
生活応援キャンペーン版

あなたの生活を豊かにする
「高陽社」の通販カタログ
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「ハイセンス」シリーズ

冷え取り・疲労回復関連

トレーニング・美容関連

「マハロ」シリーズ

「ママこれいいね」シリーズ

除菌関連・ハミガキ

クリーム関連

「リメインヤング」シリーズ

サプリメント関連

「KOYO NMNプラチナム12000」

「KOYO ALA」

「コーヨーアッププレミアムエッセンシャルミスト」

「ロアゾブルーエッセンスセラム」

「アルガン」シリーズ

「ランタニア」シリーズなど

ご注文についてのご案内

注文用紙

LINE でのご注文方法

温 度

　

ヘルスケア

水

暮らし

栄 養

ビューティーケア2022年、注目商品ラインナップ
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高陽社は、薬用入浴剤「パインハイセンス」

の販売からスタートし、「温めよう心と躰」

を合言葉に「冷え取り健康美容」を全国の

メンバーと共に、人から人へお伝えする普及

活動をおこなっております。

現在に至りましては、皆様に心から喜んで

いただける商品群をお届けすべく日々

努力を続けております。

ご縁ある皆様に商品を通じて人と人との

絆が深まり、ビジネスへ発展し、心身ともに

人生の豊かさ、楽しさを創造していける

ことを心より祈念申し上げます。

KOYO NMN
プラチナム 12000

365日、36.5℃の冷え取り生活へ

KOYO ALA
（コーヨー アラ）

ロアゾブルー
エッセンスセラム

コーヨーアップ
プレミアムエッセンシャルミスト P.18

P.16 P.17 P.19

P.7リファ ファインバブル S
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温　度

パインハイセンス

1缶（2.1kg）

薬用入浴剤

商品番号 A-101

2,100円／缶
販売店価格

価格：3,000円／缶

パインハイセンス分包（贈答用）

1箱（50g×18袋） 1箱（50g×21袋）

贈答・お試し用に

商品番号 A-002

1,050円／箱
販売店価格

価格：1,500円／箱

商品番号 A-003

■効能／神経痛・リウマチ・腰痛・冷
え症・産前産後の冷え症・痔・肩のこ
り・うちみ・くじき・疲労回復・荒れ性・
アセモ・しもやけ・あかぎれ・にきび・
しっしん
■有効成分／塩化Na、炭酸水素
Na、セスキ炭酸Na、無水硫酸Na、
ホウ砂、テレビン油
■その他の成分/PEG6000、香
料、黄202(1)

配合成分

有効成分と松葉油（パインニードル
オイル）が保温効果を高める弱ア
ルカリの薬用入浴剤（医薬部外品）
です。温泉に入ったような気分で一
日の疲れをほぐしてくれます。

プレミアムハイセンス

1缶（2.0kg）

ラベンダーの香り

商品番号 A-142

販売店注文単位
１箱（３缶）

2,520円／缶
販売店価格

1,260円／箱
販売店価格

価格：3,600円／缶

プレミアムハイセンス分包（贈答用）

1箱（50g×15袋）

贈答・お試し用に

商品番号 A-998

価格：1,800円／箱

■全成分／塩化Na、硫酸Na、炭酸水素Na、炭酸Na、PEG-150、水、BG、PEG-60水添ヒマシ油、グリセリン、ユビキノン、パントエアアグロメラ
ンス／コムギ粉発酵エキス、ホホバ油、スクワラン、ラベンダー油、ニガリ、黄202(1)

配合成分

すぐれた16の効能で気軽に温泉気分

しっしん

神経痛 リウマチ 腰痛 冷え症 産前産後の
冷え症 痔 肩のこり うちみ

くじき 疲労回復 荒れ性 アセモ しもやけ あかぎれ にきび

プレミアムハイセンスは、水溶性Q10を
はじめ、パントエア、ホホバ油、スクワラン
など16種類の成分を配合しており、皮膚
にうるおいを与え、すこやかに保ちます。
ラベンダーの芳香でリラックスバスタイ
ムをお楽しみください。

今日から夢心地バスタイム。

●湯上り後もポカポカと湯冷めしにくい
●温浴効果で発汗が促され、お肌がなめらかに
●やわらかなお湯は一番風呂でも優しい入り心地
●寒い冬はもちろん、冷房で体が冷えやすい夏にもおすすめ
●硫黄分を含んでいないので風呂釜を傷める心配なし
●残り湯は洗濯にもOK（すすぎは清水で／柔軟仕上げ剤との併用は不可）

価格：1,500円／箱

1箱（50g×18袋）

商品番号 A-997

価格：1,800円／箱

白  箱
（販促用）

白  箱
（販促用）

右のQRから
商品紹介動画が
見られます！▶▶▶

注文単位
１ケース（12箱）

注文単位
１ケース（12箱）

“よく温まる”ロングセラー薬用入浴剤

パインハイセンスは、松葉の精油（保湿）※を配合し
温浴効果を高める数種類の有効成分でつくった
弱アルカリの薬用入浴剤です。
森林浴の気分をたっぷり味わい、
心身共にリフレッシュしていただけます。

医薬部外品

※テレビン油

松の香り、若葉いろ。

販売店注文単位
１箱（３缶）
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 SIXPAD Foot Fit Plus 2（シックスパッド フットフィットプラス2）

