
委託ショップ用商品価格一覧表 平成27年7月6日

    表示はバラの価格です。(税抜き)

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 発注単位 代理店 委託ショップ 上代価格

00100020 ビーワンバランス　 (530ml) 12本/梱 ¥2,340 ¥2,520 ¥3,600

00100030 ビーワンバランス  (1100ml) 6本/梱 ¥4,030 ¥4,340 ¥7,000

00100050 ビーワンサポート　 (530ml) 12本/梱 ¥2,340 ¥2,520 ¥3,600

00100060 ビーワンサポート  (1100ml) 6本/梱 ¥4,030 ¥4,340 ¥7,000

00100080 ビーワングレース (200ml) 10本/梱 ¥1,950 ¥2,100 ¥3,000

00100090 ビーワングレース   (400ml) 10本/梱 ¥3,640 ¥3,920 ¥5,600

00100110 ビーワンオール　　 (200ml) 10本/梱 ¥2,600 ¥2,800 ¥4,000

00100120 ビーワンオール　　 (560ml) 6本/梱 ¥4,550 ¥4,900 ¥7,000

00100130 ビーワンオール　　(1000ml) 6本/梱 ¥7,150 ¥7,700 ¥11,000

00101010 ビーワンユニティー(1100ml) 6本/梱 ¥3,900 ¥4,200 ¥6,000

00102210 ビーワンオールインローション(1000ml) 6本/梱 ¥5,850 ¥6,300 ¥9,000

00102510 アクアーリオ　　 (530ml) 12本/梱 ¥2,275 ¥2,450 ¥3,500

00102610 ﾅﾁｭﾗﾘｰｽﾞ ﾓｲｽﾁｬｰ ｱｸｱｹﾞﾙ　  (115g) 10個/梱 ¥3,900 ¥4,200 ¥6,000

00102620 ﾅﾁｭﾗﾘｰｽﾞ ｽｷﾝ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ｴｯｾﾝｽ (50ml) 10本/梱 ¥4,550 ¥4,900 ¥7,000

00102630 ﾅﾁｭﾗﾘｰｽﾞ ｽｷﾝ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ       (55g) 10個/梱 ¥4,225 ¥4,550 ¥6,500

00102640 ﾅﾁｭﾗﾘｰｽﾞ ﾃﾞｲﾘｰ ｽｷﾝ ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ (25g) 10個/梱 ¥2,600 ¥2,800 ¥4,000

