
ご注文書

クチュールシャンプー

300ml ¥4,290- 個

550ml ¥6,820- 個

600ml ¥7,700 個

クチュールトリートメント

200g ¥4,730- 個

550g ¥9,020- 個

600g ¥9,900- 個

アイケア・セラスパシャンプー

300ml ¥2,750- 個

750ml ¥5,500- 個

800ml ¥6,050- 個

アイケア・セラスパトリートメント

200g ¥3,080- 個

750g ¥7,150- 個

800g ¥7,700- 個

プレミークホームケアA・M 

200g ¥3,080- 個

2022 SAKULA年末セール

COTA シャンプートリートメント

計 個

金額 ¥ -※金額は全て税込となっております。



ご注文書

アウトバストリートメント

スタイリングベースB1 

200ml ¥3,630- 個

1000ml ¥14,300- 個

スタイリングベース

B3 100g ¥4,400- 個

200g ¥6,600- 個

スタイリングベース

B5 100g ¥4,400- 個

200g ¥6,600- 個

スタイリングベースB7・B7エアー

60g ¥3,850- 個

60g ¥3,850- 個

スキャルプケア
グロウセラム

150g ¥8,800- 個

クールア

180g ¥1,980- 個

セラスパローション

100ml ¥4,400- 個

480ml 13,200 個

2022 SAKULA年末セール

COTA アウトバストリートメン

ト

スキャルプケア

計 個

金額 ¥ -

※金額は全て税込となっております。



ご注文書

コタスタイリング

マット 50g ¥2,200- 個

ホールド 50g ¥2,200- 個

ファイバー 50g ¥2,200- 個

スプレーGL 100g ¥1,980-

200g ¥3,080-

個

個

スプレーF 100g ¥1,980- 個

スプレーW 100g ¥1,980-

200g ¥3,080-

個

個

スプレーH 100g ¥1,980-

200g ¥3,080-

個

個

フォームM 120g ¥1,980-

240g ¥3,080-

個

個

ニュアンスミルク

100ml ¥2,200- 個

リッジミルク

100ml ¥2,200- 個

2022 SAKULA年末セール

COTA スタイリング剤

計 個

金額 ¥ -※金額は全て税込となっております。



 

ステップ クレンジング 洗顔 マッサージ パック 化粧水 美容液 乳液 クリーム その他 

目的 メイクや皮脂など油

性の汚れを 

落とす 

古くなった角質や

汗、ほこりなど水溶

性の汚れを落とす 

血行やリンパの流れ

を良くし、新陳代謝

を活発にする 

美容成分が 

お肌を健やかに

整える 

お肌に水分を補い、

キメを整える。 

水分を蓄え、 

気になる肌悩みに 

届ける 

水分を閉じ込め、 

お肌をなめらかに 

整える 

お肌の栄養補給

を行い、トラブ

ルケアに 

お悩みに合わせて使用して、 

さらに磨きをかけましょう☆ミ 

特にUVケアは 1年中必須！ 

美肌ツヤ◇ 

最上級コース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

お肌もちっと 

プルるんコース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

毛穴キュッと 

引き締めコース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

個数 

金額 

2022SAKULA 年末セール 

CUORE 

 

ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ TC-a 

200ml/4,180 円 

美容成分たっぷり

で、さらっとした

使い心地。 

マツエクにも 

使用OK 

※3-4 プッシュ 

なめらかなクリーム

で、馴染ませると 

オイルに変化。 

マッサージにも。 

※さくらんぼ 1個分 

【医薬部外品】 

ﾓｲｽﾄｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ TC 

150g/4,950 円 

水分量と透明感を

引き上げる泡パッ

ク洗顔。※2㎝ 

【医薬部外品】 

ﾎﾜｲﾄｳｫｯｼｭ NA 

100g/4,950 円 

乾燥肌の方に使って

ほしい潤い泡パック

洗顔。※2㎝ 

ﾓｲｽﾁｬｰｳｫｯｼｭ RE 

100g/3,520 円 

洗顔・泡パック・ 

マッサージの効果が

ある炭酸泡洗顔。 

※ﾋﾟﾝﾎﾟﾝ玉 1 個分 

ﾌｫｰﾑﾏｽｸ RF 

230g/3,520 円 

 