SIXPAD 高電導エレクトロードパッド

交換用ジェルパッド

価格：63,800円

足裏からふくらはぎ、太ももまで。歩行を支える筋肉へ効率的にアプローチ。
　　　　　　　　　　　新しくリモコンも付いて「ウォーキング・プログラム」も搭載！

 ReFa CARAT RAY
（リファカラットレイ）

商品番号 H-477
価格：30,000円

深くつまみ流す動きで、艶やかに輝く、
引き締まった肌へ。

エステティックメソッド
プロの手技、「ニーディング」の複
雑で高度な動きを再現。深くつま
み流す動きで、ハリと艶のある引き
締まった肌へと導きます。

※イメージ

※イメージ

ReFa GRACE HEAD SPA（リファグレイスヘッドスパ）

ReFa FINE BUBBLE S（リファファインバブル S）

 ReFa 4 CARAT RAY
（リファフォーカラットレイ）

商品番号 H-476
価格：35,000円

自在な動きでつまみ流し、
部位に合わせて緩急、強弱も思いのまま。
すっきりと軽やかなスタイルへ。

エステティックメソッド
4つの特殊形状のローラーを絶妙
な間隔で配置。あらゆる部分にフィ
ットして、縦・横・面と、自由自在に
つまみ流します。

※イメージ

冷え取り君 マイコンプレミアム  FB-C80
自分の最適温度に設定でき、保温されているので、
いつでも必要な時にスグ使用できる足湯器です。
通常の場合40～42度で15～20分、
快適な足湯タイムをお楽しみください。

商品番号 A-824

29,400円販売店価格

価格：42,000円

保温機能
こだわり①

湯温設定で
温度が自由自在。

じわーっと温まる癒しと快適の
足湯タイム

日立【製造元】 アプライアンス株式会社

深底設計
こだわり②

ふくらはぎまで
よく温まる。

ラクラク
お手入れ

こだわり③

キャスター、
排水ホース付き。

足のせ台に傾斜がつき、低いソファー
のようなイスでも自然な姿勢で使え
ます。湯量も少なく、お手入れが楽に
なりました。

POINT!

サイズ／約 720×380×15mm
（本体カバー装着時）

肌にやさしいホットなうるおいで蒸しながら、「植物性炭素
繊維」の遠赤外線で体の内側までぽかぽかに。
生命のミネラル源「サンゴ砂」の自然で
均一な温熱が、体をやさしく温めます。

商品番号 A-882

26,460円販売店価格

価格：38,880円

遠赤蒸しマット  ULMO（ウルモ）

管理医療機器承認番号 221AGBZX00113A01

マッサージ器による精巧な動きと心落ち着く人肌のぬくもりが融合
した、まったく新しいセルフエステ。指先から伝わる微細な振動が、
肌をやさしくノックするように癒しと美しさを呼び覚まします。

商品番号 A-967

63,000円販売店価格

価格：90,000円

メディカルゴッドスパ

効能・効果 あんま・マッサージの代用。
一般家庭で使用すること。

疲労回復
血行促進

筋肉の
疲れをとる

筋肉のこりを
ほぐす

神経痛・筋肉痛の
痛みの緩和

21,000円販売店価格 24,500円販売店価格

商品番号 H-474
価格：30,000円

21,000円販売店価格

エステティックメソッド
独自のクワトロ3Dローラーが、プロの
手技「母指回転揉捏法」の動きを再現
することで、頭皮を連続的につまみ上
げる「ツイストニーディング」を実現。

※冷え取り君 マイコンプレミアムは、単独でご注文できます。

63,800円
販売店価格

※

2,500円
販売店価格

 1個（2枚入）
価格：2,860円

価格：33,000円

頭皮を連続的につまみ上げる。頭皮から、髪・肌・表情の美しさを呼び起こす。

肌を美しくする2つの泡。ウルトラファインバブルとマイクロバブル。バスタイムは美しさを磨く時間へ。

30,000円販売店価格

販売員にご注文ください。

販売員にご注文ください。

販売員にご注文ください。

ヘルスケア

※販売店の購入または、あなたが紹介した愛用者が購入した
場合、高陽社へご注文月の翌月中旬に 割戻金8,000円 を受け
ることができます。

ウルトラファインバブルが毛穴の奥まで入り込
んで汚れを取りのぞき、マイクロバブルが毛穴に
つまった大きな汚れを浮かせて取りのぞきます。

水の中に充満したウルトラファイ
ンバブルとマイクロバブルが汚れ
をやさしく洗い流しながら、肌に
うるおいを与えます。

ダブルの洗浄力で落とす 肌にうるおいを与える

※イメージ ※イメージ

新機能搭載
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マハロヘルスサーバー

超☆海洋深層水100％
マハロ（1.5L）
飲料水だけでなく料理など
にも使える家庭用タイプです。

海の深秘。
し ん  ぴ

ハワイ島・コナ
超☆海洋深層水100％マハロ

KOMOで１箱からご注文いただけます。マハロは箱数・価格に関わらず送料込みの注文金額となります。なお、『超☆海洋深層水100%マハロ』定期宅配の申込を
継続していない販売店の方からのご注文は、通常価格となります。定期宅配（毎月1回、2箱以上継続購入）のお申込方法は、担当販売員までお問い合わせください。

サーバーのお申込みには、超☆海洋深層水100％マハロの
定期宅配のお申込みが必要です。

2004～2020

17

超☆海洋深層水100％マハロとは？

ハワイ島コナ沖で湧き上がる、海洋深層水。

日本近海を循環する深層水は数十年の循環と言われていますが、
ハワイ島コナ沖の循環は地球全体を2000年もの年月をかけて水
深数千mの海底を静かにゆっくり循環する「海洋大循環」と呼ばれ、
表層へと一気に湧き上がってくる、世界に類のない湧昇域です。

海洋深層水の5大特性

海洋深層水は化学物質によって汚染されておらず、自然のミネラルをしっかり含んでおります。
そんな海洋深層水には「清浄性」、「低温安定性」、「熟成性」、「富栄養性」、「ミネラル特性」の5つの特性があります。
海洋深層水は水分補給にピッタリな水です。

美味しいマハロをもっと美味しく。

酸 素
マハロオーツー
ミネラルで包み込んだ「飲む酸素」

1本（300mL）
商品番号 C-955

12,600円販売店価格

価格：18,000円

 1箱（74g×5本）

商品番号 B-850

6,300円販売店価格

価格：9,000円

始まりは、極寒の地グリーンランド。
2000年の旅を経て常夏のビッグアイランド、
ハワイ島で湧き上がります。 さあ、始めましょう！

酸素を手軽に携帯する生活！！
酸素を体中に巡らせる。
酸素をミネラルで包み込んだ、
海洋深層水マハロ専用の酸素サプリメントです。
いつでもどこでも携帯酸素『マハロオーツー』。
※コップ1杯に数滴入れてお召し上がりください。

