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ドライハーブ価格変更一覧

品番 品名 旧価格 新価格

4100 カルダモン パウダー PWD オーガニック 20g ¥1,000 → ¥1,200
4101 カルダモン パウダー PWD オーガニック 100g ¥3,900 → ¥5,100
4102 カルダモン パウダー PWD オーガニック 500g ¥17,000 → ¥23,000
8768 キンモクセイ/金木犀 フラワー ホール WH 20g ¥800 → ¥900
8769 キンモクセイ/金木犀 フラワー ホール WH 100g ¥2,900 → ¥3,400
955 キンモクセイ/金木犀 フラワー ホール WH 500g ¥10,650 → ¥14,500

4103 クローブ ホール WH オーガニック 20g ¥450 → ¥500
4104 クローブ ホール WH オーガニック 100g ¥1,400 → ¥1,700
4105 クローブ ホール WH オーガニック 500g ¥5,500 → ¥6,600
462 ゲットウハ/月桃葉 カット CUT 20g ¥500 → ¥600
463 ゲットウハ/月桃葉 カット CUT 100g ¥1,600 → ¥2,500
464 ゲットウハ/月桃葉 カット CUT 500g ¥6,000 → ¥8,000

4338 ジンジャー ティーバッグカット T/B オーガニック 20g ¥450 → ¥500
4339 ジンジャー ティーバッグカット T/B オーガニック 100g ¥1,200 → ¥1,800
4340 ジンジャー ティーバッグカット T/B オーガニック 500g ¥4,200 → ¥7,400
4127 ジンジャー パウダー PWD オーガニック 20g ¥350 → ¥450
4128 ジンジャー パウダー PWD オーガニック 100g ¥800 → ¥1,400
4129 ジンジャー パウダー PWD オーガニック 500g ¥2,800 → ¥5,600
574 ソーパルメット ホール WH 20g ¥600 → ¥700

6694 ソーパルメット ホール WH 100g ¥1,800 → ¥2,400
6695 ソーパルメット ホール WH 500g ¥7,400 → ¥10,000
4140 ペッパー ブラック ホール WH オーガニック 20g ¥400 → ¥450
4142 ペッパー ブラック ホール WH オーガニック 500g ¥5,000 → ¥5,300
736 ミルラ/モツヤク 20g ¥400 → ¥450

4623 ミルラ/モツヤク 100g ¥1,100 → ¥1,400
943 ミルラ/モツヤク 500g ¥3,500 → ¥5,400

8713 リンデン フラワー カット CUT KBA 20g ¥500 → ¥600
8714 リンデン フラワー カット CUT KBA 100g ¥1,600 → ¥2,200
8715 リンデン フラワー カット CUT KBA 500g ¥6,900 → ¥9,000

2020年12月25日(金)ＰＭ受付
より適用となります

価格が上がる商品
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ドライハーブ価格変更一覧 2020年12月25日(金)ＰＭ受付
より適用となります

品番 品名 旧価格 新価格

8730 アイスランドモス カット CUT KBA 100g ¥2,000 → ¥1,800
8731 アイスランドモス カット CUT KBA 500g ¥8,700 → ¥7,500
8732 アルニカ フラワー ホール WH KBA 20g ¥1,100 → ¥1,000
8733 アルニカ フラワー ホール WH KBA 100g ¥4,600 → ¥4,000
8734 アルニカ フラワー ホール WH KBA 500g ¥22,500 → ¥18,000
402 オールスパイス パウダー PWD 20g ¥350 → ¥300
403 オールスパイス パウダー PWD 100g ¥900 → ¥700

4391 オールスパイス パウダー PWD 500g ¥3,800 → ¥2,300
4392 オニオン パウダー PWD 20g ¥300 → ¥250
2058 オニオン パウダー PWD 100g ¥600 → ¥450
4393 オニオン パウダー PWD 500g ¥2,200 → ¥1,300
407 オリス ルート パウダー PWD 20g ¥500 → ¥350

4394 オリス ルート パウダー PWD 100g ¥1,600 → ¥1,100
408 オリス ルート パウダー PWD 500g ¥7,000 → ¥4,200

