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希望小売価格改定のお知らせ 

 

 

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  

 

表題にも記載のとおり、弊社の一部の製品について希望小売価格の改定を実施します

ので、ご案内をさせていただきます。 

また、ジャンヌ・アルテスに関しましては、対象商品のメーカー希望小売価格につい

て、据え置きとしていましたが、現在の市場における取引状況等を鑑みまして、見直

し（改定）を実施いたします。 

 

昨今の原材料及び物流費、副資材の価格高騰に伴い急激なコスト上昇やメーカーから

の仕入れコストが大幅に上昇しております。弊社では再三に渡り、合理化等による吸

収に努めてまいりましたが、自助努力の限界を超える状況に至っております。 

 

つきましては、甚だ心苦しい次第ではございますが、希望小売価格の改定を下記のと

おり実施させていただきます。 

 

弊社は今後とも安全・安心で高品質な商品をお客様にお届けできるよう努力してまい

りますので、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．実施時期 

 ①２０２２年１０月と②２０２３年２月の２回に分けて実施します。 

※各製品の実施時期については、「実施時期・対象商品・新価格の一覧表」をご参照くださ

い。 

 

２．対象商品・新価格  

※「実施時期・対象商品・新価格の一覧表」をご参照ください。 

 

以上 

 

実施時期・対象商品・新価格の一覧表 

 

 

 

 

 

 

〈2022年10月～〉香水関連

メーカー希望小売価格（抜） メーカー希望小売価格（税込） メーカー希望小売価格（抜） メーカー希望小売価格（税込）

4530107280532 ｳﾞｧｼﾘｰｻ ｳﾞｧｼﾘｰｻ ﾘ ﾌﾚｸﾄ ｵｰﾄﾞﾊﾟﾙﾌｧﾑ ¥3,200 ¥3,520 ¥3,500 ¥3,850

4530107280655 ｳﾞｧｼﾘｰｻ ｳﾞｧｼﾘｰｻ ﾘ ﾌﾚｸﾄ ﾒﾓﾘｰ ｵｰﾄﾞﾊﾟﾙﾌｧﾑ ¥3,200 ¥3,520 ¥3,500 ¥3,850

5060524510015 ｸﾘｽﾃｨｱｰﾉ･ﾛﾅｳﾄﾞ ｸﾘｽﾃｨｱｰﾉ･ﾛﾅｳﾄﾞ CR7 ﾊﾞｲ ｸﾘｽﾃｨｱｰﾉ ﾛﾅｳﾄﾞ ｵｰﾄﾞﾄﾜﾚ ¥3,900 ¥4,290 ¥4,900 ¥5,390

5060524510732 ｸﾘｽﾃｨｱｰﾉ･ﾛﾅｳﾄﾞ ｸﾘｽﾃｨｱｰﾉ･ﾛﾅｳﾄﾞ CR7 ﾌﾟﾚｲｲｯﾄｸｰﾙ ﾊﾞｲ ｸﾘｽﾃｨｱｰﾉ ﾛﾅｳﾄﾞ ｵｰﾄﾞﾄﾜﾚ ¥3,900 ¥4,290 ¥4,900 ¥5,390

5060524510893 ｸﾘｽﾃｨｱｰﾉ･ﾛﾅｳﾄﾞ ｸﾘｽﾃｨｱｰﾉ･ﾛﾅｳﾄﾞ CR7 ｹﾞｰﾑｵﾝ ﾊﾞｲ ｸﾘｽﾃｨｱｰﾉ ﾛﾅｳﾄﾞ ｵｰﾄﾞﾄﾜﾚ ¥3,900 ¥4,290 ¥4,900 ¥5,390

〈2022年10月～〉モムチヘア＆ボディミスト

メーカー希望小売価格（抜） メーカー希望小売価格（税込） メーカー希望小売価格（抜） メーカー希望小売価格（税込）

8809477830941 ﾓﾑﾁ ﾓﾑﾁ ﾊﾟﾌｭｰﾑﾍｱ&ﾎﾞﾃﾞｨﾐｽﾄ ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾌﾞﾛｯｻﾑ ¥1,360 ¥1,496 ¥1,500 ¥1,650

