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【BATH-vol.1】 -./ 商品名 JANコード 入数 数量

! かき氷バスソルト　クールミントの香り ,01)),!&0',&* ¥180 (税込¥198） !2

2 かき氷バスソルト　スクイーズレモンの香り ,01)),!&0',!) ¥180 (税込¥198） !2

+ かき氷バスソルト3包セット　クールミントの香り ,01)),!'!++)+ ¥540 (税込¥594） !2

, かき氷バスソルト3包セット　スクイーズレモンの香り ,01)),!'!++'& ¥540 (税込¥594） !2

) かき氷スタンドギフト　ブルー ,01)),!'!+!2, ¥500 (税込¥550） !2

' かき氷スタンドギフト　イエロー ,01)),!'!+!+! ¥500 (税込¥550） !2

1 かき氷オーガンジーギフト　ブルー ,01)),!'!+!,* ¥600 (税込¥660） !2

* かき氷オーガンジーギフト　イエロー ,01)),!'!+!)) ¥600 (税込¥660） !2

【BATH-vol.2】 -./ 商品名 JANコード 入数 数量

0 かき氷フェイスマスク ,01)),!'!+&+2 ¥250 (税込¥275） !2

!& かき氷フェイスマスクセット　ブルー ,01)),!'!+&,0 ¥500 (税込¥550） '

!! かき氷フェイスマスクセット　イエロー ,01)),!'!+&)' ¥500 (税込¥550） '

!2 マリンドームボディウォッシュ　ピーチの香り ,01)),!'!+&*1 ¥600 (税込¥660） '

!+ マリンドームボディウォッシュ　ミントの香り ,01)),!'!+&0, ¥600 (税込¥660） '

!, かき氷シロップバブルバス　ミントの香り（BL) ,01)),!'!!'*1 ¥180 (税込¥198） !2

!) かき氷シロップバブルバス　レモンの香り（YE) ,01)),!'!!'0, ¥180 (税込¥198） !2

!' かき氷シロップバブルバス　イチゴの香り（PK) ,01)),!'!!1&& ¥180 (税込¥198） !2

!1 かき氷ボディケアセット　ブルー ,01)),!'!+&'+ ¥630 (税込¥693） '

!* かき氷ボディケアセット　イエロー ,01)),!'!+&1& ¥630 (税込¥693） '

!0 クールウォータリングボディクリーム　クールミントの香り ,01)),!&!'*++ ¥450 (税込¥495） '

2& クールウォータリングボディクリーム　フレッシュレモンの香り ,01)),!&!'*,& ¥450 (税込¥495） '

【BATH-vol.3】 -./ 商品名 JANコード 入数 数量

2! ボディミールボディケアセット　ピンク ,01)),!12!!,& ¥650 (税込¥715） '

22 ボディミールボディケアセット　イエロー ,01)),!12!!)1 ¥650 (税込¥715） '

2+ ボディミールバスソルト4Pセット ,01)),!12!!++ ¥800 (税込¥880） !2

2, ボディミールバスソルト　ジューシーフルーツ（RD) ,01)),!&0'2,* ¥200 (税込¥220） !2

2) ボディミールバスソルト　フレッシュシトラス（YE) ,01)),!&0'2)) ¥200 (税込¥220） !2

2' ボディミールバスソルト　グリーンフルーツミックス（GR) ,01)),!&0'2'2 ¥200 (税込¥220） !2

21 ボディミールバスソルト　フルーティーベリー（PU) ,01)),!&0'210 ¥200 (税込¥220） !2

2* ボディミール分包スクラブ　ジューシーフルーツ（PK) ,01)),!&0'2*' ¥250 (税込¥275） !2

20 ボディミール分包スクラブ　フレッシュシトラス（YE) ,01)),!&0'20+ ¥250 (税込¥275） !2

+& フルーツパーラーバスソルトパウダー　ストロベリー＆チェリー ,01)),!&0)&&) ¥180 (税込¥198） !2

+! フルーツパーラーバスソルトパウダー　ピーチ＆レモン ,01)),!&0)&!2 ¥180 (税込¥198） !2

上代 希望納期

上代 希望納期

予約制ではありませんが、デリバリーをスムーズにする為、予め確定した数量がございましたら事前にFAXをお願いします。

上代 希望納期

貴社名

345
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【BATH-vol.4】 ./0 商品名 JANコード 入数 数量