4062 オレンジビター ピール カット CUT オーガニック 20g ¥450 → ¥400
4063 オレンジビター ピール カット CUT オーガニック 100g ¥1,400 → ¥1,100
4064 オレンジビター ピール カット CUT オーガニック 500g ¥5,500 → ¥4,400
4396 ガーリック パウダー PWD 500g ¥2,500 → ¥1,700
457 キャラウェイ シード パウダー PWD 20g ¥300 → ¥250
458 キャラウェイ シード パウダー PWD 100g ¥700 → ¥500

4401 キャラウェイ シード パウダー PWD 500g ¥2,600 → ¥1,600
8753 キャロブ カット CUT KBA 20g ¥400 → ¥350
8754 キャロブ カット CUT KBA 100g ¥1,100 → ¥1,000
8755 キャロブ カット CUT KBA 500g ¥4,500 → ¥3,500
3360 キャロブ ローストパウダー PWD 20g ¥350 → ¥250
3361 キャロブ ローストパウダー PWD 100g ¥1,000 → ¥500
4492 キャロブ ローストパウダー PWD 500g ¥4,500 → ¥1,500
4065 ゴーツルー カット CUT オーガニック 20g ¥500 → ¥450
4066 ゴーツルー カット CUT オーガニック 100g ¥1,700 → ¥1,400
4067 ゴーツルー カット CUT オーガニック 500g ¥7,600 → ¥5,500
535 スターアニス パウダー PWD 20g ¥400 → ¥300
536 スターアニス パウダー PWD 100g ¥1,100 → ¥600

4414 スターアニス パウダー PWD 500g ¥4,700 → ¥2,000
564 セロリー シード ホール WH 20g ¥400 → ¥250

4530 セロリー シード ホール WH 100g ¥1,000 → ¥500
4531 セロリー シード ホール WH 500g ¥4,100 → ¥1,600

価格が下がる商品
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ドライハーブ価格変更一覧 2020年12月25日(金)ＰＭ受付
より適用となります

品番 品名 旧価格 新価格

635 パイン ニードル/松葉 カット CUT 20g ¥500 → ¥400
4563 パイン ニードル/松葉 カット CUT 100g ¥1,600 → ¥1,100
636 パイン ニードル/松葉 カット CUT 500g ¥6,500 → ¥4,200

4565 ハスの葉 カット CUT 20g ¥500 → ¥400
4566 ハスの葉 カット CUT 100g ¥1,700 → ¥1,200
2630 ハスの葉 カット CUT 500g ¥6,800 → ¥4,500
6719 バナバ カット大 CUT 20g ¥600 → ¥400
6720 バナバ カット大 CUT 100g ¥1,700 → ¥1,200
6721 バナバ カット大 CUT 500g ¥6,900 → ¥4,300
4033 ハニーブッシュ ファインカット F/C オーガニック 20g ¥350 → ¥300
4034 ハニーブッシュ ファインカット F/C オーガニック 100g ¥900 → ¥700
4035 ハニーブッシュ ファインカット F/C オーガニック 500g ¥3,400 → ¥2,500
4036 ハニーブッシュ ファインカット F/C オーガニック 10kg ¥51,000 → ¥40,000
650 フェヌグリーク パウダー PWD 20g ¥300 → ¥250
651 フェヌグリーク パウダー PWD 100g ¥700 → ¥450

4423 フェヌグリーク パウダー PWD 500g ¥2,600 → ¥1,400
657 フェンネル パウダー PWD 20g ¥300 → ¥250
658 フェンネル パウダー PWD 100g ¥700 → ¥450

4424 フェンネル パウダー PWD 500g ¥2,500 → ¥1,300
659 フラックスシード ホール WH 20g ¥300 → ¥250

3362 フラックスシード ホール WH 100g ¥600 → ¥500
4577 フラックスシード ホール WH 500g ¥2,300 → ¥1,600
5058 フラックスシード ホール WH 10kg ¥33,000 → ¥26,000
4198 ペニーロイヤル カット CUT オーガニック 20g ¥600 → ¥450
4199 ペニーロイヤル カット CUT オーガニック 100g ¥2,000 → ¥1,400
4200 ペニーロイヤル カット CUT オーガニック 500g ¥8,100 → ¥5,300
681 ポアブルロゼ ホール WH （ピンクペッパー） 20g ¥900 → ¥600
682 ポアブルロゼ ホール WH （ピンクペッパー） 100g ¥3,600 → ¥2,200