お風呂の中でもス

リーピングパック

としても使える万

能ジェル。※さく

らんぼ 1個半 

ｽﾑｰｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪﾙ TC-a 

150g/3,850 円 

余分な角質を取り 

除き、お肌に潤いと 

透明感を与える 

炭酸ジェルパック。 

ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ 

ｱｸｱｼﾞｪﾙﾊﾟｯｸ S 

6g×8包/4,950 円 

 

導入化粧液 

優しく拭き取るだけ

で、角質ケア・透明

感・スベスベ肌に◎ 

※3-4 プッシュ 

ﾘﾌﾚｯｼﾝｸﾞｿﾌﾅｰ 

180ml/3,300 円 

フェイスラインを

持ち上げ、お顔に

しっかりフィット

する贅沢シート 

パック。 

ｴｯｾﾝｼｬﾙｼｰﾄﾏｽｸ TC 

6 枚/4,620 円 

とろみがあるのに、 

お肌にスッと馴染む。 

乾燥肌の方に！ 

※500 円玉 

ﾓｲｽﾁｬｰﾛｰｼｮﾝ RE 

200ml/4,400 円 

透明感・潤い・もっ

ちり感、濃密な贅沢

ローション。 

※500 円玉 

【医薬部外品】 

ｳﾞｨｷｱﾛｰｼｮﾝ 

200ml/7,150 円 

過酷な環境ストレス

からお肌を守る 

ミスト化粧水。 

※お顔 1-2 周 

ｱｸｱｼｬﾜｰ RE 

85g/2,200 円 

「メスを使わない美

容整形」として有名

なヒト幹細胞エキス

配合美容液。 

※2-3 プッシュ 

 

ﾌｪｱｴｯｾﾝｽ EX 

30g/16,500 円 

ハリ・ツヤ・潤い、 

上質ななめらかさの 

ローズ美容液。 

※2-3 プッシュ 

ｴﾀｰﾌﾞﾗｲﾄｾﾗﾑ N 

30ml/11,000 円 

水分をダイレクトに

お肌に届ける 

ジェル美容液。 

※2-3 プッシュ 

ｴｯｾﾝｽﾓｲｽﾄ TC 

30ml/5,500 円 

美容成分たっぷりな

濃密美容乳液。 

※2-3 プッシュ 

【医薬部外品】 

ｳﾞｨｷｱｴﾏﾙｼﾞｮﾝ 

60ml/7,150 円 

ハリを出し、しっとり

とした質感の潤い乳

液。※パール 1粒分 

ﾓｲｽﾁｬｰﾐﾙｸ RE 

60g/4,400 円 

なめらかでさらっと 

した質感の泡状美容 

乳液。 

※さくらんぼ 1個分 

ﾑｰｽｴﾏﾙｼﾞｮﾝ RF 

80g/4,180 円 

柔らかなテク

スチャーのク

リームがじっ

くりと溶け込

み、有効成分

を肌奥まで届

ける。※パー

ル 1粒分 

オイルインで

なめらかなテ

クスチャーの

クリーム。し

っとりとした

ハリのあるお

肌に。※パー

ル 1粒分 

【医薬部外品】 

ｳﾞｨｷｱｸﾘｰﾑ 

36g/12,100 円 

ﾓｲｽﾁｬｰｸﾘｰﾑ RE 

32g/5,500 円 

 

ミノキシジル誘導体配合

で、太く濃いまつ毛に。眉

やまぶたなどの目元ケア

としても。 

ｱｲﾗｯｼｭｾﾗﾑﾘｯﾁ EX 6g/4,400 円 

ツボ押し可能なアプリ

ケーターが気持ちいい、

部分用美容クリーム。 

※米粒 1個分 

ｽﾎﾟｯﾂﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 14g/5,500 円 

ベタつき一切なしのハン

ド用潤いジェル美容液。 

ﾊﾝﾄﾞ＆ﾈｲﾙﾓｲｽﾁｬｰﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ TC 

60g/2,200 円 

頭皮や髪など全身にも

使えるスプレータイプ

の日焼け止め。 

UV ｶｯﾄｽﾌﾟﾚｰ MF 80g/1,980 円 

 
紫外線・ブルーライト・花

粉などあらゆる外的刺激

を徹底ブロックする朝用

UVミルク。 

ﾎﾜｲﾄ UV ｳﾞｪｰﾙ RF 60g/3,850 円 

マルチなひんやり引き締

めローションでなめらか

な肌に。 

ﾄｰﾆﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ RF 150g/3,520 円 

 