グリーンランドイメージ ネルハ取水パイプライン

NELHA内の自社工場から
優れた技術と業界トップレベルの設備に
より、確かな品質の海洋深層水をお届け！

ネ ル ハ

超☆海洋深層水100％
マハロ ハーフ（710mL）
外出時にもしっかり水分補給できる
ハーフサイズです。

マハロミネラルズ（500mL）
運動時やこまめな水分補給にオススメ。
超☆海洋深層水100％マハロ(1.5L、
710mL)に比べて、倍以上※のミネラルを
含んでいます。※ミネラル比率約2倍（当社比）

販売店価格

価格：8,760円
5,880円

1箱（1.5L×12本）
※マハロについては商品番号はございません。

サイズ／縦503×横270×奥401.9mm
月額レンタル料：3,340円

販売店価格

価格：11,280円
7,140円

1箱（710mL×24本）
※マハロについては商品番号はございません。

販売店価格

価格：11,280円
7,140円

1箱（500mL×24本）
※マハロについては商品番号はございません。

水

右のQRから
商品紹介動画が
見られます！▶▶▶

清浄性清浄性 低温
安定性
低温
安定性

ミネラル
特性
ミネラル
特性熟成性熟成性 富栄養性富栄養性

※イメージ

※イメージ深層水

表層水

マハロヘルスサーバー用
炭酸ガスカートリッジ

販売員にご注文ください。

冷水炭酸水 お湯 体温測定
センサー
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除菌力99%以上

ママこれいいね（1kgタイプ）

1個（1,000g）

掃除、洗濯、食器洗いにも！

商品番号 H-984

2,520円販売店価格

価格：3,600円

ママこれいいね（ワンパックタイプ）

1個（30g×32袋）

使いやすくて便利‼

商品番号 H-994

2,520円販売店価格

価格：3,600円

細菌A 細菌B 細菌C

右のQRから
商品紹介動画が
見られます！▶▶▶

子どもが触ったり、口に入れたりすることもあるぬいぐるみや、ブロック、
EVA製おもちゃにも「ママこれいいね」を溶かした溶液につけ置き洗い
してみると、汚れやカビが落ちて清潔になります！

右のQRから
「溶液の作り方」の動画が
見られます！▶▶▶

暮らし

AfterAfterBeforeBefore

「ママこれいいね」水溶液に
　　　浸して30分！

アイデア次第で使い方いろいろ！家中どこでも使えて便利♪

界 面
活性剤0

ゼロ

すすぎが簡単！
菌やニオイもスッキリ！

蛍光増白剤・着色料
柔軟仕上剤・香料

酸素
さんそ

酵素
こうそ

の力

洗濯 掃除 除菌食器
洗い

界面活性剤ゼロ、蛍光増白剤、柔軟仕上剤、着色料、香料無添加。
酸素と酵素のチカラで頑固な汚れや臭いを落とします。
衣類の色もはっきり！これひとつで多用途に使える、頼もしい洗浄剤です！ 脱脂力 こんな汚れも大得意！ギトギト汚れも、

ぐんぐん分解！放置したコゲ＆油汚れにも◎ 脱臭力 グリルに残ったコゲつき、魚のニオイ
も簡単に落ちてもう気にならない！！

BeforeBefore
AfterAfter

BeforeBefore
AfterAfter

BeforeBefore
AfterAfter

毎日のお洗濯はもちろん、ガンコなシミや
襟の黄ばみにも！すすぎは1回でOK！ 
電気代や水道代の節約にもつながります。

洗浄力

BeforeBefore
AfterAfter

もうシミになる心配は無用！
食べこぼしだって、こんなに真っ白！
色柄ものにも使える♪

漂白力
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※使用時にブラッシングを行う歯磨き類

栄　養

コーヨー マスティデンタルハミガキ

1本（90g）

商品番号 H-428

2,520円販売店価格

価格：3,600円

1本（100g）

商品番号 H-982

6,300円販売店価格

価格：9,000円

マスティクス葉油、アパタイト、
海洋深層水を配合した歯磨きです。

コーヨー プラズマクリームGS
金ナノ＆銀ナノ粒子が
肌へ浸透、整える。

エージーヴィーナス 銀イオン配合歯磨き

1本（100g）

商品番号 H-255

4,200円販売店価格

価格：6,000円

自分の身体は自分で守る!
オーラルケアで変えていく。
銀イオン配合歯磨き。

注目の成分である亜塩素酸と
独自の電解還元イオン水の働きで
ウイルス&カビを除去。

コーヨー ボディ フットクリーム

1本（200g）

商品番号 H-420

3,500円販売店価格

価格：5,000円

植物成分が角質を柔らかくし、
マイクロコラーゲンが皮膚に
ハリと弾力を与えます。

コーヨー プラズマクリームGS（ノンクールタイプ）
スーッとしない
やさしいクリーム。

1本（100g）

商品番号 H-985

6,300円販売店価格

価格：9,000円

Ai ウォーター

その場にとどまり除菌、消臭。無色、無臭、
無刺激性で幅広い用途で活躍できます。

※全ての菌・ウイルス・カビ・ニオイを除去するものではありません。

1本（300mL）
商品番号 H-879

1,050円販売店価格

価格：1,500円

亜塩素酸イオンウォーター
ノンアルコール  ＆  ノン次亜塩素酸
Ai ウォーターは除菌消臭作用をもつ
《無色・無臭・無刺激性》の

亜塩素酸含有イオン水溶液です。

高陽プラス・高陽クリーム

高陽クリーム 1 個
100g

商品番号 H-298

高陽プラス 1 本
37.44g（1 粒 312mg）×120 粒

商品番号 H-297

6,300円販売店価格 各 価格：各9,000円

かろやかな毎日。厳選した国産原材料を中心に配合した
サプリメントと、ボディ用マッサージクリーム。
組み合わせて使う事で、毎日ウキウキに。

1本（460mg×90粒入）

製法特許 特許第2668269号
商品番号 B-105

6,300円販売店価格

価格：9,000円

リメインヤング
スッポンの卵を主成分として
無臭ニンニクとサフラワーオ
イルを加えました。53種類の
栄養素がバランス良く含まれ
ています。スッポンの卵には、
古くから生命を維持してきた
スッポンの「生命力」が丸ごと
詰まっています。