4600 ポアブルロゼ ホール WH （ピンクペッパー） 500g ¥17,000 → ¥9,100
1887 ポピー シード ホール WH 20g ¥350 → ¥300
1888 ポピー シード ホール WH 100g ¥900 → ¥600
4602 ポピー シード ホール WH 500g ¥3,700 → ¥1,900
4076 ミルクシスル シード ホール WH オーガニック 20g ¥400 → ¥350
4077 ミルクシスル シード ホール WH オーガニック 100g ¥1,100 → ¥900
4078 ミルクシスル シード ホール WH オーガニック 500g ¥4,800 → ¥3,300
4079 ミルクシスル シード ホール WH オーガニック 10kg ¥62,000 → ¥47,000

価格が下がる商品
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ドライハーブ価格変更一覧 2020年12月25日(金)ＰＭ受付
より適用となります

品番 品名 旧価格 新価格

762 リコリス ルート カット CUT 20g ¥400 → ¥300
4637 リコリス ルート カット CUT 100g ¥1,200 → ¥800
947 リコリス ルート カット CUT 500g ¥4,500 → ¥2,600
969 リコリス ルート カット CUT 10kg ¥51,667 → ¥29,000

4039 グリーン ルイボス カット CUT オーガニック 500g ¥2,800 → ¥2,600
8623 ローズヒップ ホール WH KBA 20g ¥400 → ¥350
8624 ローズヒップ ホール WH KBA 100g ¥1,000 → ¥800
8625 ローズヒップ ホール WH KBA 500g ¥4,100 → ¥3,000
823 ローレル リーフ パウダー PWD 20g ¥350 → ¥300
824 ローレル リーフ パウダー PWD 100g ¥900 → ¥600

4442 ローレル リーフ パウダー PWD 500g ¥3,900 → ¥2,100

価格が下がる商品
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ドライハーブ価格変更一覧 2020年12月25日(金)ＰＭ受付
より適用となります

品番 品名 旧価格 新価格

358 アイリッシュモス カット CUT 20g ¥550 → ¥350
359 アイリッシュモス カット CUT 100g ¥1,800 → ¥1,100

4445 アイリッシュモス カット CUT 500g ¥8,100 → ¥5,100
868 赤ブドウパウダーFD/PWD 20g ¥500 → ¥350
867 赤ブドウパウダーFD/PWD 100g ¥1,600 → ¥1,200
866 赤ブドウパウダーFD/PWD 500g ¥6,600 → ¥5,200
382 ウィッチヘイゼル バーク カット CUT 20g ¥500 → ¥250
383 ウィッチヘイゼル バーク カット CUT 100g ¥1,400 → ¥700

4457 ウィッチヘイゼル バーク カット CUT 500g ¥5,800 → ¥3,100
384 ウィッチヘイゼル リーフ カット CUT 20g ¥450 → ¥250
385 ウィッチヘイゼル リーフ カット CUT 100g ¥1,500 → ¥800
381 ウィンターグリーン カット CUT 20g ¥350 → ¥200

4459 ウィンターグリーン カット CUT 100g ¥900 → ¥450
386 ウォーターカラミント カット CUT 20g ¥450 → ¥300
387 ウォーターカラミント カット CUT 100g ¥1,400 → ¥800

4463 ウォーターカラミント カット CUT 500g ¥5,900 → ¥3,500
388 ウッドラフ カット CUT 20g ¥550 → ¥300
389 ウッドラフ カット CUT 100g ¥1,800 → ¥900

4464 ウッドラフ カット CUT 500g ¥8,000 → ¥3,800
397 オークモス ホール WH 20g ¥400 → ¥300
890 オオムギワカバ/大麦若葉 カット CUT 20g ¥400 → ¥250
891 オオムギワカバ/大麦若葉 カット CUT 100g ¥1,100 → ¥700
892 オオムギワカバ/大麦若葉 カット CUT 500g ¥4,000 → ¥2,900

1277 キヌア シード ホール WH20g ¥300 → ¥200
1278 キヌア シード ホール WH100g ¥600 → ¥400
491 ササフラス リーフ カット CUT 20g ¥500 → ¥300