 

 

 

 

 

全て税込み価格です。 



コードレスで超軽量！

￥13,200円
→14,500円

￥39,600円

ReFa BEAUTECHDRIER PRO 
リファビューテックドライヤープロ

→43,000円

つやつやなストレートに驚き！
ワンカールもとっても簡単なので
前髪も外ハネもとっても綺麗。

軽くて
簡単

￥19,800円
→22,000円

頭皮スッキリ！

シャンプーでしっかり汚れを落として
トリートメントも浸透力UP!

ヘアブラシとしても

オススメ
さらっさらになります！

ReFa ION CARE BRUSH
リファイオンケアブラシ

しっかり汚れをかき出し

￥6,050円

ヘッドスパで改善！
・頭皮改善
・リフトアップ
・全身の弛みケア
・睡眠の質の改善
ご自宅でもヘッドスパが

できちゃいます！

￥33,000円

頭皮固くないですか？

超軽量コンパクト！11月新発売！‼

ReFa BEAUTECHDRIER SMART 
リファビューテック ドライヤースマート

￥38,000円

ReFa FINE BUBBLE ONE 
リファファインバブルワン

シンプルなモード設計！
手軽にバブルを体験！

￥18,480円

￥30,000円

シンプルで使いやすい！
なのにハイパワー！！

ムダ毛ケア
諦めないで！

￥18,800円
→19,800円

シックスパッドパワーガン

いつでもどこでも
全身スペシャルケア

1日10分！

カールもツヤも
とっても長持ち
毎日のアイロンも怖くない！

ダメージレスなのに
1日しっかりカール

￥22,000円
→24,000円

おすすめ12選！！

ReFa
SIXPAD

ReFa LOCK OIL 
リファロックオイル

SNSで大人気！！
アイロン前のワンステップが大事！
・スタイルキープ
・アイロンダメージの軽減
・質感メイク

￥2,640円

2 0 2 2  S A K U L A  S P E C I A L  S A L E
ご注文書

①リファドライヤースマート ￥38,000-　　　　個

②リファドライヤープロ ￥39,600-　　　　　　個
　(11/1以降は￥43,000-)

③リファストレートアイロン ￥19,800-　　　　個
　(11/1以降は￥22,000-)

④リファカールアイロン26mm ￥22,000-　　　　個
　(11/1以降は￥24,000-)

④リファカールアイロン32mm ￥22,000-　　　　個
　(11/1以降は￥24,000-)

⑤リファフィンガーアイロン ￥13,200-　　　　個
　(11/1以降は￥14,500-)

⑥リファファインバブルS ￥30,000-　　　　　 個

⑦リファファインバブルワン ￥18,480- 　　　 個

⑧リファイオンケアブラシ ￥6,050- 　　　　　個

⑨リファビューテックエピ ￥30,000-　　　　  個

⑩リファヘッドスパ ￥33,000-  　　　　　　　個

⑪リファロックオイル ￥2,640- 　　　　　　　個

⑫シックスパッドパワーガン ￥18,800-　　　　個
　(11/1以降は￥19,800-)