,! オンセンジャポンジャポン【医薬部外品】　レモン　 -12))-+'+!*'* ¥100 (税込¥110） !&

,, オンセンジャポンジャポン【医薬部外品】　スイカ -12))-+&1-11! ¥100 (税込¥110） !&

,- 重炭酸バスタブレット【医薬部外品】　もぎたてレモンの香り -12))-+'+,+'! ¥120 (税込¥132） +!

,) 重炭酸バスタブレット6Pセット【医薬部外品】　レモン -12))-+'+,+21 ¥750 (税込¥825） '

,' 瀬戸内レモンの香り　バスソルト2包入り -12))-+'+,+*' ¥380 (税込¥418） +!

,2 南国育ちスイカの香り　バスソルト2包入り -12))-+'+,+1, ¥380 (税込¥418） +!

,* ジューシーフルーツボディソープ　レモンの香り -12))-+'+,+&& ¥280 (税込¥308） +!

,1 ジューシーフルーツボディソープ　スイカの香り -12))-+'+,++2 ¥280 (税込¥308） +!

-& ジューシーフルーツスクラブボディソープ　パイナップルの香り -12))-+'++-,- ¥600 (税込¥660） +!

-+ ジューシーフルーツスクラブボディソープ　スイカの香り -12))-+'++--+ ¥600 (税込¥660） +!

-! ジューシーフルーツパウダーバス3包入り　パイナップルスムージー -12))-+'+&!-' ¥500 (税込¥550） +!

-, ジューシーフルーツパウダーバス3包入り　スイカスクイーズ -12))-+'+&!), ¥500 (税込¥550） +!

【BATH-vol.5】 ./0 商品名 JANコード 入数 数量

-- 納涼祭薬用入浴剤【医薬部外品】　レモンの香り -12))-+'+,!+' ¥200 (税込¥220) +!

-) 納涼祭フェイスマスクセット -12))-+'+,!!, ¥500 (税込¥550) +!

-' 薬用入浴剤ハナサクユ【医薬部外品】　アサガオ -12))-+'++-)* ¥180 (税込¥198) +!

-2 薬草風呂【医薬部外品】　丑湯祭り -12))-+&1)'1! ¥180 (税込¥198) +!

-* 薬草風呂【医薬部外品】　星湯祭り -12))-+&1)2&* ¥180 (税込¥198) +!

-1 薬草風呂3包セット -12))-+'&'2)+ ¥600 (税込¥660) +!

)& 空想バスルーム　凪（なぎ）の海とソーダ水 -12))-+&1)1)+ ¥150 (税込¥165) !&

)+ ハナサクユハンカチセット　ブルー -12))-+'++)&! ¥850 (税込¥935) '

)! ハナサクユハンカチセット　オレンジ -12))-+'++)+1 ¥850 (税込¥935) '

), 夏カゴギフト　手ぬぐい入り -12))-+'+,!&1 ¥1,300 (税込¥1,430) '

予約制ではありませんが、デリバリーをスムーズにする為、予め確定した数量がございましたら事前にFAXをお願いします。

上代 希望納期

貴社名

345

上代 希望納期
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【OTHERS-vol.1】 -./ 商品名 JANコード 入数 数量

+ クールマスクスプレー　ハッカ＆オレンジ ,01)),+&!!',0 ¥850 (税込¥935) '

2 クールマスクスプレー　ハッカ＆レモン ,01)),+&!!)1+ ¥850 (税込¥935) '

! クールマスクスプレー　ハッカ＆ローズマリー ,01)),+&!!)', ¥850 (税込¥935) '