00110010 ハイタッチ　　　　  (100g) 10本/梱 ¥1,625 ¥1,750 ¥2,500

00207020 ヘアーリフォーマー 1台/梱 ¥64,000 ¥72,000 ¥80,000

00207520 ヘアーリフォーマー　スフィーダ 1台/梱 ¥78,400 ¥88,200 ¥98,000

00208060 エアーアイロン Ｐ-ＦＩＸ ｽﾄﾚｰﾄ 1台/梱 ¥46,000 ¥48,000 ¥50,000

00208360 P-FIX(ｽﾄﾚｰﾄ)＆ｽﾌｨｰﾀﾞｾｯﾄ 1式/梱 ¥119,700 ¥126,350 ¥133,000

00300030 プラスペース　 　 業務用  (300ml) 6本/梱 ¥13,000 ¥14,000 ¥20,000

00300150 オードゥリーベ 　 店販用   (35ml) 10本/梱 ¥5,200 ¥5,600 ¥8,000

00300170 オードゥリーベ 　 業務用  (200ml) 6本/梱 ¥11,700 ¥12,600 ¥18,000

00301110 メディエーラ　　　　　　  (200ml) 10本/梱 ¥3,250 ¥3,500 ¥5,000

00302110 ＳＧエッセンス　　　　　  (300ml) 6本/梱 ¥11,700 ¥12,600 ¥18,000

00303010 露風(らおふぁん)　　 　　　(34ml) 10本/梱 ¥6,500 ¥7,000 ¥10,000

00304010 かぼくモイスチャークリーム (195g) 12個/梱 ¥3,250 ¥3,500 ¥5,000

00305010 かぼくミルキーローション　(120ml) 10本/梱 ¥6,175 ¥6,650 ¥9,500

00412010 エルフィンサンゴ       (1.2kg) 10箱/梱 ¥1,750 ¥1,875 ¥2,500

00413010 コライユ　　　　　 (400ml) 10本/梱 ¥3,705 ¥3,990 ¥5,700

00413210 カルシスト　　　　　　　(100g) 12個/梱 ¥3,500 ¥3,750 ¥5,000

00413260 カルシストＸ　　　　　　(120g) 6個/梱 ¥18,200 ¥19,600 ¥28,000

00413270 天地清浄　　　　　　　　(120g) 6個/梱 ¥9,750 ¥10,500 ¥15,000

00413290 ラクティスト　　　　　　(120g) 6個/梱 ¥9,750 ¥10,500 ¥15,000

00413310 サンゴカルミール　　　　 (200ml) 12本/梱 ¥2,100 ¥2,250 ¥3,000

00413330 トリニティー酵素 氣精(オーブ) 2個/梱 ¥9,750 ¥10,500 ¥15,000

00413350 珊瑚美肌 （330g） 10本/梱 ¥4,550 ¥4,900 ¥7,000
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委託ショップ用商品価格一覧表 平成27年7月6日

    表示はバラの価格です。(税抜き)