4506 ササフラス リーフ カット CUT 100g ¥1,600 → ¥900
4507 ササフラス リーフ カット CUT 500g ¥6,800 → ¥3,900
492 ササフラス ルート バーク カット大 CUT 20g ¥650 → ¥400

3673 ササフラス ルート バーク カット大 CUT 100g ¥2,500 → ¥1,400
4508 ササフラス ルート バーク カット大 CUT 500g ¥11,500 → ¥6,200
3671 シープソレル パウダー PWD 20g ¥300 → ¥200
3672 シープソレル パウダー PWD 100g ¥700 → ¥400
4412 シープソレル パウダー PWD 500g ¥2,600 → ¥1,300
4267 ジンジャー コース パウダー Coarse PWD オーガニック 20g ¥350 → ¥200
4268 ジンジャー コース パウダー Coarse PWD オーガニック 100g ¥800 → ¥600
4269 ジンジャー コース パウダー Coarse PWD オーガニック 500g ¥2,800 → ¥2,200

在庫一掃SALE
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ドライハーブ価格変更一覧 2020年12月25日(金)ＰＭ受付
より適用となります

品番 品名 旧価格 新価格

6690 スマ ルート パウダー PWD 20g ¥400 → ¥250
6691 スマ ルート パウダー PWD 100g ¥1,200 → ¥700
6692 スマ ルート パウダー PWD 500g ¥5,200 → ¥2,800
8632 ターメリック ホール WH KBA 20g ¥350 → ¥200
8633 ターメリック ホール WH KBA 100g ¥800 → ¥350
8634 ターメリック ホール WH KBA 500g ¥3,100 → ¥1,300
8677 チャービル リーフ カット CUT KBA 20g ¥500 → ¥350
8678 チャービル リーフ カット CUT KBA 100g ¥1,800 → ¥1,200
8679 チャービル リーフ カット CUT KBA 500g ¥8,200 → ¥5,000
613 ドッグ ウッド バーク カット CUT 20g ¥400 → ¥200

4553 ドッグ ウッド バーク カット CUT 100g ¥1,100 → ¥600
4554 ドッグ ウッド バーク カット CUT 500g ¥4,600 → ¥2,400
8548 バーベリー ルート バーク カット CUT KBA 20g ¥500 → ¥300
629 バイオレット フラワー ホール WH 20g ¥800 → ¥600
630 バイオレット フラワー ホール WH 100g ¥3,200 → ¥2,100
675 ベイベリー バーク カット CUT 20g ¥450 → ¥250

4586 ベイベリー バーク カット CUT 100g ¥1,300 → ¥700
4587 ベイベリー バーク カット CUT 500g ¥5,700 → ¥3,100
6729 ポピー フラワー レッド ホール WH 20g ¥500 → ¥400
6730 ポピー フラワー レッド ホール WH 100g ¥1,800 → ¥1,500
6731 ポピー フラワー レッド ホール WH 500g ¥7,800 → ¥6,900
8838 ポピー フラワー レッド ホール WH 10kg ¥81,000 → ¥49,000
8662 マーシュマロー リーフ カット CUT KBA 20g ¥600 → ¥350
8663 マーシュマロー リーフ カット CUT KBA 100g ¥2,100 → ¥1,100
8664 マーシュマロー リーフ カット CUT KBA 500g ¥9,500 → ¥4,800
4045 マキベリー フリーズドライ パウダー FD/PWD オーガニック 20g ¥800 → ¥500
4046 マキベリー フリーズドライ パウダー FD/PWD オーガニック 100g ¥3,200 → ¥1,900
4047 マキベリー フリーズドライ パウダー FD/PWD オーガニック 500g ¥14,000 → ¥8,900
2004 ヤーコンフレークス 20g ¥550 → ¥300
2005 ヤーコンフレークス 100g ¥1,700 → ¥900
2006 ヤーコンフレークス 500g ¥7,200 → ¥3,900
8689 ラベージ ルート カット CUT KBA 20g ¥400 → ¥300
8690 ラベージ ルート カット CUT KBA 100g ¥1,200 → ¥900
8691 ラベージ ルート カット CUT KBA 500g ¥5,500 → ¥3,900
771 ルー カット CUT 20g ¥450 → ¥250