■主要原材料／サフラワーオイル、スッポン卵、無臭ニンニク、ミツロウ、酸化防止剤(ビ
タミンE)【被包材】ゼラチン、グリセリン、着色料(カラメル)
■栄養成分／●ビタミン類:ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ナイア
シン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン、イノシトール、ビタミンD、ビタミンE ●ミネ
ラル:カルシウム、リン、カリウム、イオウ、ナトリウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、銅、セレン、
マンガン、フッ素　●必須アミノ酸:リジン、フェニルアラニン、ロイシン、イソロイシン、
スレオニン、バリン、メチオニン、トリプトファン　●その他アミノ酸:チロシン、アラニン、
グリシン、プロリン、グルタミン酸、セリン、アスパラギン酸、ヒスチジン、アルギニン、シ
スチン　●脂質(脂肪酸):オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、DHA、EPA、他　●脂質
(リン脂質):レシチン

配合成分

■主要原材料／サフラワーオイル、スッポン卵、無臭ニンニク、ミツロウ、酸化防止剤(ビ
タミンE)
■被包材／ゼラチン、グリセリン、スターチ、着色料(カラメル)

配合成分

■原材料／ホエイペプチド（アメリカ製造）／
Lートリプトファン（乳成分を含む）

配合成分

リメインヤング(分包)

製法特許 特許第2668269号

4箱（460mg×10粒入×25袋）

商品番号 B-019

63,000円販売店価格

価格：90,000円

持ち運びに便利な
10粒入り分包タイプ

リメインヤング ツイスト

1袋（1.5g×18粒入）

商品番号 B-112

6,300円販売店価格

価格：9,000円

KOYO E-yo Ok 55 （コーヨー エーヨウ オッケー ゴーゴー）
国産原料の野菜・果物・穀物・海藻・
魚介・肉など55種類以上の栄養
素を含むサプリメントです。

リメインヤングの中身を絞り出せる「ツイスト型カプセル」
(健康補助食品では日本初)に改良。一粒がリメインヤング
5粒分に相当します。

Yaskey(ヤスキー)

1箱  2g×30包
商品番号 B-884

6,300円販売店価格

価格：9,000円

高濃度トリプトファン配合サプリメ
ント。カラダで作ることができない
必須アミノ酸の1つトリプトファン
を高濃度で705mg配合したサプ
リメント。朝・夕の生活リズムを整え
たい方へ。

NEWハッピーラック
「NEWハッピーラック」を毎日の食事にプラス。
いきいきとした快適な生活を応援します。

1箱（5g×60包）

商品番号 B-121

価格：18,000円
12,600円販売店価格

■原材料／プランタゴ・オバタ(インドオ
オバコ)種皮末、食物繊維(イヌリン)、難
消化性マルトデキストリン、米糠発酵
末、大豆発酵末、マリアアザミ種子末、
ラクチュロース(乳由来)、プロポリス、ウ
コン末、モリンガ葉末、緑茶末、シスチ
ン、メチオニン、V.C、ナイアシン、パン
トテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、
V.A、葉酸、V.D、V.B12

配合成分

注文単位
１箱（３本）

注文単位
１箱（6本）

内から
飲む

外から
塗る

1箱  2.5g×30包
商品番号 B-883

6,300円販売店価格

価格：9,000円

■主要原材料／コラーゲン（牛肉由来）、ザクロ／DHA（魚由
来）、EPA（魚由来）、カプサイシン（唐辛子エキス由来）、ビタミ
ンB、ビタミンC、ビタミンE、クルクミン、セサミン、リン酸三カル
シウム、二酸化ケイ素

配合成分

動 画

動 画 動 画

動 画

動 画 動 画
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「幻のキノコ」のパワーを活かしきる！
β（1→3）グルカン含有の
ハナビラタケサプリ。
乳酸発酵でアミノ酸量UP！
名称:ハナビラタケ加工食品

黒酸塊(くろすぐり)とは、黒に近い濃い紫色の果実で、フラン
ス語ではカシスと呼ばれています。欧米では昔からジャムやお
菓子の材料として使われており、その絞り汁は美容や健康に良
いとされ、毎日の生活に欠かせないものとなっております。

1本（300mg×210粒入）

商品番号 B-117

6,300円販売店価格

価格：9,000円
 1箱（2g×30包入）

商品番号 B-114

6,300円販売店価格

価格：9,000円
 1本（300mg×280粒入）

商品番号 B-116

6,300円販売店価格

価格：9,000円
1本（200mg×180粒入）

商品番号 B-111

6,300円販売店価格

価格：9,000円

サンバイタル
アガリクス主体の
4種の菌糸体

アイデアルC
アセロラ
ブルーベリー

ノーカツ
核酸DNA
キチンキトサン

コンシウムH
コンドロイチン
コラーゲン

■4カプセル(1.608mg)あたり／エネルギー 6.38kcal、たんぱく質 0.47g、脂質 
0.07g、炭水化物 0.97g、食塩相当量 0.002g ※推定値