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 発注単位 代理店 委託ショップ 上代価格

00501010 環境改善水 トリニティー   (200ml) 10本/梱 ¥1,950 ¥2,100 ¥3,000

00501050 環境改善水 トリニティー　(1000ml) 6本/梱 ¥6,500 ¥7,000 ¥10,000

00503110 光の滴　(3g入りｽﾃｨｯｸ×5本) 10箱/梱 ¥1,300 ¥1,400 ¥2,000

00504150 トリニティークリスタル(100ml×10本) 5箱/梱 ¥2,340 ¥2,520 ¥3,600

00504200 ﾄﾘﾆﾃｨｰｾﾗﾐｯｸ活水器 水清水(みずきよめ) 1台/梱 ¥162,500 ¥175,000 ¥250,000

00504230 ﾄﾘﾆﾃｨｰｾﾗﾐｯｸ活水器 水清水Ｇ２ 1台/梱 ¥130,000 ¥140,000 ¥200,000

00504250 ﾄﾘﾆﾃｨｰｾﾗﾐｯｸ業務用活水器 水清水Ｇ３ 1台/梱 ¥272,000 - ¥340,000

00504270 ﾄﾘﾆﾃｨｰｾﾗﾐｯｸ活水器 水清水Ｇ５ 1台/梱 ¥272,000 - ¥340,000

00504310 水清水 活性炭カートリッジ 10個/梱 ¥3,705 ¥3,990 ¥5,700

00504350 水清水 ミニカートリッジ 10個/梱 ¥1,105 ¥1,190 ¥1,700

00504510 ﾄﾘﾆﾃｨｰｾﾗﾐｯｸ24時間風呂 輝麗(きれい) 1台/梱 ¥263,400 - ¥323,000

00505300 ﾄﾘﾆﾃｨｰｾﾗﾐｯｸﾎﾞｰﾙ15mm　(200g) 10箱/梱 ¥6,500 ¥7,000 ¥10,000

00505310 ﾄﾘﾆﾃｨｰｾﾗﾐｯｸﾎﾞｰﾙ15mm　(1kg) 1箱/梱 ¥26,000 ¥28,000 ¥40,000

00505510 ﾄﾘﾆﾃｨｰｾﾗﾐｯｸ　天ぷら油用(家庭用) 10箱/梱 ¥6,500 ¥7,000 ¥10,000

00505550 ﾄﾘﾆﾃｨｰｾﾗﾐｯｸ　天ぷら油用(業務用2個入) 1箱/梱 ¥23,400 ¥25,200 ¥36,000

00505610 ﾄﾘﾆﾃｨｰｾﾗﾐｯｸ　ﾁｭｰﾌﾞS 10箱/梱 ¥6,500 ¥7,000 ¥10,000

00505710 ﾄﾘﾆﾃｨｰｾﾗﾐｯｸ　ﾁｭｰﾌﾞM 1箱/梱 ¥28,800 ¥30,600 ¥36,000

00505810 ﾄﾘﾆﾃｨｰｾﾗﾐｯｸ　ﾁｭｰﾌﾞL 1箱/梱 ¥48,000 ¥51,000 ¥60,000

00507040 トリニティーフレンド(300g) 30袋/梱 ¥1,560 ¥1,680 ¥2,400

00508120 さわやか高原ぼかし　(600g) 20袋/梱 ¥455 ¥490 ¥700

00520110 トリニティーＺ－０９(250g) 6本/梱 ¥5,200 ¥5,600 ¥8,000

00520150 トリニティーＺ－０９ 1kg ¥19,500 ¥21,000 ¥30,000

00525010 タイガミール家庭用 (350g) 4袋/梱 ¥9,750 ¥10,500 ¥15,000

01086830 ｴｺ会員ﾊﾟｯｸ ﾋﾞｭｰﾃｨｰ＆ﾍﾙｽｹｱｾｯﾄD 1セット/梱 ¥20,475 ¥22,050 ¥31,500

01086850 ｴｺ会員ﾊﾟｯｸ ﾋﾞｭｰﾃｨｰ＆ﾍﾙｽｹｱｾｯﾄF 1セット/梱 ¥28,548 ¥30,744 ¥43,920

01086910 ｴｺ会員ﾊﾟｯｸ CPﾄﾘﾆﾃｨｰｸﾘｽﾀﾙ実感初回ｾｯﾄ 1セット/梱 ¥12,691 ¥13,667 ¥19,524

01086920 ｴｺ会員ﾊﾟｯｸ ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ初回ｾｯﾄ 1セット/梱 ¥12,968 ¥13,965 ¥19,950

01086930 ｴｺ会員ﾊﾟｯｸ ﾍﾞｰｼｯｸｹｱ初回ｾｯﾄ 1セット/梱 ¥12,992 ¥13,992 ¥19,988

01086940 ｴｺ会員ﾊﾟｯｸ ﾍﾞｰｼｯｸｹｱｾｯﾄ 1セット/梱 ¥29,952 ¥32,256 ¥46,080

01086980 ｴｺ会員ﾊﾟｯｸ ﾍﾞｰｼｯｸｹｱ初回ｾｯﾄB 1セット/梱 ¥13,055 ¥14,060 ¥20,085

01086990 ｴｺ会員ﾊﾟｯｸ ﾍﾞｰｼｯｸｹｱ初回ｾｯﾄC 1セット/梱 ¥12,381 ¥13,334 ¥19,048

※委託ショップ30万円以上はコレクト不可、ﾄﾘﾆﾃｨｰｾﾗﾐｯｸ24時間風呂 輝麗(きれい)は本社発送の為コレクト不可
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委託ショップ用商品価格一覧表 平成27年4月1日

カタログ・パンフレット類（無償販促物／倉庫発送） （税抜き）

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕様 単位 価格 商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕様 単位 価格

00160010 ビーワンシステム  ﾃｷｽﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Ａ４版・18貢 50部 -¥          00560150 トリニティー パンフレット Ａ４版・片観音 50部 -¥          

00162610 ナチュラリーズチラシ Ａ４版・両面 50部 -¥          00560170 トリニティー結果資料集 Ａ４版・28貢 50部 -¥          

00180120 ポップ ビーワンオール Ｂ３版 10部 -¥          00564130 トリニティークリスタルチラシ Ａ４版・両面 50部 -¥          

00360010 頭皮洗浄チラシ Ａ４版・両面 50部 -¥          00564150 水清水シリーズ パンフレット Ａ３版・二つ折り 50部 -¥          

00360150 ｵｰｶﾞﾆｯｸかぼくｼﾘｰｽﾞﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ Ａ４版・片観音 50部 -¥          00564510 ﾄﾘﾆﾃｨｰｾﾗﾐｯｸ24時間風呂 輝麗ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ Ａ３版・二つ折り 50部 -¥          