8809477830958 ﾓﾑﾁ ﾓﾑﾁ ﾊﾟﾌｭｰﾑﾍｱ&ﾎﾞﾃﾞｨﾐｽﾄ ﾏｾﾞﾝﾀﾚﾃﾞｨ ¥1,360 ¥1,496 ¥1,500 ¥1,650

8809477830934 ﾓﾑﾁ ﾓﾑﾁ ﾊﾟﾌｭｰﾑﾍｱ&ﾎﾞﾃﾞｨﾐｽﾄ ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾑｽｸ ¥1,360 ¥1,496 ¥1,500 ¥1,650

8809477830927 ﾓﾑﾁ ﾓﾑﾁ ﾊﾟﾌｭｰﾑﾍｱ&ﾎﾞﾃﾞｨﾐｽﾄ ｿﾌﾄﾌﾞﾙｰｿｰﾌﾟ ¥1,360 ¥1,496 ¥1,500 ¥1,650

〈2023年2月～〉

メーカー希望小売価格（抜） メーカー希望小売価格（税込） メーカー希望小売価格（抜） メーカー希望小売価格（税込）

4530107011150 ﾗﾌﾞ ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ ﾗﾌﾞ ﾊﾟｽﾎﾟ-ﾄ ｲｯﾄ ｵ-ﾄﾞﾊﾟﾙﾌｧﾑ MINI ¥1,091 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320

4530107011167 ﾗﾌﾞ ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ ﾗﾌﾞ ﾊﾟｽﾎﾟ-ﾄ ｲｯﾄ ﾌﾗﾜﾘ- ｵ-ﾄﾞﾊﾟﾙﾌｧﾑ MINI ¥1,091 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320

4530107021913 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞ ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｳｪ-ﾌﾞ ﾌﾘ- ﾗｲﾄﾌﾞﾙ- ｵ-ﾄﾞﾄﾜﾚ MINI ¥1,091 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320

4530107021920 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞ ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｳｪ-ﾌﾞ ﾌﾘ- ｻﾝｾｯﾄﾋﾟﾝｸ ｵ-ﾄﾞﾄﾜﾚ MINI ¥1,091 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320

4530107021937 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞ ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｳｪ-ﾌﾞ ﾌﾘ- ｺ-ﾗﾙﾎﾜｲﾄ ｵ-ﾄﾞﾄﾜﾚ MINI ¥1,091 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320

4530107021944 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞ ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｳｪ-ﾌﾞ ﾌﾘ- ﾗｸﾞﾅｸﾞﾘ-ﾝ ｵ-ﾄﾞﾄﾜﾚ MINI ¥1,091 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320

4530107280808 ｳﾞｧｼﾘｰｻ ｳﾞｧｼﾘ-ｻ ﾏｲ ｳｪｲ ｵ-ﾄﾞﾊﾟﾙﾌｧﾑ MINI ¥1,091 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320

4530107280815 ｳﾞｧｼﾘｰｻ ｳﾞｧｼﾘ-ｻ ﾇ-ﾄﾞ ﾜﾝ ｵ-ﾄﾞﾊﾟﾙﾌｧﾑ MINI ¥1,091 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320

4530107280822 ｳﾞｧｼﾘｰｻ ｳﾞｧｼﾘ-ｻ ﾘ ﾌﾚｸﾄ ｵ-ﾄﾞﾊﾟﾙﾌｧﾑ MINI ¥1,091 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320

4530107280839 ｳﾞｧｼﾘｰｻ ｳﾞｧｼﾘ-ｻ ﾘ ﾌﾚｸﾄ ﾒﾓﾘ- ｵ-ﾄﾞﾊﾟﾙﾌｧﾑ MINI ¥1,091 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320

