
下記の商品はスポット予約品です。お届けは1/28～1/31になります

22 商品写真はイメージのため実物と異なる場合がございます令和 2 年 1 月　013 号



下記の商品はスポット予約品です。お届けは1/28～1/31になります

23商品写真はイメージのため実物と異なる場合がございます  令和 2 年 1 月　013 号

8761
こだわりのジロ吉
ドッグフード

1kg

徳岡商会

2400円
常温で6ヶ月

酸化防止用のビタミンE以外、添加物は
不使用で、人間の食事にも適した原材料
を使用しています。給与量は、愛犬の年
齢・体質に応じて調節してください。フー
ドの切り替えは、現在の食事に少しづつ
混ぜながら行うことをお勧めします。
<原材料>乾燥おから、牛肉粉、ビーフエ

キス、玄米、にんじん、鰹エキス、ビーフオイル、食用牛骨カルシウ
ム、昆布、豚腎臓、小麦胚芽、ビタミンE

(税込2640円)

155
こだわりのジロ吉ドッグフード　
お試し用

120g

徳岡商会

350円
常温で6ヶ月

酸化防止用のビタミンE以外、添加物
は不使用で、人間の食事にも適した原
材料を使用しています。給与量は、愛
犬の年齢・体質に応じて調節してくだ
さい。お試しサイズの120g入りです。
<原材料>乾燥おから、牛肉粉、ビー
フエキス、玄米、にんじん、鰹エキス、

ビーフオイル、食用牛骨カルシウム、昆布、豚腎臓、小麦
胚芽、ビタミンE

(税込385円)

8778
こだわりのジロ吉ドッグフード　
小粒タイプ

1kg

徳岡商会

2400円
常温で6ヶ月

ジロ吉ドッグフードに小粒タイ
プが登場。中型～小型犬が食
べやすいようにひと回りほど
粒が小さくなっています。
<原材料>乾燥おから、牛肉
粉、ビーフエキス、玄米、にん
じん、鰹エキス、ビーフオイ

ル、食用牛骨カルシウム、昆布、豚腎臓、小麦胚
芽、ビタミンE

(税込2640円)

8785
こだわりのジロ吉
キャットフード

500g

徳岡商会

1600円
常温で6ヶ月

安全な食品作りを行なっている国内の生産
者の規格外品を原料にした、一般食（おかず
タイプ）成猫用のキャットフードです。製品
にも、原料段階においても、合成保存料・着
色料・香料を一切使用しておりません。
<原材料>魚粉（ｽｹｿｳﾀﾞﾗ60％）、乾燥おか
ら、牛肉粉、ビーフエキス、食用牛骨カルシ

ウム、鶏レバー、玄米、まぐろ血合い、ビーフオイル、にんじん、か
つを節、カツオエキス、昆布、ビタミンＥ

(税込1760円)

156
こだわりのジロ吉キャットフード　
お試し用

120g

徳岡商会

460円
常温で6ヶ月

安全な食品作りを行なっている国内の生産
者の規格外品を原料にした、一般食（おか
ずタイプ）成猫用のキャットフードです。製
品にも、原料段階においても、合成保存料・
着色料・香料を一切使用しておりません。
<原材料>魚粉（ｽｹｿｳﾀﾞﾗ61％）、乾燥おか
ら、牛肉粉、ビーフエキス、食用牛骨カルシ

ウム、鶏レバー、玄米、まぐろ血合い、ビーフオイル、にんじん、か
つを節、カツオエキス、昆布、ビタミンＥ

(税込506円)

8792
L.Nオーガニック
ピュアトリートメントハンド

60g

リマナチュラル

800円⇒760円特別価格

天然水と椿油をベースに、大豆エキス・カ
ミツレエキス等の保湿成分を配合。
<全成分>水、ツバキ油、BG、ベヘニルア
ルコール、ステアリン酸、水添パーム油、ミ
ツロウ、フムスエキス、褐藻エキス、ダイズ
エキス、カミツレエキス、トコフェロール、
グリセリン、ローズ水、ジメチコン、水酸化
Ｋ、フェノキシエタノール

（税込880円⇒836円）

8808
L.Nオーガニックピュアローション 100ml

リマナチュラル

3800円⇒3610円特別価格

ヘチマ水に、各種ハーブエキスを配合。保湿効果が高く、お肌の
キメを整えます。
<全成分>ヘチマ水、プロパンジオール、水、ペンチレングリコー
ル、エタノール、フムスエキス、グルコシルルチン、マルチトー
ル、クオタニウム-73、メタリン産Na、クエン酸Na、クエン酸、カ
ンゾウ根エキス、マグワ根皮エキス、ショウガ根茎エキス、ケン
フェリアパルビフロラ根茎エキス、キュウリ果実エキス、ビルベ
リー葉エキス、セージ葉エキス、ローズマリー葉エキス