合計数量　　　　個

合計金額　　　　円

① ② ③ ④

⑤

・くすみ
・乾燥肌
・におい
・肌荒れ
・冷え性
気になる方　

健康＆美活
さらに節約！

￥30,000円⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩ ⑪ ⑫



こんな人におすすめ
☑ツヤがほしい
☑ストレートヘアが好き
☑絡まりが気になる
☑髪のザラツキが気になる

こんな人におすすめ
☑コテやアイロンをよく使う
☑髪が硬くてまとまらない
☑柔らかくふわっとしたい
☑パーマスタイルの方

こんな人におすすめ
☑紫外線が気になる
☑カラーの色持ちが悪い
☑髪のゴワつきが気になる
☑カラーやパーマをよくする

エルジューダFO・MO
【オイルタイプ】

指通りが良く、ツヤのあり
しなやかで扱いやすい髪に

エマルジョンノーマル・プラス
【乳液タイプ】

熱で硬くなった髪を柔らかくし、
ふわっと扱いやすくまとまる髪に

サントリートメント

【オイル・乳液タイプ】
紫外線の影響で招くカラーの褪色や
ダメージを防ぎ、美しい髪に

こんな人におすすめ
☑根元をふんわりさせたい
☑天使の輪がほしい
☑短時間で乾かしたい
☑しなやかさがほしい

エルジューダリンバー・メロウ
【オイルタイプ】

根元ふんわり、毛先はまとまる
指通りのよい髪に

グレイスオン

【オイル・乳液タイプ】
熱ダメージから髪を守り、
素材美を追求したツヤ髪に

こんな人におすすめ
☑乾燥パサつきが酷い
☑とにかくまとまらない
☑毎日ドライヤーをする
☑コテやアイロンを使う

驚愕の6,9秒に１本売れている大人気アウトバスシリーズ‼

ライフスタイルや髪質に合わせて選べる

エルジューダシリーズ

こんな人におすすめ
☑毛先が絡まる
☑フワフワ広がりやすい
☑ゴワゴワ硬い
☑ブリーチやカラーをよくする

ﾌﾞﾘｰﾁｹｱ

【オイル・ジェルタイプ】
しなやかな動きと
まとまりのある髪に

合計本数 本 合計金額 円

120mL 2,860円

本

120g 2,860円

本

120ml 3,080円

本

120ml 3,080円

本

120ml 3,080円

本

120ml 3,080円

本



シルクウエットパウダー　PRO01 個

シルクウエットパウダー　PRO02 個

シルクウエットパウダー　PRO03 個

シルクウエットパウダー PROケース 個

クリエイションコンシーラー 個

シルクモイスチュアカラー　51-PRO 個

シルクモイスチュアカラー　53-PRO 個

シルクモイスチュアカラー　55-PRO 個

シルクフィニッシングパウダー　NA-PRO 個

シルクフィニッシングパウダーケース 個

合計金額（税抜）￥　　　

税込



2022SAKULA年末セール grounseed.-グランシード-

個数　　　　　　　　　　金額

★ テアテ ミスト 
□ 200ml　 2,860円 
□1000ml　8,580円
天然由来成分９８％のミストローション 
自然のパワーを抱えた、 温泉水と植物エキスが、ゆ
らいだお肌と髪を包みこみます。 
あなたの手で、やさしく 手あて はじめませんか。 
日焼けシーンやパーマ・カラー後など、髪やお肌のダ
メージが気になる時に。プールや温泉、お風呂上がり
にも、髪やお肌に残った塩素を中和します。お肌や髪
の乾燥やかゆみなどが気になるところにスプレーする
か、手に適量をスプレーしてから、手あてしてなじま
せてください。 

本

★ ホワイトシリカ 
□100ml   　 1,944円 
□500ml       9,720円 
□1000ml　15,120円

本

美肌と健康の基礎は代謝力にあり 
簡単にSiケイ素ミネラルを補給できます 
ケイ素ミネラルとは、人の体に必要なミネラル
です。美しい肌や髪、爪や骨のために必要なミ
ネラルで、コラーゲンとも関わりが深く、美の
ミネラルと呼ばれることもあります。

★ びおすーぷ 
□100g 　 2,160円 
□500g     7,560円

良質なタンパク質は健康と美肌や美髪に効果的 
通常の食事などでは魚や海藻などを丸ごと食べると
いうのが難しいことですが「びおすーぷ」はそれを
可能にしています。特殊製法によりタンパク質がペ
プチド化されていて非常に吸収が良いです。

個

★ 乳酸菌シリカジュレ 
□10g×21包4,968円 

朝の空腹時に毎日１包

個

朝の新習慣で爽快生活 
腸内環境を整えることは健康や美を保つため
に最も重要です。現代人の食生活では腸内環
境を良くするために必要な物を摂ることが難
しくなっています。そんな食生活の乱れをサ
ポートし、腸内環境の改善に役立ちます。

★ テアテ ジェル 
□150mlポンプ付　2,860円 
□150mlポンプ無　2,640円 本

天然由来成分９５％の頭髪用ウォータージェル 
お顔より皮脂腺が多く、毛穴も多いことを考え、オイ
ル系成分は使わずに、厳選された温泉水をベースに。
頭皮ケアだけでなくスタイリングとしても使えます。
スタイリン剤の成分ではなく、植物や海藻の特性を
活かし、お肌にも髪にも優しいスタイルキープ処方。
深呼吸を誘う自然香り、ゼラニウム・ラベンダー・フ
ランキンセン・ローズウッドをブレンドした精油を使
用しております。

