
品番 商品名 内容量 定価（税抜） 定価（税込） パッケージ 変更内容

ブレンドオイル

EF-0315 エコマット　マット 15ml ¥22,000 ¥24,200

● パッケージ

● 容量

● 価格

EO-0250 エコマット　サマー 50ml ¥20,000 ¥22,000

● パッケージ

● 容量

● 価格

EO-0350 エコマット　エナジー 50ml ¥20,000 ¥22,000

● パッケージ

● 容量

● 価格

EO-0450 エコマット　ジョイ 50ml ¥20,000 ¥22,000

● パッケージ

● 容量

● 価格

EO-0515 エコマット　フェミナ 15ml ¥18,000 ¥19,800

● パッケージ

● 容量

● 価格

EO-0550 エコマット　フェミナ 50ml ¥30,000 ¥33,000

● パッケージ

● 容量

● 価格

EO-0650 エコマット　リラックス 50ml ¥20,000 ¥22,000

● パッケージ

● 容量

● 価格

EO-0750 エコマット　スティムル 50ml ¥20,000 ¥22,000

● パッケージ

● 容量

● 価格

EW-01 エコマット　フローラルウォーター　ローズ 100ml ¥7,500 ¥8,250
● パッケージ

● 価格

EW-02 エコマット　フローラルウォーター　カモミール 100ml ¥7,000 ¥7,700
● パッケージ

● 価格

EW-03 エコマット　フローラルウォーター　メリッサ 100ml ¥7,000 ¥7,700
● パッケージ

● 価格

EW-04 エコマット　フローラルウォーター　ゾラベッツ 100ml ¥7,000 ¥7,700
● パッケージ

● 価格
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EW-05 エコマット　フローラルウォーター　クラリセージ 100ml ¥7,000 ¥7,700
● パッケージ

● 価格

EW-07 エコマット　フローラルウォーター　ラベンダー 100ml ¥7,000 ¥7,700
● パッケージ

● 価格

EC-01 エコマット　フェイスオイル　ローズ 10ml×2pc ¥22,000 ¥24,200 ● 価格

EC-06 エコマット　ビオスキンケア　ウィズローズアルバ　マキシマ 30ml ¥30,000 ¥33,000 ● 価格

ES-01 エコマット　ラビアンローズ 30ml ¥8,000 ¥8,640 変更なし

ES-02 エコマット　ラビアンローズ　カプセル ¥22,000 ¥23,760 変更なし

ES-03 エコマット　アロマトニック 100ml ¥14,000 ¥15,400 変更なし

EO-08 エコマット　スコッチパイン 10ml ¥6,100 ¥6,710 ● パッケージ

EO-09 エコマット　ラベンダー 10ml ¥6,500 ¥7,150 ● パッケージ

EO-10 エコマット　ミルフォイル 10ml ¥13,000 ¥14,300 ● パッケージ

EO-11 エコマット　ゾラベッツ10 10ml ¥6,800 ¥7,480 ● パッケージ

EO-12 エコマット　タイム 10ml ¥10,000 ¥11,000 ● パッケージ

デラックスシリーズ

ラビアンローズ

エッセンシャルオイル

2023年4月15日

より変更

2023年4月15日

より変更
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EO-13 エコマット　ぺパーミント 10ml ¥6,900 ¥7,590 ● パッケージ

EO-15 エコマット　ローズオイル 1ml ¥20,000 ¥22,000 ● パッケージ

EO-16 エコマット　カモミール 10ml ¥19,500 ¥21,450 ● パッケージ

EO-17 エコマット　クラリセージ 10ml ¥8,700 ¥9,570 ● パッケージ

EO-18 エコマット　ジュニパーベリー 10ml ¥6,800 ¥7,480 ● パッケージ

EO-19 エコマット　ローズ10 10ml ¥17,000 ¥18,700 ● パッケージ

EO-20 エコマット　メリッサ10 10ml ¥11,500 ¥12,650 ● パッケージ

EO-21 エコマット　セントジョーンズワート10 10ml ¥8,500 ¥9,350 ● パッケージ

EB-01 エコマット　ベビーオイル　ローズ 50ml ¥17,000 ¥18,700 変更なし

EB-02 エコマット　ベビーオイル　カモミール 50ml ¥15,000 ¥16,500 変更なし

　

EF-01 エコマット　マットオイリースキン EA-01 エコマット　アロマケア　ローズ

EF-02 エコマット　マットドライスキン EA-02 エコマット　アロマケア　ラベンダー

EO-01 エコマット　センシャル EA-03 エコマット　アロマケア　センシャル

EC-02 エコマット　フェイスオイル　ライラック EN-01 エコマット　ネイルズケア　ローズ

EC-03 エコマット　フェイスオイル　ゾラベッツ EN-02 エコマット　ネイルズケア　センシャル

EC-04 エコマット　アンティークローズアルバ　パルファム

EC-05 エコマット　スプリングウォーター　リンデン

EO-07 エコマット　ビオアロマスキンケア　ピリナ

EC-08 エコマット　ビオスキンケア　フォドライスキン　アイリス

EC-09 エコマット　フェイスアンドボディアロマウォーター　アイリス

EC-10 エコマット　ビオアロマボディケア　ロドパ

EO-14 エコマット　メリッサ

ベビーオイル

〈 取り扱い終了商品 〉
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