（税込4180円⇒3971円）

8815
L.Nオーガニック　ピュアミルクローション 100ml

リマナチュラル

4000円⇒3800円特別価格

椿油に、オリーブスクワランや各種ハーブエキス等をバランスよく配合。優し
くお肌を守ります。<全成分>水、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、グ
リセリン、プロパンジオール、ペンチレングリコール、ソルビトール、ステアリ
ン酸ポリグリセリル-10、ダマスクバラ花水、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、
ツバキ種子油、スクワラン、オリーブ果実油、ホホバ種子油、ヤシ油、フムスエ
キス、イソステアリン酸水添ヒマシ油、ステアリン酸ソルビタン、ベヘニルアル
コール、ステアリン酸グリセリル、ジメチコン、カルボマー、キサンタンガム、ラ
ウロイルグルタミン酸Na、クオタニウム-73、ヨウ化ジメチルアミノスチリル
ヘプチルメチルチアゾリウム、エタノール、カンゾウ根エキス、マグワ根皮エキ
ス、オウゴン根エキス、ショウガ根茎エキス、ビルベリー葉エキス、キュウリ果
実エキス、セージ葉エキス、アロエベラ葉エキス、ローズマリー葉エキス

（税込4400円⇒4180円）

8822
L.Nオーガニック
ビューティエッセンス

30ml

リマナチュラル

5500円⇒5225円
特別価格

紫外線で疲れた肌のケアや、シミやソバカス、乾燥
の気になるところにお使いください。
<全成分>水、グリセリン、BG、メチルグリセス-10、
尿素、甘草フラボノイド、ホップエキス、マツエキス、
スギナエキス、レモンエキス、ローズマリーエキス、
ブドウ葉エキス、セイヨウキズタエキス、セイヨウト
チノキ種子エキス、セイヨウオトギリソウエキス、ア
ルニカ花エキス、ハマメリスエキス、フムスエキス、
ヒドロキシエチルセルロース、カルボマー、キサンタ
ンガム、PEG-60水添ヒマシ油、ヒノキチオール

（税込6050円⇒5748円）

8839
L.Nオーガニック エマルジョンクリーム 30g

リマナチュラル

4800円⇒4560円特別価格

のびがよくさっぱりとした使い心地。化粧下地やナイトクリーム、アイクリームに。<全成分>水、プロパ
ンジオール、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、ヘキサ(ヒドロキシステアリン酸/ステアリン酸/ロジ
ン酸)ジベンタエリスリチル、ステアリン酸、グリセリン、ステアリン酸グリセリル、パルミチン酸セチル、ベ
ヘニルアルコール、スクワラン、ステアリン酸PEG-45、バラスクバラ花水、ツバキ種子油、オリーブ果実
種、ホホバ種子油、ヤシ油、フムスエキス、ジメチコン、オクチルドデカノール、ペンチレングリコール、ステ
アリン酸PEG-15グリセリル、フェノキシエタノール、ココイルアルギニンエチルPCA、グリチルレチン酸
ステアリル、ステアリン酸PEG-10、トコフェロール、エタノール、甘草フラボノイド、ユキノシタエキス、ベ
ニバナ花エキス、スギナエキス、オウゴン根エキス、アロエベラ葉エキス、ヨウ化ジメチルアミノスチリル
ヘプチルメチルチアゾリウム、クオタニウム-73、アルギニン、アラントイン、カンゾウ根エキス、マグワ根
皮エキス､ショウガ根茎エキス、ビルベリｰ葉エキス

（税込5280円⇒5016円）

8846
L.Nオーガニック クレンジングフォーム 125g

リマナチュラル

3000円⇒2850円特別価格

低刺激な弱酸性（アミノ酸系）の洗顔料です。天然水を使用し、各種ハーブエキ
スを配合していますので、肌に優しくはたらき、うるおいを保ちながら汚れや余
分な皮脂を落とします。
<全成分>ラウロイルグルタミン酸Na、水、BG、ポリソルベート20、コカミド
DEA、ステアリン酸PEG-150、ダマスクバラ花水、ラウラミドDEA、PCAイソス
テアリン酸PEG-40水添ヒマシ油、スルホコハク酸PEG-5ラウラミド2Na、ラウ
ロイルメチルアラニンNa、ココイルサルコシンNa、ツバキ油、フムスエキス、コ
コイルアルギニンエチルPCA、アロエベラエキス-1、オウゴンエキス、ユキノシ
タエキス、スギナエキス、ソウハクヒエキス、甘草フラボノイド、クオタニウム-73

（税込3300円⇒3135円）

8853
L.Nオーガニック クレンジングジェル 125g

リマナチュラル

3000円⇒2850円特別価格

洗い流すタイプの弱酸性油性ジェルです。皮脂に近い無農薬
椿油とオリーブ油が、メイクや毛穴の汚れになじんで浮かび
上がらせます。
<全成分>エチルヘキサン酸セチル、水、PEG-7グリセリル
ココエート、オクチルドデセス-25、ソルビトール、BG、ダマ
スクバラ花水、オリーブ油、ツバキ油、スクワラン、フムスエキ
ス、アラントイン、シコンエキス、ココイルアルギニンエチル
PCA、アロエベラエキス-1、オウゴンエキス、ユキノシタエキ
ス、スギナエキス、ソウハクヒエキス、甘草フラボノイド、フェ
ノキシエタノール、エタノール、クオタニウム-73