4530107321631 ﾚｰﾙﾃﾞｭｻﾎﾞﾝ ﾚ-ﾙﾃﾞｭｻﾎﾞﾝ MINI ｾﾝｼｭｱﾙﾀｯﾁ ｵ-ﾄﾞﾄﾜﾚ ¥1,091 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320

4530107321648 ﾚｰﾙﾃﾞｭｻﾎﾞﾝ ﾚ-ﾙﾃﾞｭｻﾎﾞﾝ MINI ﾌｨ-ﾘﾝｸﾞﾌﾞﾘ-ｽﾞ ｵ-ﾄﾞﾄﾜﾚ ¥1,091 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320

4530107321655 ﾚｰﾙﾃﾞｭｻﾎﾞﾝ ﾚ-ﾙﾃﾞｭｻﾎﾞﾝ MINI ｲﾉｾﾝﾄﾀｲﾑ ｵ-ﾄﾞﾄﾜﾚ ¥1,091 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320

4530107942225 ﾌﾟｱ ﾅﾅﾗ ﾌﾟｱ ﾅﾅﾗ ﾓ-ﾆﾝｸﾞﾋﾟｶｹ ｵ-ﾄﾞﾄﾜﾚ MINI ¥1,091 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320

4530107942232 ﾌﾟｱ ﾅﾅﾗ ﾌﾟｱ ﾅﾅﾗ ｻﾆ-ﾓｱﾆ ｵ-ﾄﾞﾄﾜﾚ MINI ¥1,091 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320

4530107321334 ﾚｰﾙﾃﾞｭｻﾎﾞﾝ ﾚｰﾙﾃﾞｭｻﾎﾞﾝ ﾛｰﾙｵﾝﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ ｾﾝｼｭｱﾙﾀｯﾁ ｵｰﾄﾞﾄﾜﾚ ¥1,350 ¥1,485 ¥1,450 ¥1,595

4530107321341 ﾚｰﾙﾃﾞｭｻﾎﾞﾝ ﾚｰﾙﾃﾞｭｻﾎﾞﾝ ﾛｰﾙｵﾝﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾘｰｽﾞ ｵｰﾄﾞﾄﾜﾚ ¥1,350 ¥1,485 ¥1,450 ¥1,595

4530107321358 ﾚｰﾙﾃﾞｭｻﾎﾞﾝ ﾚｰﾙﾃﾞｭｻﾎﾞﾝ ﾛｰﾙｵﾝﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ ｲﾉｾﾝﾄﾀｲﾑ ｵｰﾄﾞﾄﾜﾚ ¥1,350 ¥1,485 ¥1,450 ¥1,595

4530107350020 ｴﾋﾞｱﾝ Evian Facial Spray 50ml ¥630 ¥693 ¥700 ¥770

4530107350013 ｴﾋﾞｱﾝ Evian Facial Spray 150ml ¥1,150 ¥1,265 ¥1,300 ¥1,430

4530107350037 ｴﾋﾞｱﾝ Evian Facial Spray 300ml ¥1,450 ¥1,595 ¥1,600 ¥1,760

3430750047920 ｱﾄﾘｴ・ﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ ｱﾄﾘｴ･ﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ ﾌﾚｯｼｭｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ ｵｰﾄﾞﾄﾜﾚ ¥2,000 ¥2,200 ¥2,500 ¥2,750

3430750047937 ｱﾄﾘｴ・ﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ ｱﾄﾘｴ･ﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ ﾋﾟﾝｸｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ ｵｰﾄﾞﾄﾜﾚ ¥2,000 ¥2,200 ¥2,500 ¥2,750

3430750047944 ｱﾄﾘｴ・ﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ ｱﾄﾘｴ･ﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ ﾚﾓﾝｳﾞｧｰﾍﾞﾅ ｵｰﾄﾞﾄﾜﾚ ¥2,000 ¥2,200 ¥2,500 ¥2,750

JAN ブランド 商品名
現行価格 新価格

JAN ブランド 商品名
現行価格 新価格

JAN ブランド 商品名
現行価格 新価格



 

 

 