, ハッカ油 ,01)),+&!!)** ¥1,000 (税込¥1,080) +&

) クールハンドフレッシュジェル　アイスミントの香り ,01)),+'++)2' ¥300 (税込¥330) +2

' クールハンドフレッシュジェル　アイスミント＆レモンの香り ,01)),+'++)!! ¥300 (税込¥330) +2

1 クールボディミストホルダー付き　マスカット（GR） ,01)),+'&0*1) ¥450 (税込¥495) +2

* クールボディミストホルダー付き　フローラル（PK） ,01)),+'&0*00 ¥450 (税込¥495) +2

0 クールボディミストホルダー付き　アクアシャボン（BL） ,01)),+'&00&) ¥450 (税込¥495) +2

+& ハンドフレッシュジェル　ミントの香り ,01)),+&+)1'* ¥300 (税込¥330) +2

++ ハンドフレッシュジェル　レモンの香り ,01)),+&+,2,2 ¥300 (税込¥330) +2

+2 ペーパーソープ（かみせっけん）　ミントの香り ,01)),+&0!1'' ¥280 (税込¥308) +&

+! ペーパーソープ（かみせっけん）　レモンの香り ,01)),+&2112! ¥280 (税込¥308) +&

+, クールフットスクラブ　マスカット（BL) ,01)),+'&00+2 ¥380 (税込¥418) +2

【OTHERS-vol.2】 -./ 商品名 JANコード 入数 数量

+) Have fun!　ペーパーソープ　ハーブ（GR） ,01)),+&0)0!1 ¥280 (税込¥308) +&

+' Have fun!　ペーパーソープ　シトラス（ＹＥ） ,01)),+&0)0,, ¥280 (税込¥308) +&

+1 Have fun!　アロマカトリセンコウ【防除用医薬部外品】
ラベンダー（BL） ,01)),+'++110 ¥250 (税込¥275) +&

+* Have fun!　アロマカトリセンコウ【防除用医薬部外品】
シトラスフルーツ（YE） ,01)),+'++1*' ¥250 (税込¥275) +&

+0 Have fun!　アウトドアボディミスト ,01)),+'++1'2 ¥900 (税込¥990) '

予約制ではありませんが、デリバリーをスムーズにする為、予め確定した数量がございましたら事前にFAXをお願いします。

貴社名

345

上代 希望納期

上代 希望納期
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【TEA】 -./ 商品名 JANコード 入数 数量

+ キセツノオチャ　水出し茶　白桃×アールグレイ !01))!+'0++,0 ¥450 (税込¥486) +&

2 キセツノオチャ　水出し茶　洋梨×ジャスミン !01))!+'0++!' ¥450 (税込¥486) +&

, キセツノオチャ　水出し茶　レモン×マスカット !01))!+'0++), ¥450 (税込¥486) +&

! キセツノオチャ　水出し紅茶　木苺×ブルーベリー
<賞味期限2023年5月> !01))!+'0&''* ¥450 (税込¥486) +&

) とうもろこし茶 !01))!+&&)),& ¥600 (税込¥648) *

' 近江銘茶　赤ちゃん番茶 !01))!+&&))!1 ¥600 (税込¥648) *

【FOOD＆DRINK】 -./ 商品名 JANコード 入数 数量

1 レモネード　ソルティーレモネード（PK） !01))!+'0+&'+ ¥450 (税込¥486) *

* レモネード　レモネード（BL） !01))!+'0+&1* ¥450 (税込¥486) *

0 コールドブリューコーヒー !01))!+'0++'& ¥650 (税込¥702) '

+& カフェトントゥ　ドリップコーヒーゼリー !01))!+'0&'!! ¥260 (税込¥280) +&

++ カフェトントゥ　エブリデイコーヒー !01))!+&&))2, ¥500 (税込¥540) '

+2 カフェトントゥ　ココアカプチーノ !01))!+&&))02 ¥750 (税込¥810) )

+, お茶漬け　2包入り　塩レモン !01))!+'0&'00 ¥300 (税込¥324) +2

+! お茶漬け　2包入り　梅しそ !01))!+'0&'*2 ¥300 (税込¥324) +2

+) お茶漬け　2包入り　ゆず　<賞味期限2022年7月26日> !01))!+'0&0!+ ¥300 (税込¥324) +2

上代 希望納期

貴社名

上代 希望納期

345

予約制ではありませんが、デリバリーをスムーズにする為、予め確定した数量がございましたら事前にFAXをお願いします。


