽬ \5,616 \6,177
7回⽬ - 9回⽬ \5,472 \6,019
10回⽬以降 \5,328 \5,860

【CO 薬⽤スキンクリアローション×1】 定期購⼊A b2ad-z31-200 初回 \1,980 \2,178
【CO 薬⽤スキンクリアローション×1】 定期 b2ad-z31-201 2回⽬ - 3回⽬ \3,784 \4,162

【CO 薬⽤スキンクリアローション×1】 定期購⼊Z b2ad-z31-202 4回⽬ - 6回⽬ \3,689 \4,058
【CO 薬⽤スキンクリアローション×1】 定期購⼊Y b2ad-z31-203 7回⽬ - 9回⽬ \3,594 \3,954

10回⽬以降 \3,500 \3,850
【CO ロングラッシュリッチ×1】定期 b2af-z28-200 初回 \1,980 \2,178

【CO ロングラッシュリッチ×1】定期Z b2af-z28-201 2回⽬ - 3回⽬ \2,948 \3,243
4回⽬ - 6回⽬ \2,875 \3,162
7回⽬ - 9回⽬ \2,801 \3,081
10回⽬以降 \2,727 \3,000

初回 \1,980 \2,178
2回⽬ - 3回⽬ \5,600 \6,160
4回⽬ - 6回⽬ \5,460 \6,006
7回⽬ - 9回⽬ \5,320 \5,852
10回⽬以降 \5,180 \5,698

【COホスピピュア×1】定期 b2af-z17-200 初回 \1,980 \2,178
【COホスピピュア×1】定期B b2af-z17-201 2回⽬ - 3回⽬ \5,040 \5,544
【COホスピピュア×1】定期C b2af-z17-202 4回⽬ - 6回⽬ \4,914 \5,405
【COホスピピュア×1】定期D b2af-z17-203 7回⽬ - 9回⽬ \4,788 \5,266
【COホスピピュア×1】定期E b2af-z17-204 10回⽬以降 \4,662 \5,128
【COホスピピュア×1】定期F b2af-z17-205
【COホスピピュア×1】定期G b2af-z17-206
【COホスピピュア×1】定期H b2af-z17-207

【COホスピピュアVIO×1】定期 b2af-z18-200 初回 \1,980 \2,178
【ホスピピュアVIO×1 サンプルキャンペーン 定期A】 b2af-z18-201 2回⽬ - 3回⽬ \4,400 \4,840

4回⽬ - 6回⽬ \4,180 \4,598
7回⽬ - 9回⽬ \3,960 \4,356
10回⽬以降 \3,740 \4,114

初回 \1,980 \2,178
2回⽬ - 3回⽬ \2,000 \2,200
4回⽬ - 6回⽬ \1,950 \2,145
7回⽬ - 9回⽬ \1,900 \2,090
10回⽬以降 \1,850 \2,035

【COグラニティデコルトクリーム×1】定期 b2ae-z19-200 初回 \1,980 \2,178
【グラニティデコルトクリーム×1】定期Z b2ae-z19-201 2回⽬ - 3回⽬ \4,960 \5,456
【グラニティデコルトクリーム×1】定期B b2ae-z19-202 4回⽬ - 6回⽬ \4,836 \5,319

7回⽬ - 9回⽬ \4,712 \5,183
10回⽬以降 \4,588 \5,046

【COマルチプラセンタオールインワン×1】定期 c2aa-z3-200 初回 \1,980 \2,138
※【マルチプラセンタオールインワン×1】定期購⼊B 特別価格 c2aa-z3-201 2回⽬ - 3回⽬ \3,600 \3,888

※【マルチプラセンタオールインワン×1】定期購⼊C c2aa-z3-203 4回⽬ - 6回⽬ \3,510 \3,790
※【マルチプラセンタオールインワン×1】定期購⼊D c2aa-z3-204 7回⽬ - 9回⽬ \3,420 \3,693
※【マルチプラセンタオールインワン×1】定期購⼊Z c2aa-z3-205 10回⽬以降 \3,330 \3,596

※【新ホスピノール×1箱】定期A c2af-z15-200 初回 \1,980 \2,138
【COホスピノール×1】定期 c2af-z15-201 2回⽬ - 3回⽬ \2,880 \3,110

4回⽬ - 6回⽬ \2,808 \3,032
7回⽬ - 9回⽬ \2,736 \2,954
10回⽬以降 \2,664 \2,877

COコンセントレートアップローション \6,930 1

ホスピアップミルク \7,920 【ホスピアップミルク×１】定期

\6,300

\4,500

COシャインホワイト \2,750 【COシャインホワイト×1】 定期 b2ad-z32-200 1
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\6,300
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\6,200
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\6,820 1

1
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COホスピピュア \6,930 1

COホスピピュアVIO \6,050

\4,730

a2ab-z386-200 1

\5,203薬⽤スキンクリア ローション 1

1

\7,200

COロングラッシュリッチ \4,054

\7,700 【COボディミルク×1】 定期 b2af-z29-200COボディミルク \7,000

\3,686

COグラニティデコルトクリーム

COマルチプラセンタオールインワン \4,860

COホスピノール（箱） \3,888

1

1



商品名 商品新定価(税抜) 商品新定価(税込) 注⽂名 お申し込み商品コード 個数・本数 販売回数 新価格(税抜) 新価格(税込)
【COホスピレッグ30⽇分×1】定期 c2af-z13-202 初回 \1,980 \2,138