～ インナーケア アイテム ～

※価格は全て税込みです
～ アウターケア アイテム ～



2022 SAKULA様年末セール

合計 個

税抜
金額￥

税込
金額￥

グラント還元水プラヴィア
¥195,000（税込￥214,500）

バイブルグロスファクターハーブスプレー
¥6,500(税込¥7,150）

バイブルグロスファクターハーブエッセンス
30ml￥４,500（税込¥4,950）
200ml¥16,000(税込¥17,600）
500ml¥35,000（税込¥38,500)

ハリトスコルセットファンデーション
¥10,000（税込￥11,000）

ハリトスセラム
¥30,000(税込￥33,000）

ホルミーバブルパック
¥6,000（税込￥6,600）

ブラジャー サイズ・カラー別紙
¥24,000（税込￥26,400）

ショーツ サイズ・カラー別紙
¥9,800(税込￥10,780）

ドレナージュスパッツ サイズ58～96
￥38,000(税込¥41,800)

ドレナージュタイツ　サイズ・カラー別紙
¥11,000（税込￥12,100）

エナジックハイソックス
￥９,800（税込￥10,780）

エナジックハイソックス3足組
¥11,000(税込￥12,100）





レーシーショーツ￥9,800(税別）

ブラジャー3/4カップ￥24,000(税別）ブラジャーフルカップ￥29,000(税別）

気になる方、ご質問御

試着希望などはお気軽

にスタッフへお声がけく

ださい。



S P E C I A L  C A M P A I G N
エヌドット スペシャルキャンペーン

N.ポリッシュオイル
マンダリンオレンジ&

ベルガモットの香り

￥3,740(税込)

【　　】個

N.ポリッシュオイル
セージ＆クローブの香り

￥3,740(税込)

【　　】個

N.スタイリングセラム
✓濡れ感

✓切りっぱなしボブ

￥1,980(税込)

【　　】個

N.ナチュラルバーム
マンダリンオレンジ&

ベルガモットの香り

￥2,200(税込)

【　　】個

N.ナチュラルバーム
セージ＆クローブの香り

￥2,200(税込)

【　　】個

N.ベースヘアスプレー１
✓アイロン前の熱保護として

✓ツヤ感＆さらさらな仕上がり

✓ヒートケア成分配合

￥1,760(税込)

【　　】個

N.ホールドヘアスプレー５
✓細かな霧でふんわりキープ

✓余分なウェット感はなし

✓手ぐしでほどけるセット力

￥1,760(税込)

【　　】個

N.シアミルク
✓硬毛の方

✓ダメージからのごわつき髪へ

✓しっとりまとまる髪へ

￥2,860(税込)

【　　】個

N.シアオイル
✓軟毛の方

✓さらっと軽いテクスチャ

✓みずみずしく潤う髪へ

￥2,860(税込)

【　　】個

N.集中トリートメント

✓週1からの集中トリートメント

✓選べる質感

15ｇ×4本

￥1,320(税込)
【　　】個 【　　】個

カラーケア〈さらさら〉 ダメージケア〈しっとり〉

＼人気No.１!／
　　　NEW

＼新香料で仲間入り！／

＼残暑の紫外線ダメージケアに！／

N.パープルシャンプー＆
トリートメント

✓ハイトーンやブリーチ毛の方

✓髪の黄ばみを抑える

ｼｬﾝﾌﾟｰ ￥2,640(税込)

【　　】個
ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ ￥2,640(税込)

【　　】個

N.シルバーシャンプー＆
トリートメント

✓アッシュ･青系カラーの方

✓透明感をプラスする

ｼｬﾝﾌﾟｰ ￥2,640(税込)

【　　】個
ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ ￥2,640(税込)

【　　】個

N.ピンクシャンプー＆
トリートメント

✓ピンク･赤系カラーの方

✓みずみずしい髪色をキープ

ｼｬﾝﾌﾟｰ ￥2,640(税込)

【　　】個
ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ ￥2,640(税込)