栄養成分

和楽寿（ハナビラタケ）

農水省品種登録KSC-H七号 特許第5893772号

48.2g（402mg×120カプセル）×3本入

商品番号 B-992

63,000円販売店価格

価格：90,000円

和楽樹（お茶）
中国・江西省の秘境で千年以上愛され続けた伝統の神茶。
大樹の恵みをいただき、和み楽しい人生を過ごしていただ
きたいという願いを込めた、中国・江西省の厳選された青銭
柳100%使用の美味しいお茶です。
名称:青銭柳茶 

商品番号 B-991
価格：18,000円

12,600円販売店価格

品名:和楽樹(わらくじゅ)
原材料名:青銭柳葉 
内容量:60g(30g×2袋) 

保存方法:高温・多湿及び直射日光を避け
冷暗所に保存してください。 
原産国:中国・江西省
製造者:株式会社高陽社

KOYO珪素
高濃度・濃縮珪素水溶液。8,600～9,600ppm含有(100mL
あたり860～960mg)。健康維持のため1日5mLを目安に
お茶、コーヒーなどの飲料に入れ、十分に薄めてお飲みくだ
さい(コップ1杯200mLに20～30滴程度)。

長生ドラジ エキスロイヤル プレミアム
長生ドラジ21年根には、通常のドラジにはわずかしか含まれていない、
21種類以上のテルペノイド系サポニン・イヌリンという多糖類などが
多く含まれています。

価格：各18,000円
1箱（100mL×6本入）
商品番号 B-993

1箱（240mL×3本入）
商品番号 B-996

各12,600円販売店価格

1個（480g）

商品番号 B-880

1,260円販売店価格

価格：1,800円

 1本（160g）

商品番号 B-980

2,520円販売店価格

価格：3,600円

ココダイヤ
ココナッツオイルは約60%が中鎖脂
肪酸です。コレステロールやトランス
脂肪酸も含まず、食べやすいカプセ
ルにしました。スタイルが気になる方
にお勧めです。

■主要原材料／ココナッツオイル、ゼラチン、グリセリン

配合成分

食用ココナッツオイル
トランス脂肪酸0(ゼロ)、コレステ
ロール0(ゼロ)で、サラッとおいしい
油を食卓に。

マハロシーグルト
海洋深層水で作る乳酸菌(クレモリス菌)とプロピオン酸菌仕
込み。とろりとした独特の粘りがあり、酸味が少なく口当たり
がクリーミーなヨーグルトです。
名称:乳酸菌含有加工食品

■原材料名／全粉乳(国内製造)、還元麦芽糖水飴、乳酸菌(クレモリス菌)、プロピオン
酸菌末/リン酸カルシウム、(一部に乳成分を含む)

配合成分

極黒酸塊(きわみくろすぐり)

大  価格：6,000円

小  価格：1,500円

1箱（4粒×60包入）

商品番号 B-932

1箱（4粒×10包入）

商品番号 B-965

1,050円販売店価格

4,200円販売店価格

1箱（80g×6袋）約36食分入

商品番号 B-147

6,300円販売店価格

価格：9,000円

1箱（50mL×30包入）

商品番号 B-423

63,000円販売店価格

価格：90,000円
■主要原材料／長生ドラジ(キキョウ21年根)
抽出エキス、カンゾウ、エビスグサ、クコの実、
ケイ、ヨモギ、ナガイモ、ウンシュウミカン

配合成分

動 画

購入には、ライセンスの取得、または「初回購入確認書」の提出が必要となります。
※担当販売員までお問い合わせください。

アクアQ10＋マカ
コエンザイムキューテン(CoQ10)の
吸収率が向上した水溶性アクアQ10
と、マカの配合によりカラダの栄養環
境を整えるのに役立つ食品です。

1箱（10g×60包入）

商品番号 B-417

25,200円販売店価格

価格：36,000円

21年根
3年根

長生ドラジ開発者　李 聖鎬（リ・ソンホ）氏

21年以上生育した桔梗の根が「長生ドラジ」100ｍL
6本入

240ｍL
3本入
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商品番号 B-441

50,400円
販売店価格

価格：72,000円

KOYO NMN プラチナム 12000

KOYO NMN プラチナム 12000 KOYO ALA （コーヨー アラ）

ニコチンアミドモノヌクレオチド（NMN）
含有加工食品

1本（410mg×90カプセル）

商品番号 B-442

37,800円
販売店価格

価格：54,000円

KOYO ALA （コーヨー アラ）
5-アミノレブリン酸リン酸塩
含有加工食品

ニコチンアミドモノヌクレオチド（NMN）含有加工食品 5-アミノレブリン酸リン酸塩含有加工食品

□ いつまでも若々しくありたい

□ 年齢とともにコンディションが
　 気になるようになった

□ 10年後も健康的で自立した
　 人生を目指したい

□ ネットでも紹介されていた
　 NMNのサプリに興味がある

5-ALAは、毎日の生活からは摂取しづらく、加齢と共に減少してしまいます。

アクティブに毎日を過ごしたい方に

欠かせない活力成分

ハーバード大学、ワシントン大学、慶應義塾
大学、広島大学、大阪大学など多数の名門
大学はNMNに関する研究を行い、影響力
のある論文を発表しています。

5-ALA
5-アミノレブリン酸

今話題の5-アミノレブリン酸リン酸塩が1カプセル50mg、1本4500mgも贅沢に配合し、
軽快でパワフルな毎日をサポートしたい方にオススメのサプリメントです。国内製造のNMN（β-ニコチンアミドモノヌクレオチド）を 1カプセル80mg、

1本12000mgも贅沢に配合し、年齢を重ねても若々しく健康的な
コンディションを維持したい方にオススメのサプリメントです。

1本（250mg×150カプセル）

動 画 動 画

こんな方におすすめ！

活躍できる100歳を目指して

5-ALAは、加齢と共に減少 5-ALAの摂取推奨量50mgを
食品で摂取しようとすると？

120
年齢

906030
0

20

40

60

80

100COX
活性

約30L以上
ワイン

約30L以上
黒 酢

約200kg以上
納 豆

10年後、20年後も若 し々く活躍を続けたいあなたへ いつでもアクティブに、元気に過ごしたいあなたへ

生きるエネルギーを生み出し
健康を維持する力を支えます！

20,000粒
枝 豆

4,000房
ブロッコリー

600個
アボカド

NMN
（ニコチンアミド モノ ヌクレオチド）
人体にとっては、NMNが作用すること
で、NAD+（ニコチンアミド・アデニン・
ジヌクレオチド）補酵素となりえます。