3095 ルー カット CUT 100g ¥1,300 → ¥800
4640 ルー カット CUT 500g ¥5,400 → ¥3,300
883 ローズヒップ パウダー PWD 20g ¥250 → ¥150

在庫一掃SALE
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エッセンシャルオイル価格変更一覧

品番 品名 旧価格 新価格

9409 カユプテ オーガニック オイル 10ml ¥1,500 → ¥1,700
2117 カユプテ オーガニック オイル 20ml ¥2,500 → ¥3,200
2209 カユプテ オーガニック オイル 50ml ¥4,000 → ¥7,000
9009 カユプテ オーガニック オイル 100ml ¥7,000 → ¥12,000
210 ハニーマートル オイル 5ml ¥1,000 → ¥1,200

9520 ハニーマートル オイル 10ml ¥1,700 → ¥2,000
2092 ハニーマートル オイル 20ml ¥3,200 → ¥3,600
2297 ハニーマートル オイル 50ml ¥7,000 → ¥8,500
9097 ハニーマートル オイル 100ml ¥12,000 → ¥15,000
9445 プチグレン オーガニック オイル 10ml ¥1,500 → ¥1,700
2150 プチグレン オーガニック オイル 20ml ¥2,800 → ¥3,200
2245 プチグレン オーガニック オイル 50ml ¥4,800 → ¥6,500
9045 プチグレン オーガニック オイル 100ml ¥8,500 → ¥10,000
209 フラゴニア オイル 5ml ¥1,000 → ¥1,200

9519 フラゴニア オイル 10ml ¥1,700 → ¥2,000
2093 フラゴニア オイル 20ml ¥3,200 → ¥3,600
2256 ユーカリ ラジアータ オーガニック オイル 50ml ¥4,500 → ¥4,800
9056 ユーカリ ラジアータ オーガニック オイル 100ml ¥7,500 → ¥8,500
9257 ユーカリ ラジアータ オーガニック オイル 500g ¥24,000 → ¥32,000
6374 和ハッカ オイル 5ml ¥1,000 → ¥1,200
9468 和ハッカ オイル 10ml ¥1,500 → ¥2,000
2155 和ハッカ オイル 20ml ¥2,800 → ¥3,600

2020年12月25日(金)ＰＭ受付
より適用となります

価格が上がる商品
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エッセンシャルオイル価格変更一覧 2020年12月25日(金)ＰＭ受付
より適用となります

品番 品名 旧価格 新価格

5659 アミリス 5ml ¥1,500 → ¥1,200
9558 アミリス 10ml ¥2,800 → ¥2,000
2047 アミリス 20ml ¥5,400 → ¥3,600
2431 アミリス 50ml ¥13,000 → ¥8,500
8460 アミリス 100ml ¥23,000 → ¥15,000
5631 カボス(水蒸気蒸留法） オイル 5ml ¥1,800 → ¥1,500
9547 カボス(水蒸気蒸留法） オイル 10ml ¥3,200 → ¥2,800
2059 カボス(水蒸気蒸留法） オイル 20ml ¥6,000 → ¥5,400
2406 カボス(水蒸気蒸留法） オイル 50mｌ ¥14,000 → ¥13,000
8961 カボス(水蒸気蒸留法） オイル 100mｌ ¥26,000 → ¥23,000
158 クラリセージ オーガニック オイル 5ml ¥1,500 → ¥1,200