【　　】個

　　　NEW
＼新香料で仲間入り！／

お名前合計金額￥ 合計個数　　　　　　　　個



合計金額 円

田中みな実さんご愛用商品！！

・肌質改善
・たるみ リフトアップ
・小顔

・乾燥肌
・肌荒れ
・美白

・セルライト
・肉割れ 妊娠線
・乾燥
・くびれ

・毛穴 乾燥
・スキンケア効果UP
・ニキビ
・肌荒れ

・かゆみ
・黒ずみ
・色素沈着
・臭い
・乾燥（脱毛後のケア）

（ ）箱

（ ）本

（ ）本 （ ）本

合計数量 個



2022年SAKULA年末セール

薄毛の原因は、遺伝が“2割”生活習慣が“8割”と言われ抜け毛は「5αリダクターゼ」と「男性ホルモン」が結合し、悪玉菌(DHT)が毛根を攻撃、 発毛を阻害することによりおきます。
MONNALIは、日本で唯一の発毛サロン®BIDAN®と共同開発したヘアケアシリーズ。 抜け毛の原因となる悪玉菌の生成を抑制し頭皮環境を整え発毛を促進させます。

世界トップの学者が研究開発した原料 「NMN」
病気になったときに大量に摂取して治療する≪治療
薬≫として ・未然に摂取して病気にならない体づくり
≪予防薬≫として
NMN 60粒 ¥42,120（税込）

薄毛・白毛対策に。5αリダクターゼを抑え、DHT(悪
玉菌)を抑制。
ハリ・ツヤのある若々しい美しい黒髪へと導きます。
B8メラノ 60粒 ¥8,100（税込）

業界初の発毛ケアで
『映える』髪へ



MONNALI

MIHATSU 350ml ￥5,500 個

PROTECT 200g ￥4,400 個

CLEAN 150ml ￥6,050 個

GROW 100ml ￥10,780 個

GROWPRO 100ml ￥14,300 個

マイラッシュ 8ml ￥7,700 個

クリア 60袋 ￥9,720 個

プロテイン 20袋 ￥7,344 個

シナジー 30袋 ￥10,584 個

スキンパワー 150粒 ￥17,064 個

B8ウォータ― 10本 ￥10,800 個

ヒート 120粒 ￥15,120 個

チャージ 120粒 ￥14,040 個

NMN 60粒 ￥42,120 個

B8メラノ 60粒 ￥8,100 個

BODYPURE

マルチビタミン＆ミネラルプロ 210粒 ￥4,536 個

ニュートリビジョン 60粒 ￥4,860 個

ミルクシスル 90粒 ￥3,456 個

クリア＆ビューティ 120粒 ￥5,184 個

ビタミンBコンプレックス 60粒 ￥2,268 個

ビタミンC 60粒 ￥1,620 個

ビタミンE 30粒 ￥1,836 個

L-カルニチン1000プラス 150粒 ￥5,184 個

還元型コエンザイムQ10 60粒 ￥5,184 個

α-リポ酸 60粒 ￥2,484 個

さんざしα 900ml ￥3,240 個

個数 金額

マルチビタミン &ミネラル
栄養バランスが気になる方
に 12種類のビタミンと8 種
類のミネラル、フラボノイ
ドが高配合のマルチビタミ
ン・ミネラルです。あなた
の元気をトータルサポート
するベースのサプリメント
210粒￥4,536

ニュートリビジョン
注目成分のルテインやビル
ベリー、リコピン、β-カロ
テンなど、クリアな毎日に
役立つ16種類の成分を配合。
パソコンやスマートフォン
などのモニターを長時間見
る方、デスクワークをされ
る方、エイジングケアを心
がける方におすすめです。
60粒 ￥4,860

ミルクシスル
お酒好きのためのスーパー
ハーブ
お酒や不規則な生活で受け
たダメージを内側からサ
ポートします。お酒を翌朝
まで残したくない方のアフ
ターケアや事前の対策に。
90粒 ￥3,456

クリア&ビューティー
美容をトータルサポート。たん
ぱく質を強化するMSM に、紫
外線ダメージを防いでくれるビ
タミンC、酸化ストレスに対抗す
るα-リポ酸など7つの成分をバ
ランスよく配合しました。 透明
感のある美しさを目指す方に。
120粒 ￥5,184