00370250 びっくりボディケアチラシ Ａ４版・両面 50部 -¥          00565010 トリニティーセラミック氷結結晶チラシ Ａ４版・両面 50部 -¥          

00370260 髪を美しく甦らせるチラシ Ａ４版・両面 50部 -¥          00565110 ﾄﾘﾆﾃｨｰｾﾗﾐｯｸ  ﾁﾗｼ Ａ４版・両面 50部 -¥          

00380010 ポップ 育毛ホームケア Ａ2版 10部 -¥          00580010 ポップ トリニティーマップ Ａ2版 10部 -¥          

00380150 ポップ スキンケア Ｂ３版 10部 -¥          00584150 ﾄﾘﾆﾃｨｰｸﾘｽﾀﾙ ｽﾀﾝﾄﾞﾎﾟｯﾌﾟ Ａ４版 10枚 -¥          

00461010 奇跡の化石サンゴパンフレット Ａ３版・二つ折り 50部 -¥          00900010 ニュースレター Ｓｍｉｌｅ*Ｓｍｉｌｅ Ａ３版・二つ折り 50部 -¥          

00461020 乳酸菌で腸美人パンフレット Ａ３版・二つ折り 50部 -¥          00960010 総合カタログ Ａ４版・10貢 50部 -¥          

00461030 ケイ素パンフレット Ａ３版・二つ折り 50部 -¥          00990010 会社案内 Ａ４版・10貢 50部 -¥          

00461040 酵素パンフレット Ａ３版・二つ折り 50部 -¥          01059640 エコ会員パックパンフレット Ａ３版・二つ折り 50部 -¥          

00463250 カルシストＸチラシ Ａ４版・両面 50部 -¥          01059650 エコ会員用商品カタログ Ａ４版・28貢 50部 -¥          

00463270 天地清浄チラシ Ａ４版・両面 50部 -¥          01059660 トリニティークリスタル実感初回セットチラシ Ａ４版・両面 50部 -¥          

00463290 ラクティストチラシ Ａ４版・両面 50部 -¥          01076100 一坪ショップ募集チラシ Ａ３版・二つ折り 50部 -¥          

00463330 トリニティー酵素 氣精(オーブ)チラシ Ａ４版・両面 50部 -¥          01076150 サポートマン募集チラシ Ａ４版・両面 50部 -¥          

00463350 珊瑚美肌チラシ Ａ４版・両面 50部 -¥          

00473010 コライユリーフレット Ａ４版・三つ折り 50部 -¥          

00473350 珊瑚美肌リーフレット Ａ５版・二つ折り 50部 -¥          

※無償販促物は有償商品と一緒にご注文下さい。

サンプル（有償／倉庫発送） 表示はバラの価格です。 （税抜き）

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕様 単位 価格 商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕様 単位 価格

00302510 SGｴｯｾﾝｽ&ﾌﾟﾗｽﾍﾟｰｽｻﾝﾌﾟﾙｾｯﾄ 10mL×5個 5ｾｯﾄ/梱 3,000¥    00413550 珊瑚美肌(12g×5包)ｻﾝﾌﾟﾙ 12g×5包 10ｾｯﾄ/梱 1,000¥    

00305510 かぼくミルキーローションｻﾝﾌﾟﾙ 10mL×5個 10ｾｯﾄ/梱 1,500¥    00501510 環境改善水 トリニティーｻﾝﾌﾟﾙ(50ml) 50ml 10本/梱 300¥      

ヘアリフォーマー用部品（有償／倉庫発送） 表示はバラの価格です。 （税抜き）

商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕様 単位 価格 商品ｺｰﾄﾞ 商品名 仕様 単位 価格

00237020 ﾍｱｰﾘﾌｫｰﾏｰ交換用ﾌｨﾙﾀｰ(10個入) 1個 1,500¥    00237210 エアーホース先端用･リング 180㎜＋300㎜ 1本 400¥      

00237110 エアーホース元付用 1900mm 1本 500¥      00239110 ｺｰﾑ･ﾌﾞﾗｼ用 先端元付けﾎｰｽｾｯﾄ 1個 500¥      
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