CO【ホスピレッグ30⽇分×1】定期D c2af-z13-203 2回⽬ - 3回⽬ \7,200 \7,776
CO【ホスピレッグ30⽇分×1】定期E c2af-z13-204 4回⽬ - 6回⽬ \6,930 \7,484
【COホスピレッグ30⽇分×1】定期Z c2af-z13-206 7回⽬ - 9回⽬ \6,660 \7,192

10回⽬以降 \6,390 \6,901
※【うるおい⼥神プラセンタ50ml×10本】定期1箱a c2aa-z1-217 初回 \1,980 \2,138
※【うるおい⼥神プラセンタ50ml×10本】定期1箱d c2aa-z1-220 2回⽬ - 3回⽬ \3,032 \3,274

4回⽬ - 6回⽬ \2,956 \3,192
7回⽬ - 9回⽬ \2,880 \3,110
10回⽬以降 \2,804 \3,028

※【うるおい⼥神プラセンタ50ml×10本】定期2箱① c2aa-z1-214 初回 \3,960 \4,276
※【うるおい⼥神プラセンタ50ml×10本】定期2箱 c2aa-z1-226 2回⽬ - 3回⽬ \6,064 \6,548

4回⽬ - 6回⽬ \5,912 \6,384
7回⽬ - 9回⽬ \5,760 \6,220
10回⽬以降 \5,608 \6,056

【うるおい⼥神プラセンタドリンク×3箱】定期 c2aa-z1-200 初回 \5,940 \6,414
※【うるおい⼥神プラセンタ50ml×10本】定期3箱 c2aa-z1-201 2回⽬ - 3回⽬ \9,096 \9,822

※【うるおい⼥神プラセンタ50ml×10本】定期3箱A c2aa-z1-204 4回⽬ - 6回⽬ \8,868 \9,576
※【うるおい⼥神プラセンタ50ml×10本】定期3箱C c2aa-z1-206 7回⽬ - 9回⽬ \8,640 \9,330
※【うるおい⼥神プラセンタ50ml×10本】定期3箱D c2aa-z1-207 10回⽬以降 \8,412 \9,084
※【うるおい⼥神プラセンタ50ml×10本】定期3箱E c2aa-z1-208
※【うるおい⼥神プラセンタ50ml×10本】定期3箱F c2aa-z1-209
※【うるおい⼥神プラセンタ50ml×10本】定期3箱J c2aa-z1-210
※【うるおい⼥神プラセンタ50ml×10本】定期3箱H c2aa-z1-212
※【うるおい⼥神プラセンタ50ml×10本】定期3箱G c2aa-z1-213
※【うるおい⼥神プラセンタ50ml×10本】定期3箱 c2aa-z1-222
※【うるおい⼥神プラセンタ50ml×10本】定期3箱 c2aa-z1-225
※【うるおい⼥神プラセンタ50ml×10本】定期3箱 c2aa-z1-227

【COベジフル酵素⻘汁×1】 定期 c2af-z34-200 初回 \1,980 \2,138
※【ベジフル酵素⻘汁×1】 定期購⼊BNI c2af-z34-201 2回⽬ - 3回⽬ \3,120 \3,369

4回⽬ - 6回⽬ \3,042 \3,285
7回⽬ - 9回⽬ \2,964 \3,201
10回⽬以降 \2,886 \3,116

初回 \1,980 \2,138
2回⽬ - 3回⽬ \3,600 \3,888
4回⽬ - 6回⽬ \3,510 \3,790
7回⽬ - 9回⽬ \3,420 \3,693
10回⽬以降 \3,330 \3,596

初回 \1,980 \2,178
2回⽬ - 3回⽬ \5,040 \5,544
4回⽬ - 6回⽬ \4,914 \5,405
7回⽬ - 9回⽬ \4,788 \5,266
10回⽬以降 \4,662 \5,128

初回 \1,980 \2,178
2回⽬ - 3回⽬ \5,200 \5,720
4回⽬ - 6回⽬ \5,070 \5,577
7回⽬ - 9回⽬ \4,940 \5,434
10回⽬以降 \4,810 \5,291

【シーオースムージングゲル×1】定期 b2af-z35-200 初回 \1,980 \2,178
【シーオースムージングゲル(250g)×1】定期 b2af-z35-201 2回⽬ - 3回⽬ \3,600 \3,960

4回⽬ - 6回⽬ \3,510 \3,861
7回⽬ - 9回⽬ \3,420 \3,762
10回⽬以降 \3,330 \3,663

\3,790

COうるおい⼥神 プラセンタドリンク（箱） \8,186

COうるおい⼥神 プラセンタドリンク（箱） \12,279 3\11,370

\9,000 1

1

\7,580

\6,500

\6,300

ALL U NEED

SEDY シャンプー・クレンジング \6,930 【SEDY シャンプー・クレンジングセット×1】 定期購⼊ b2af-z166-200 1

SEDY シャンプー・トリートメント

\4,500

\3,900COベジフル酵素⻘汁 \4,212 1

\4,860 【ALL U NEED×１】定期

COスムージングゲル \4,500 \4,950

c1af-z455-200

\7,150 【SEDY シャンプー・トリートメントセット×1】 定期購⼊ b2af-z167-200

COホスピレッグ \9,720

COうるおい⼥神 プラセンタドリンク（箱） \4,093

1

1

1

2