年齢とともに減少するNADを
補うためにはNMNが有効です！

もし240mgのNMNを
食品で摂取しようとすると？

活躍できる100歳を目指して

チャージ栄養補給
の攻め

栄養補給
の守り 活力
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 1本（150mL）

商品番号 E-306
 1本（120mL）

商品番号 E-307

 1個（31g）

商品番号 E-309

 1本（31mL）

商品番号 E-308

 1本（30g）

商品番号 E-310

美容クリームEX

3,780円
販売店価格

価格：5,400円

エッセンスBBクリーム

肌悩みをカバーする
オールインワンメイク

ライトピンク
SPF36 PA+++

6,300円
販売店価格

価格：9,000円

こっくり濃厚、
弾むようなハリ肌へ

ロアゾブルーエッセンスセラムロアゾブルーエッセンスセラムコーヨーアップ
プレミアムエッセンシャルミスト
コーヨーアップ
プレミアムエッセンシャルミスト

ひとつ上のハリとつやをお届け
美 容 液

美 容 液

ビューティーケア

神秘の力を秘めたアルガンオイル※のパワーを注ぎ込んだスキンケアシリーズです。神秘の力を秘めたアルガンオイル※のパワーを注ぎ込んだスキンケアシリーズです。
※保湿

1本（30mL）

商品番号 E-440

31,500円
販売店価格

価格：45,000円

ロアゾブルーエッセンスセラム【美容液】
ヒト脂肪細胞順化培養液配合
（保湿成分）

動 画

大阪再生医療センター内再生医療で
長年の実績を誇る細胞培養室で製造しております。

脂肪由来の幹細胞を培養し
その上澄み液（培養液）成分を配合

厳密なスクリーニングを
クリアしたヒト幹細胞

培養の過程で
大量の成分を分泌

保湿成分が含まれた
ヒト幹細胞培養エキス

幹細胞培養液に含まれる
3種類のペプチド

ヒトオリゴ
ペプチド－7

TGF-β
 ヒトポリ
ペプチド－９

VEGF
ヒトオリゴ
ペプチド－1

EGF

価格：6,500円
4,550円
販売店価格

ホワイトクリームEX

リッチな使用感でピタッと密着！
簡単集中ケアクリーム

1個（20g）

商品番号 E-311

数量
限定

モロッコの涙 クレンジングEX

6,300円
販売店価格

価格：9,000円

エッセンスローションEX

濃密なとろみが
角質の奥深くまで届く!

3,500円
販売店価格

価格：5,000円

「モロッコの黄金」
アルガンオイルを配合

価格：12,000円
8,400円
販売店価格

オイルセラムEX

さらに明るく、輝く笑顔へ
導く美容液にパワーアップ！

美肌アクセス・アルガンシリーズ

希釈なし100%の培養液を高濃度（10%）で配合！
健康と美を求めるすべての方へお届けしたい集中ケア美容液です！

心もはずむ美容液。

えっ　変わった！？ ！！

肌にシュッと吹きかけるだけですぐに
肌のハリ感が得られるミストです。
また継続使用することでうるおい効果
が期待できます。

別名「海のヒアルロン酸」プランクトン
エキスで集中ケア。
さらに保湿・ハリUP成分、植物由来エ
キスなどの美容成分を配合。

「年齢によって変化する
　肌の悩みに応える」

「目元、口元の
　年齢サインの集中ケアに」

プランクトンエキス
パルミトイルトリペプチド-５
パルミトイルペンタペプチド-４

保湿
成分

加水分解コラーゲン
ヒアルロン酸Na

アセチルヒアルロン酸Na

サトザクラ花エキス
スイカズラ花エキス

ハリUP
成分

植物由来
エキス

保湿・エモリエント剤

コーヨーアップ 
プレミアムエッセンシャルミスト

サトザクラ花エキス：保湿成分

商品番号 E-079

67,200円販売店価格

価格：12,000円
1 セット（120mL×2本）

ハリ

ツヤ

弾力

保湿

販売店注文単位
１カートン（8セット）

※イメージ
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SPF50 PA+++

SPF36 PA+++

ホワイトR-270
ベージュR-271
ゴールドR-272
ピンクR-273
パープルR-274
ブルーR-275

オレンジR-092
ピンクR-093
レッドR-094
ワインR-095

ナチュラル
R-058

オークル
R-059

マハロ クレンジング
ウォータープルーフのマスカラやメイクをしっかり
と落としながら、潤いもしっかりキープ。
ジェルタイプなので、スルスルと汚れを落とし、洗い
上がりはしっとりさっぱりのクレンジングです。

マハロ フェイスミスト

1本（120ｍL）

商品番号 R-076

4,200円販売店価格

価格：6,000円
1本（300ｍL）

商品番号 R-047

4,200円販売店価格

価格：6,000円

マハロ ローション
海洋深層水(MaHaLo)を使用したローションは、
ミネラルバランスがよく肌をなめらかにします。
肌をしっかりと引き締めながら、たっぷりと潤いを
閉じ込めます。

ランタニア基礎セット

1 セット（6点）
〈クレンジング、ローション、セラム、
  P-7、クリーム、UVクリーム〉

商品番号 R-890

31,220円販売店価格

価格：44,600円

自分らしく輝くための第一歩。

マハロ セラム
保湿能力に優れた高機能セラムです。
乾燥したお肌にしっかりとアプローチし、潤いに満ちた
贅沢なお肌へ導きます。内側からもっちりとしたハリの
あるお肌を実感してください。