9412 クラリセージ オーガニック オイル 10ml ¥2,800 → ¥2,000
2120 クラリセージ オーガニック オイル 20ml ¥5,400 → ¥3,600
2212 クラリセージ オーガニック オイル 50ml ¥13,000 → ¥8,500
9012 クラリセージ オーガニック オイル 100ml ¥23,000 → ¥15,000
5676 クンジア オイル 5ml ¥1,500 → ¥1,200
9575 クンジア オイル 10ml ¥2,800 → ¥2,000
2606 クンジア オイル 20ml ¥5,400 → ¥3,600
2448 クンジア オイル 50ml ¥13,000 → ¥8,500
8441 クンジア オイル 100ml ¥23,000 → ¥15,000
5637 タイム リナロール オーガニック オイル 5ml ¥1,800 → ¥1,500
9537 タイム リナロール オーガニック オイル 10ml ¥3,200 → ¥2,800
2065 タイム リナロール オーガニック オイル 20ml ¥6,000 → ¥5,400
2412 タイム リナロール オーガニック オイル 50ml ¥14,000 → ¥13,000
8967 タイム リナロール オーガニック オイル 100ml ¥26,000 → ¥23,000
5639 タンジェリン オーガニック オイル 5ml ¥1,200 → ¥1,000
9539 タンジェリン オーガニック オイル 10ml ¥2,000 → ¥1,700
2067 タンジェリン オーガニック オイル 20ml ¥3,600 → ¥3,200
2414 タンジェリン オーガニック オイル 50ml ¥8,500 → ¥6,500
8969 タンジェリン オーガニック オイル 100ml ¥15,000 → ¥10,000
5649 バームミントブッシュ オイル 5ml ¥1,200 → ¥1,000
9550 バームミントブッシュ オイル 10ml ¥2,000 → ¥1,700
2055 バームミントブッシュ オイル 20ml ¥3,600 → ¥3,200
2424 バームミントブッシュ オイル 50ml ¥8,500 → ¥7,000
8453 バームミントブッシュ オイル 100ml ¥15,000 → ¥12,000

価格が下がる商品
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エッセンシャルオイル価格変更一覧 2020年12月25日(金)ＰＭ受付
より適用となります

品番 品名 旧価格 新価格

192 ヒソップ オーガニック オイル 5ml ¥1,800 → ¥1,500
9504 ヒソップ オーガニック オイル 10ml ¥3,200 → ¥2,800
2192 ヒソップ オーガニック オイル 20ml ¥6,000 → ¥5,400
2281 ヒソップ オーガニック オイル 50ml ¥14,000 → ¥13,000
9081 ヒソップ オーガニック オイル 100ml ¥26,000 → ¥23,000
197 フェンネル スイート オーガニック オイル 5ml ¥1,500 → ¥1,200

9509 フェンネル スイート オーガニック オイル 10ml ¥2,800 → ¥2,000
2197 フェンネル スイート オーガニック オイル 20ml ¥5,400 → ¥3,600
2286 フェンネル スイート オーガニック オイル 50ml ¥13,000 → ¥8,500
9086 フェンネル スイート オーガニック オイル 100ml ¥23,000 → ¥15,000
194 ベルガモット（ベルガプテンフリー） オーガニック オイル 5ml ¥1,500 → ¥1,200

9506 ベルガモット（ベルガプテンフリー） オーガニック オイル 10ml ¥2,800 → ¥2,000
2194 ベルガモット（ベルガプテンフリー） オーガニック オイル 20ml ¥5,000 → ¥3,600
2283 ベルガモット（ベルガプテンフリー） オーガニック オイル 50ml ¥12,000 → ¥8,500
9083 ベルガモット（ベルガプテンフリー） オーガニック オイル 100ml ¥20,000 → ¥15,000
9284 ベルガモット（ベルガプテンフリー） オーガニック オイル 500g ¥90,000 → ¥65,000
5687 ホウショウ/芳樟 5ml ¥1,800 → ¥1,500
9586 ホウショウ/芳樟 10ml ¥3,200 → ¥2,800
2617 ホウショウ/芳樟 20ml ¥6,000 → ¥5,400
2459 ホウショウ/芳樟 50ml ¥14,000 → ¥13,000
8434 ホウショウ/芳樟 100ml ¥26,000 → ¥23,000
5696 マートル/ギンバイカ オーガニック オイル 5ml ¥1,800 → ¥1,500
9595 マートル/ギンバイカ オーガニック オイル 10ml ¥3,200 → ¥2,800
2626 マートル/ギンバイカ オーガニック オイル 20ml ¥6,000 → ¥5,400
2468 マートル/ギンバイカ オーガニック オイル 50ml ¥14,000 → ¥13,000
8472 マートル/ギンバイカ オーガニック オイル 100ml ¥26,000 → ¥23,000
5607 ミルラ オイル 5ml ¥2,500 → ¥1,800
9453 ミルラ オイル 10ml ¥4,500 → ¥3,200
2173 ミルラ オイル 20ml ¥7,500 → ¥6,000
2253 ミルラ オイル 50ml ¥15,000 → ¥14,000
9053 ミルラ オイル 100ml ¥28,000 → ¥26,000
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