
　　　　ホメオパシージャパン　　新　価　格　表　　2019年９月１日より　　　2019/10/1

　　　　　　　　　　商　品　名 　本体価格 当店表示価格

　税　抜   税  込

基本キット 13,000円 14,040円 *

キッズキット 14,000円 15,120円 *

バイタルキット 13,000円 14,040円 *

ＹＯＢＯキット 14,000円 15,120円 *

バ-スきっと 14,000円 15,120円 *

マイクロキット 　8,600円 　9,288円 *

誰でも 　4,500円 　4,860円 *

ミネラル（大） 　4,500円 　4,860円 *

プチミネラル 　2,040円 　2,203円 *

内美セット（大） 　5,000円 　5,400円 *

プチ内美 　2,250円 　2,430円 *

ウインター（I） 　2,250円 　2,430円 *

サマ- 　2,250円 　2,430円 *

お受験 　2,250円 　2,430円 *

Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ 　2,250円 　2,430円 *

Ｉ　Ｌｏｖｅ　Ｍｙｏ 　2,250円 　2,430円 *

Ｎｏ！Ｎｏ！ 　2,250円 　2,430円 *

かんじん秘蔵　（大） 　5,000円 　5,400円 *

かんじんかなめ　（小）　 　1,600円 　1,728円 *

スプリングＫ（大） 　4,700円 　5,076円 *

スプリングＫ（小） 　2,150円 　2,322円 *

トラベル 　1,500円 　1,620円 *

キャンディー 　1,600円 　1,728円 *

インナ-チャイルド 　3,200円 　3,456円 *

オ-プンユアハ－ト 　2,900円 　3,132円 *

エレック 　2,350円 　2,538円 *

30Ｃ以下　（小） 　　540円 　　583円 *

30Ｃ以下　（大） 　1,300円 　1,404円 *

200Ｃ　（小） 　　650円 　　702円 *

200Ｃ　（大） 　1,500円 　1,620円 *

1Ｍ　（小） 　　880円 　　950円 *

1Ｍ　（大） 　1,850円 　1,998円 *

マイクロ単品 　　430円 　　464円 *

ＴＳ　（小） 　　750円 　　810円 *

ＴＳ　（大） 　1,700円 　1,836円 *

サポ－ト（小）・Ｋシリ－ズ（小） 　　860円 　　928円 *

サポ－ト（大）・Ｋシリ－ズ（大） 　1,900円 　2,052円 *

ＲＸ (小) 　・　ＤＸ　(小) 　1,020円 　1,101円 *

ＲＸ（大） 　2,200円 　2,376円 *

マザ-チンクチャー小　　　20ｍｌ 　1400円 　1,540円
マザ-チンクチャー大　150ｍｌ 　3,200円 　3,520円
マザ-チンクチャー　（新大）100ｍｌ 　2,500円 　2,750円
マザ-チンクチャー特大　720ｍｌ 　7,000円 　7,700円
カレンデュラスプレー　10ｍｌ 　1,100円 　1,210円
サポ－トфチンクチャー 　2,550円 　2,805円
マザ-チンクチャーＰｅｔ 　1.500円 　1,650円
ジェモセラピ- 　1,800円 　1,980円
フラワーエッセンス 　1,500円 　1,650円
土地の浄化 　8,100円 　8,910円
ブレッシング 　1.500円 　1,650円
マウスウオッシュ 　1,300円 　1,430円
Kin-Ken-Jinスプレー　50ｍｌ 　1,900円 　2,090円
サポ－トфMushi　スプレー 　2,550円 　2,805円
サポ－トфChem-acid 　3,850円 　4,235円
野菜と土のミネラル活性液 100ｍｌ 　3,000円 　3,300円

スポイト瓶 　　550円 　　605円
点眼ビン 　　　35円 　　　40円
小ビン用　空ケ－ス 　2,200円 　2,420円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊軽減税率8％



　　　　日本豊受自然農　新価格表　　２０１9年10月１日より

　　　　　　　　　　　　商　品　名 　　本体価格 　当店表示価格

　 　  税　抜   　税　込  

　化粧水 　2,900円 　3,190円
　乳液 　2,900円 　3,190円
天草ジェルC・Tu・R各 　2,700円 　2,970円
　ハンドクリ－ム 　1,000円 　1,100円
　ヘアジェル 　1,350円 　1,485円
　化粧下地日焼け止め入り 　2,000円 　2,200円
　リップクリ－ム　（ピンク・オレンジ） 　1,350円 　1,485円
洗髪と洗身シャンプ－ 　2,200円 　2,420円
洗髪洗身シャンプー（詰め替） 　2,600円 　2,860円
洗顔洗身ソ－プ 　2,100円 　2,310円
すりこみ油 　4,000円 　4,400円
この花かおりん 　1,000円 　1,100円
この花かおりん　（詰め替） 　2,000円 　2,200円
スパジリックビｰ　Ｃ・Ｔu・R・G（小）10g 　1,000円 　1,100円
スパジリックビｰ　Ｃ・Ｔu・R・G（大）45g 　3.600円 　3,960円
スパジリックビｰ　Ｃ・Ｔu・R・G（特大）135g 　7,000円 　7,700円
トゥ-スペイスト　大 　1,350円 　1,485円
トゥ-スペイスト　小 　　130円 　　143円
スパジリック　石けんシャンプ－ 　2,200円 　2,420円
スパジリック　コンディショナ- 　2,200円 　2,420円
Ｒｅフレッシュメントスプレー 　1,800円 　1,980円
Ｒｅフレッシュメントスプレー（詰め替） 　3.000円 　3,300円
キッチンソープ 　　780円 　　858円
ほめ洗浄剤 　1,800円 　1,980円
この花の咲くやファンデーション 　3,500円 　3,850円
この花の咲くやチーク 　3,200円 　3,520円
この花の咲くや口紅 　2,800円 　3,080円
発酵アクティブプラト 　3.350円 　3,685円
ホメガオイル 　3,200円 　3,456円 ＊

ホメガオイル海藻ビ₋ンズ 　3,200円 　3,456円 ＊

生麻オイル 　2,700円 　2,916円 ＊

生麻オイルビーンズ 　3,200円 　3,456円 ＊

しそ濃縮 　1,800円 　1,944円 ＊

ほめ補酵素 　9,600円 10,368円 ＊

ほめっこ米 　1,900円 　2,052円 ＊

ジンジャ-シロップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,886円 　2,074円 ＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊軽減税率8％