マハロ P-7
敏感なお肌の方にもお使いいただきたい、
いきいきと輝くお肌に導く美容液です。
外の刺激からお肌を守りながら、やさしく
潤いを与えます。

光ケアの
マスク型
美顔器

炭酸エステ

1本（200g） 商品番号 R-040

4,200円販売店価格 価格：6,000円

1本（50ｍL） 商品番号 R-042

6,300円販売店価格 価格：9,000円

1本（60ｍL） 商品番号 R-044

6,300円販売店価格 価格：9,000円

1本（130ｍL） 商品番号 R-041

5,600円販売店価格 価格：8,000円

マハロ クリーム
海洋成分配合で保湿力に優れ、べたつかない、
なめらかな美容クリームが長時間お肌の潤いを
やさしく保ちます。

UVクリーム
しっかりと紫外線をカットしながら、さっぱりとした
使い心地でお肌になじみ潤いをキープ。
ウォータープルーフタイプでしっかりお肌を守り
ます。メイク下地としてもお使いいただけます。

1本（45g） 商品番号 R-043

6,300円販売店価格 価格：9,000円

1本（30ｍL） 商品番号 R-045

2,520円販売店価格 価格：3,600円

天然由来のケイ素をたっぷり配
合。高級なブルガリアンローズウ
ォーターが肌へ潤いを与え、ラグ
ジュアリーな香りが特徴です。

ボディソープ

1本（350ｍL）

商品番号 R-087

2,520円販売店価格

価格：3,600円

ベタイン系洗浄力は肌に
優しく低刺激で、うるおい
を保ちながらもしっかりと
全身を洗い上げます。

マハロ ボディジェル

たっぷりと使える大容量で、
いつでもあなたのお肌を乾
燥から守ります。

ライト
R-060

オークル
R-062

マジックマスク

商品番号 R-063

モイストパウダー

110g

セラムファンデーション

価格：各6,000円
1本（30g）

各4,200円販売店価格

価格：各5,000円
各3,500円販売店価格価格：9,000円

1個（15g）

6,300円販売店価格

商品番号 R-064
価格：9,000円

6,300円販売店価格

商品番号 R-065
価格：9,000円

6,300円販売店価格

リキッドアイシャドウコンパクトチークコンパクトパウダー

リキッドコンシーラー リップスティックリップブラシボリュームマスカラ セラムリップ

6,300円販売店価格
価格：9,000円

商品番号 P-916商品番号 E-288

189,000円
販売店価格

価格：270,000円

1本（350ｍL）

商品番号 R-086

2,520円
販売店価格

価格：3,600円

シャンプー＆トリートメント

髪や頭皮にやさしいアミノ酸系シャン
プーです。たっぷりのキメの細かい泡
が髪をしっとり、しなやかに洗い上げ
ます。

ヘアパック

1本（350g）

商品番号 R-088

4,200円
販売店価格

価格：6,000円

髪一本一本をしっとりふんわり仕上げる
濃厚ヘアパックです。天然由来成分が髪
へのダメージを修復し、健康でつやのあ
る美髪へと導きます。

1箱（75g×2本入）

商品番号 R-075

4,200円
販売店価格

価格：6,000円

洗い流さないタイプのトリ
ートメント。傷んだ髪を補修
し、潤いのある艶髪へと導
きます。

マハロ
スカルプエッセンス

マハロ
ヘアクリーム

1本（150ｍL）

商品番号 R-048

6,300円
販売店価格

価格：9,000円

刺激がなく、すっきりとした
使い心地にこだわったスカ
ルプエッセンスです。

プラズマシリーズ
プラズマナノヴェールソープ

商品番号 E-959

価格：9,000円
1箱（5本入）

エスタージュシリーズ
炭酸ガスカートリッジ

商品番号 E-957

25,200円
販売店価格

価格：36,000円

エスタージュシリーズ
シュッシュ10

1箱8枚入

6,300円販売店価格6,300円販売店価格
価格：12,000円

商品番号 E-974

ビバリ＜BIBALI＞
エッセンスシート

SKIN CARE HAIR CARE

MAKE UP

価格：各6,000円
各4,200円販売店価格

価格：各6,000円
各4,200円販売店価格

商品番号 R-281
価格：5,000円

3,500円販売店価格

商品番号 R-865
価格：2,000円

1,400円販売店価格

商品番号 R-091
価格：5,000円

3,500円販売店価格
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●　掲載商品の表示価格は、全て税込価格です。（商品は
2019年10月からの消費税増税による値上げをせず、
従来の税込価格のままとなります）

●　パッケージのリニューアルなどにより掲載商品とデザ
インが異なる場合がございます。

●　注文単位が設定されている商品がございます。
●　ご注文はTELまたはFAX・LINEにて、KOMO専用注
文用紙に《ご注文者名》、《ご紹介者名》、《ご注文内容
（商品番号・商品名・数量・金額）》をお間違えのないよ
うご記入をお願いいたします。

●　送信した注文書はお客様の控えとして保管してくだ
さい。

●　FAX・LINEは24時間受付しておりますが、営業日
当日15時までの受付分が翌営業日の出荷となります。

●　FAX番号・LINEの宛先はお間違えのないよう、ご注
意ください。

●　ご注文方法などご不明な点がございましたら、㈱高陽
社東京事務センターまでお問合わせください。

  TEL：042-395-0756 
　［受付時間］月～金 9：00～17：00（土日祝日除く）

●　お名前、ご住所、お電話番号、ご紹介者名、ご希望商品名、
商品番号、数量をオペレーターに明確にお伝えください。

●　TELによるご注文受付は、営業日当日17時までの受付分
が翌営業日の出荷となります。

●　ご注文方法などご不明な点がございましたら、㈱高陽社
販売促進センターまでお問合わせください。 
  TEL：058-398-5040 ［受付時間］9：00～18：00