（税込3300円⇒3135円）

8860
L.Nオーガニック 精製椿油 50ml

リマナチュラル

3500円⇒3325円特別価格

伊豆利島産・一番搾
りの無農薬椿油を
精製脱臭したオイ
ルです。さらりと軽
い感触でべたつか
ず、うるおいとツヤ
を与えます。
<全成分>ツバキ種
子油

（税込3850円⇒3658円）

8877
L.Nオーガニック 椿油 50ml

リマナチュラル

2500円⇒2375円特別価格

伊豆利島産・一番搾
りの無農薬椿油で
す。髪にうるおいと
美しいツヤを与え、
キューティクルを守
ります。全身にもお
すすめします。
<全成分>ツバキ種
子油

（税込2750円⇒2613円）

8884
L.Nオーガニック
椿油トリートメントヘアスプレー

95g

リマナチュラル

1200円⇒1140円特別価格

椿の本場、伊豆利島産の農薬不
使用椿油を昔ながらの方法で
精製・活性白土で脱臭して、使
いやすいスプレータイプに。髪
のお手入れを中心に、スキンケ
アなどにも幅広く使用できます
<全成分>ツバキ油

（税込1320円⇒1254円）

8891
マイルドシャンプー 500ml

リマナチュラル

2750円⇒2613円特別価格

無鉱物油、着色剤無添加、パラベンフリー、ノンシリコン。伊豆利島産・農薬不使用
で、純度の高い精製椿油ををうるおい成分として配合。さらにマイルドな植物成
分が失われがちなうるおいを補い、輝きのあるしなやかな髪と健やかな頭皮をサ
ポートします。

（税込3025円⇒2874円）

157
マイルドシャンプー/詰替 500ml

リマナチュラル

2420円⇒2299円特別価格
（税込2662円⇒2529円）

8907
マイルドリンス 500ml

リマナチュラル

2750円⇒2613円特別価格

無鉱物油、着色剤無添加、パラベンフリー、ノンシリコン。伊豆利島産・農薬不使用
で、純度の高い精製椿油ををうるおい成分として配合。さらにマイルドな植物成
分が失われがちなうるおいを補い、輝きのあるしなやかな髪と健やかな頭皮をサ
ポートします。

（税込3025円⇒2874円）

158
マイルドリンス/詰替 500ml

リマナチュラル

2420⇒2299円特別価格
（税込2662円⇒2529円）

伊豆利島産・農薬不使用、純度の高い精製椿油やはちみつをうるおい成分として配合。ヤシ油由来とア
ミノ酸系の植物由来成分を厳選して使用しています。刺激を極力抑え、赤ちゃんにも安心して使用でき
る優しいタイプ。また、土中分解するため環境にも優しいボディソープです。

8914
ハーバルボディソープ 530ml

リマナチュラル

2000円⇒1900円特別価格
（税込2200円⇒2090円）

159
ハーバルボディソープ/詰替 500ml

リマナチュラル

1700円⇒1615円特別価格
（税込1870円⇒1777円）

<リマナチュラル/シャンプー・リンス・ボディソープ成分一覧>
●マイルドシャンプー/水、ラウロイルメチルアラニンNa、ラウラミドDEA、ココアンホ酢酸Na、
ラウラミンオキシド、ツバキ油、ローズマリー葉エキス、カミツレエキス、フムスエキス、褐藻エキ
ス、アロエベラ液汁、ポリクオタニウム-10、フェノキシエタノール、エチドロン酸、フィチン酸、酸
化銀、ペンテト酸5Na、メタリン酸Na、香料、アラントイン、クエン酸、銅クロロフィリンNa、トコ
フェロール、エタノール
●マイルドリンス/水、クオタニウム-33、ベヘニルアルコール、オレイルアルコール、グリセリン、
ステアレス-4、ステアラミンオキシド、ツバキ油、ローズマリー葉エキス、カミツレエキス、フムス
エキス、褐藻エキス、アロエベラ液汁、リシノレイン酸グリセリル、フェノキシエタノール、フィチン
酸、酸化銀、ペンテト酸5Na、塩化Na、ステアリン酸グリセリル、香料、クエン酸、トコフェロール、
エタノール
●ハーバルボディソープ/水、ラウロイルメチルアラニンNa、ココアンホ酢酸Na、ラウラミド
DEA、ココイルグルタミン酸TEA、BG、PCAイソステアリン酸PEG-40、水添ヒマシ油、ココイ
ルイセチオン酸Na、ジオレイン酸PEG-120メチルグルコース、ハチミツ、ツバキ油、カミツレエ
キス、パラベン、エチドロン酸、香料、アラントイン、トコフェロール



下記の商品はスポット予約品です。お届けは1/28～1/31になります

24 商品写真はイメージのため実物と異なる場合がございます令和 2 年 1 月　013 号