ビタミン B コンプレックス
健康と美容に不可欠な8種類のビ
タミンB群とコリン、イノシトー
ルをブレンド。
粒が小さくて飲みやすいのも大
きな魅力です。ブツブツが気に
なるとき、疲れが溜まっている
ときなどにおすすめです。
60粒 ￥2,268

ビタミン C 
毎日摂りたいビタミンの王
様ビタミンCはコラーゲン
の生成を助けたり、身体を
サビから守る働きがありま
す。簡単に消費されてしま
うビタミンで、水溶性のた
め、身体にストックしてお
くことができません。
野菜・果物不足が気になる
方にも。
60粒 ￥1,620

ビタミンE
吸収されやすいビタミンEを 1
カプセルに268mg配合。若さ
をキープしたい方やカサカサ
が気になる方に。また、冷え
やブルーデーに悩む女性にも
おすすめです。
30粒 ￥1,836

L-カルニチン100 0プラス
すっきりボディを目指す方に
L-カルニチン1000mgを中心に、
食べたものをエネルギーに変
えるのを助けるコエンザイム
Q10など5種類の成分を配合し
ました。体型が気になる方、
脂っこいものが好きな方にお
すすめです。
150粒 ￥5,184

還元型コエンザイム Q10
体内でエネルギー生成をサポート
したり、酸化ダメージから身体を
守るのに役立つ重要な成分です。、
還元型のコエンザイムQ10なら体内
で素早く働きます。疲れやすい方、
毎日イキイキと過ごしたい方にお
すすめです。
60粒 ￥5,184

α- リポ酸
α-リポ酸は体内でエネルギーを作
り出す補酵素として働く成分です。
食品には微量しか含まれませんの
でサプリメントでの摂取がおすす
めです。水にも油にも溶けるので
からだの隅々まで届きます。甘い
ものをよく食べる方におすすめで
す。
60粒 ￥2,484

フルーツハーブさんざしα
さんざしとは漢方で心臓疾患の方
に対して血液サラサラにするため
に使用されていたアセロラ風味の
果実です。
胃腸の調子を整えたり、血行不良
に良いと言われています。
さらにポリフェノールとビタミンC
も配合し、美味しく飲みやすい希
釈タイプのドリンクです！
900ml ￥3,240



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
個数 

 
金額 税抜￥   税込￥ 

2022 SAKULA年末セール 

 
SAKULAのためだけに英国認定アロマセラピストが世界中から集めた 

選りすぐりのアロマオイルをブレンドしました。 
空間の香りでもあるこの幸せな香りをアロマグッズにして、皆さまにお届けいたします。 

 
Lime / Lemon glass / Lavender true / Mandarin / Grape fruits / May chang 

■ SAKULA オリジナルアロマブレンド 
  アロマソープ 500ml  \2.860-税込 
 
泡タイプの贅沢なアロマソープ。手のひらに乗せた 
瞬間から、SAKULAの香りが浴室いっぱいに広がり、 
全身を優しく包み込みます。 
泡タイプのため、余分な皮脂を落とさずお肌に優しい 
ので、小さなお子さまも安心してお使いいただけます。  

 

■ SAKULA オリジナルアロマブレンド 
  アロマオイル 10ml  \ 2,750-税込 
 
ディフューザーやアロマストーンに垂らしたり。 
スプレーにしたり、湯舟に数的垂らしたり、 
化粧水やクリームに混ぜたり、石鹸やキャンドルを 
作ったり…活用の幅は無限大。 

■ SAKULA オリジナルアロマブレンド 
  アロマスプレー 30ml  \ 1,925-税込 
 
マスクにシュッ。眠る前の枕にシュッ。 
優しい香りで癒され、心の揺らぎも整える。 
貴方の日常にすぅっと溶け込んでくれる。 
天然100％の精油と精製水だけでつくられた 
オリジナルアロマスプレーです。  

■ SAKULA オリジナルアロマブレンド 
 アロマバスソルト 140g  \ 1,925-税込 
 
疲れた一日こそ、ゆっくりと湯舟に浸かってココロと 
カラダを労わるように…そんな開放的なバスタイムに 
このアロマバスソルトを入れると、たちまち極上のリラ
ックス空間へ。一度お試ししてみてください。 
すっかりバスソルト沼へハマること間違いなしです。 
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