
A.P.D.C.

ティーツリーシャンプー 250ml ¥1,320 ¥1,650

ティーツリーシャンプー 500ml ¥2,200 ¥2,640

ティーツリーシャンプー 5L ¥13,200 ¥14,300

ティーツリーコンディショナー 250ml ¥1,320 ¥1,650

ティーツリーコンディショナー 500ml ¥2,200 ¥2,640

ティーツリーコンディショナー 5L ¥13,200 ¥15,400

ボリュームアップコンディショナー 250ml ¥1,320 ¥1,650

ボリュームアップコンディショナー 500ml ¥2,200 ¥2,640

ボリュームアップコンディショナー 5L ¥13,200 ¥15,400

ドッグク　レンジングシャンプー 50ml ¥550 ¥770

ドッグ　クレンジングシャンプー 500ml ¥2,750 ¥3,080

ドッグ　クレンジングシャンプー 2L ¥7,700 ¥8,800

ウォータレスシャンプー 200ml ¥1,650 ¥1,980

ウォータレスシャンプー詰替え 500ml ¥2,200 ¥2,530

デオドラントスプレー 125ml ¥1,100 ¥1,430

グルーミングスプレー 125ml ¥1,100 ¥1,430

グルーミングスプレー 250ml ¥1,760 ¥1,980

モイスチャーミスト 125ml ¥1,100 ¥1,430

ポウエルボウローション 125ml ¥1,760 ¥1,870

ニーム＆シトロネラスプレー 125ml ¥1,100 ¥1,430

クールミスト 125ml ¥1,100 ¥1,430

ケンネルウォッシュ 250ml ¥1,210 ¥1,650

ケンネルウォッシュ希釈用スプレー ¥495 ¥605

おひげ用ナチュラルフォーミングシャンプー 200ml ¥2,200 ¥2,420

シャンプー＆コンディショナー　ミニセット 各50ml ¥880 ¥1,100

シャンプー＆ボリュームアップ　ミニセット 各50ml ¥880 ¥1,100

グルーミング＆モイスチャー　ミニセット 各30ml ¥880 ¥1,100

ポウローション＆モイスチャー　ミニセット 各30ml ¥880 ¥1,100

ニーム＆クール　ミニセット 各30ml ¥880 ¥1,100

made of Organics

ｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾄｩｰｽﾍﾟｰｽﾄ ﾐﾝﾄ 50g ¥1,430 ¥1,430

ｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾄｩｰｽﾍﾟｰｽﾄ ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 50g ¥1,430 ¥1,430
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ｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾄｩｰｽﾍﾟｰｽﾄ 50g ¥1,430 ¥1,430

ｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾌﾗｯｸｽｼｰﾄﾞ ﾐｰﾙ 100g ¥990 ¥1,100

ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝｼｰﾄ 80枚 ¥990 ¥1,210

ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝｼｰﾄ 180枚 ¥2,090 ¥2,420

超やわらか歯ブラシUltra soft S ¥572 ¥693

超やわらか歯ブラシUltra soft M ¥572 ¥693

やわらか段差歯ブラシHi taper S ¥572 ¥693

やわらか段差歯ブラシHi taper M ¥572 ¥693

やわらか極小歯ブラシOne tuft SS ¥572 ¥693

歯ブラシ　Sセット 2本 ¥1,100 ¥1,210

歯ブラシ　Mセット 2本 ¥1,100 ¥1,210

A.P.D.C.クリア

ｷﾚｲｳｫｰﾀｰ　グリーンフォレスト 300ｍｌ ¥1,760 ¥1,980

ｷﾚｲｳｫｰﾀｰ　グリーンフォレスト詰替 270ｍｌ ¥1,430 ¥1,540

ｷﾚｲｳｫｰﾀｰ　グリーンフォレスト 業務用 1L ¥4,180 ¥4,290

ｷﾚｲｳｫｰﾀｰ　シトラスミント 300ｍｌ ¥1,760 ¥1,980

ｷﾚｲｳｫｰﾀｰ　シトラスミント詰替 270ｍｌ ¥1,430 ¥1,540

ｷﾚｲｳｫｰﾀｰ　シトラスミント業務用 1L ¥4,180 ¥4,290

ｷﾚｲｳｫｰﾀｰ　ノンフレグランス 300ｍｌ ¥1,760 ¥1,980

ｷﾚｲｳｫｰﾀｰ　ノンフレグランス　詰替 270ｍｌ ¥1,430 ¥1,540

ｷﾚｲｳｫｰﾀｰ　ノンフレグランス 業務用 1L ¥4,180 ¥4,290

ｷﾚｲｳｫｰﾀｰ30ml 3本セット 3本S ¥1,540 ¥1,650

ｲﾔｰｸﾘｰﾝｳｫｰﾀｰ 100ml ¥1,760 ¥1,980

ｲﾔｰｸﾘｰﾝｳｫｰﾀｰ 250ml ¥3,080 ¥3,300

ｲﾔｰｸﾘｰﾝｳｫｰﾀｰ 1L ¥8,580 ¥9,020

ｱｲｸﾘｰﾝｳｨｰﾀｰ 50ml ¥1,650 ¥1,760

ｱｲｸﾘｰﾝｳｨｰﾀｰ 2本入り ¥2,750 ¥2,970

A.P.D.C.CAT

CATﾌｫｰﾐﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ ﾅﾁｭﾗﾙ ¥2,200 ¥2,420

CATﾌｫｰﾐﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ ｴﾚｶﾞﾝｽ ¥2,200 ¥2,420
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CATｷﾚｲｳｫｰﾀｰ　ﾉﾝﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ 300ml ¥1,760 ¥1,980

モアグロッシーシャンプー 250ml ¥2,200 ¥2,530

モアグロッシーシャンプー 2L ¥7,700 ¥9,350

スタンダードケアシャンプー 250ml ¥2,420 ¥2,530

スタンダードケアシャンプー 2L ¥8,800 ¥9,350

キューティーコンディショナー 250ml ¥2,420 ¥2,530

CATグルーミングスプレー 30ml ¥990 ¥1,045

CATグルーミングスプレー 200ml ¥1,980 ¥2,200

マイクロファイバータオルS S ¥1,760 ¥1,870

マイクロファイバータオルL L ¥2,750 ¥2,970

CSP&CD ミニセット 30ml ¥1,100 ¥1,650

ミニボトル3本セット 30ml ¥1,430 ¥1,980

ペット用ミニバス ¥2,420 ¥2,750

猫用ボディブラシ ¥1,980 ¥2,090

plug aroma

missing you ｾｯﾄ 25ml ¥3,080 ¥3,850

missing you　交換用 25ml ¥2,200 ¥2,750

forever young　ｾｯﾄ 25ml ¥3,080 ¥3,850

forever young　交換用 25ml ¥2,200 ¥2,750

ｱﾝﾁﾓｽｷｰﾄ　EX　ｾｯﾄ 25ml ¥2,530 ¥2,640

ｱﾝﾁﾓｽｷｰﾄ　EX　交換用 25ml ¥1,650 ¥1,870

Chew for moretrees

Chew for more trees　桜 XS ¥1,210 ¥1,320

Chew for more trees　桜 S ¥2,090 ¥2,200

Chew for more trees　桜 M ¥2,640 ¥2,860

Chew for more trees　梨 XS ¥1,210 ¥1,320

Chew for more trees　梨 S ¥2,090 ¥2,200

Chew for more trees　梨 M ¥2,640 ¥2,860
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