●　ご注文をお受けしてから、特にご指定がない場合、
１～３営業日内に発送いたします。

●　地域、または時節柄によってはお届けに日数がかかる
場合がございます。

●　1週間以上経過しても商品が到着しない場合は、東京
事務センターまでお問合わせください。

●　商品に欠陥がある場合を除き、返品・交換はお受けして
おりませんのでご了承ください。

ご注文いただきました商品は、代金引換にてお送りいたします。

生活応援キャンペーン中、販売店価格 　　　　　     以上にてご注文いただけます。

販売店になるには、所定の商品購入等が必要です。ご紹介及びご登録の際は、必ず「高陽社ビジネスの概要」（概要書面）
を受領（お渡し）し、登録者本人に内容をよくお読みいただいた上で、手続きを行ってください。 〕〔

KOYO （ID：@mmi8016u）

LINE 友だち追加は
コチラから→

※詳しくは本誌裏面「LINEでの注文方法」をご参照ください。

注文用紙にご注文内容、その他の必要事項をご記入の上、公式LINEアカウント「KOYO」に
この面の写真を撮ってお送りください。（本誌裏面 「LINEでの注文方法」 をご参照ください）

※冷え取り君マイコンプレミアムは単独でご注文できます。他の商品と
一緒にご注文される場合は、冷え取り君マイコンプレミアムの金額を含め
ずに、商品価格9,000円以上で送料無料です。商品価格9,000円未満の
ご注文は、別途送料1,200円いただきます。（マハロ各サイズは除く）

※販売店の方は、販売店価格30,000円以上（コーヨーアップ、冷え取り君
マイコンプレミアム、マハロの金額を除く）となるようご注文ください。
販売店価格30,000円に満たないご注文は割引対象外です。

※注文商品はKOMOカタログの中からお選びください。
※マハロは送料込みの価格です。

販売店登録をするにあたり、商品を購入するなど所定の条件を満たすことが必要です。販売店登録またはご紹介の際は、必ず
「KOYOビジネスガイドブック」を受領（ご紹介の際はお渡し）し、登録者本人が内容をよくお読みいただき、手続きをおこなってください。

FAXでのご注文

専用FAX用紙にてご注文ください。

東京事務センター

042-395-9090

※年末年始・盆期間は休館となる場合がございます。

販売促進センター

058-398-5040 LINEでのご注文

ご注文内容
商品番号

※お支払いは、代金引換（現金のみ）となります。

商　　品　　名

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

配達指定
曜日指定 平 日

  月　    日

土 曜

日時指定

日曜 祝日

12～14時午前中 16～18時14～16時 19～21時18～20時

※地域によっては時間指定のできない場合がございます。

単　価

ご注文金額合計

備考

数　量 金　　額（税込）

ご注文は、LINE・FAX または TELにて受付いたします。

（コーヨーアップ、冷え取り君マイコンプレミアム、マハロの金額を除く）
販売店の方

「KOMO」（コモ）は、高陽社の通販カタログです。

◆ KOMO（コモ）カタログについて

◆ FAXまたはLINEによるご注文のお願い

◆ TELによるご注文のお願い

◆ 商品の発送について

◆ 返品・交換について

※詳しくは注文用紙をご覧ください。

FAXの受信確認をされる方はこちらへご連絡ください。
TEL：042-395-0756（ 9：00～17：00［土・日・祝日 除く］）

30,000円

送料無料
ご注文金額合計が　  　　　　  以上で

※詳しくは注文用紙を
　ご覧ください。

9,000円

お名前

ご住所

T E L

〒

フリガナ

T E L

代理店名

グループ名

お名前
フリガナ ランク

KOMO専用注文用紙
※高陽社会員（販売店）登録をされていますか？
　　（    はい    ・    いいえ   ）

注文日　　　　年　　　月　　　日

販 売 店

代 理 店

特約販社

FAX
送信方向

ご紹介いただいた方注  文  者

右ページのKOMO専用注文用紙に必要事項をご記入
いただき、注文用紙をスマホで撮影。撮影した注文用
紙の写真をLINEより上記IDへご送信ください。

FAX

TEL
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LINEを使ったご注文までの準備

ご注 文 方法

ご自身のスマホにLINEアプリをインストールしてから始めましょう！

❶ KOMOカタログからお好きな商品を選び、注文用紙に記入します。

❷ 注文用紙をスマホで撮影します。 ❸ 撮影した注文用紙の画像を送信♪

右のQRコードから、
高陽社公式LINEアカウント
「KOYO」を友だち追加
しましょう！

追加をタップ

からKOMO
簡単にご注文いただけるようになりました！

岐阜県羽島市舟橋町出須賀３丁目３８

お客様相談室 

☎042-313-3021
10:00～17:00（土日祝日除く）

LINEアプリはiPhone、Androidいずれもご利用いただけます。
LINEアプリのインストール方法は、それぞれのスマホの使い方
に従ってください。アプリのダウンロードや利用に伴う通信費
（パケット代）はお客様のご負担となります。

LINEアプリを開き、①ホーム画面→②友だち追加のマーク
→③QRコードのマークの順にタップします。上のQRコード
にスマホをかざし、「KOYO」を友だち追加してください。

右下の紙飛行機の
マークをタップすると、
高陽社に注文用紙が
送信されます！

❹ 代引きで商品がご自宅に届きます！
KOMOではこれまで通り、電話やFAXでの
ご注文も可能です。より便利で手軽なLINE
注文とあわせて、ご活用ください！

紙飛行機の
マークをタップ

トークの一覧から
「KOYO」を開きます。

トークの画面の
下にあるカメラの
マークをタップ。

注文用紙の全体が
画面に収まるようにして
下中央の◎をタップ。

◎部分をタップ
（写真が撮影できます）

KOYOをタップ

カメラのマークを
タップ

①ホーム画面

②友だち追加

③QRコード

掲載商品が

9,000円未満のご注文は別途送料1,200円がかかります。　※一部例外あり。詳しくは中面をご覧ください。
9,000円以上からは送料無料。

【 QRコード 】
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