
あなたの生活を豊かにする
「高陽社」の通販カタログ

送料無料

ご注文金額合計

9,000円以上で

※詳しくは注文用紙を
　ご覧ください。

KOMO（コモ）カタログについて
●掲載商品の表示価格は、全て税込価格です。
●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。
●ご注文は注文用紙にご記入の上、FAXまたはLINEにてお送りいただくか、TELにて㈱高陽社に直接ご注文いただけます。

FAXまたはLINEによるご注文のお願い
●送信した注文用紙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の宛先はお間違いのないよう、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せください。
  TEL：042-395-0756 　受付時間／9：00～17：00（土日祝日除く）

TELによるご注文のお願い
●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せください。 
  TEL：058-398-5040 　受付時間／9：00～17：00（土日祝日除く）

商品の発送について
●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、㈱高陽社東京事務センターまでお問合せください。

返品・交換について
●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。

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、必ず最新のビジネスガイドブック
（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、手続きをおこなってください。

（マハロの金額を除く）※詳しくは注文用紙をご覧ください。

販売店価格 25,200円以上のご注文で3割引となります！

販売促進センター

058-398-5040TEL 受付時間／9:00～17:00（土日祝日除く）
※年末年始・盆期間は休館となる場合がございます。

2022.06

岐阜県羽島市舟橋町出須賀３丁目３８

お客様相談室 TEL 042-313-3021
10:00～17:00（土日祝日除く）

販売店登録された方は
さらにお求めやすくなりました！！

（24時間受付）
東京事務センター

042-395-9090FAX

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。
KOMOでは一部お取扱いしていない商品もございます。詳しくは担当販売員までお問い合わせください。



医薬部外品

■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

商品番号 A-998

15,120円／カートン販売店価格

1箱（50g×15袋）

価格：1,800円／箱

15,120円／カートン販売店価格

1カートン（50g×216袋） 商品番号 A-997
価格：21,600円／カートン

入浴剤 浴剤
Hot Spring 松の香り、若葉いろ。松の香り、若葉いろ。 今日から夢心地バスタイム。今日から夢心地バスタイム。

MEDICATED BATH 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。
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。 ※テレビン油

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、あせも、しもやけ、あかぎれ、にきび、しっしん

■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)

注文単位
１カートン
（12箱）

1缶（2.0kg） 商品番号 A-142

7,560円／箱販売店価格
価格：3,600円／缶

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。
くつろぎのバスタイムをラベンダーの芳香でおたのしみください。

PREMIUM
HISENS
プレミアムハイセンスプレミアムハイセンス

毎日の入浴や足湯に
パインハイセンス

販売店
注文単位
１箱（３缶）

贈答・お試し用に
パインハイセンス分包

注文単位
１ケース
（12箱）

1缶（2.1kg） 商品番号 A-101

6,300円／箱販売店価格
価格：3,000円／缶

商品番号 A-002

12,600円／ケース販売店価格

1箱（50g×18袋）

価格：1,500円／箱

12,600円／ケース販売店価格

1ケース（50g×252袋）商品番号 A-003
価格：18,000円／ケース

小袋（白箱）〈販促用〉

ラベンダーの芳香に包まれて…
プレミアムハイセンス

販売店
注文単位
１箱（３缶）

贈答・お試し用に
プレミアムハイセンス分包

小袋（白箱）〈販促用〉

● 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）

説明動画
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1箱（1.5L×12本）

5,880円
販売店価格

価格：8,760円

飲料水だけでなく料理など
にも使える家庭用タイプ

超☆海洋深層水100％マハロ （1.5L）

1箱（710mL×24本）

7,140円
販売店価格

価格：11,280円

外出時にもしっかり水分補給できる
ハーフサイズ

マハロハーフ （710mL）

1箱（500mL×24本）

7,140円
販売店価格

価格：11,280円

ミネラル比率約2倍（当社比）

マハロミネラルズ （500mL）

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』定期宅配の申込みを継続していな
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合せください。

本体サイズ（ボトル含まず）
／縦503×横270×奥401.9mm

月額レンタル料：3,340円

美味しいマハロをもっと美味しく
マハロヘルスサーバー

マハロヘルスサーバー用炭酸ガスカートリッジ

※マハロヘルス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。

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

販売員へお申込みください。

マハロについては商品番号はございません。

冷水炭酸水 お湯

体温測定
センサー

 1箱（74g×5本） 商品番号 B-850

6,300円販売店価格
価格：9,000円

海洋深層水 に剤
Deep Ocean Water

洗浄剤 家剤
Cleaner

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
数千メートル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
と
生
き
る
。

地
球
と
生
き
る
。

マ
ハ
ロ
と
生
き
る
。

ハワイ島・コナ沖で湧き上がる

超☆海洋深層水100％マハロ

ハワイ島・コナ沖で湧き上がる

超☆海洋深層水100％マハロ

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。

※イメージ深層水

表層水

すすぎが簡単！
菌やニオイもスッキリ！

AfterAfterBeforeBefore

「ママこれいいね」水溶液に
浸して30分！

洗濯 掃除 除菌食器
洗い

界 面
活性剤0

ゼロ

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！

使いやすくて便利‼

ママこれいいね （ワンパックタイプ）

販売店
注文単位
１ケース
（5個）

12,600円／ケース
販売店価格

1個（1,000g）

商品番号 H-984

価格：3,600円

12,600円／ケース
販売店価格

1個（30g×32袋）

商品番号 H-994

価格：3,600円

掃除、洗濯、食器洗いにも！

ママこれいいね （1kgタイプ）

販売店
注文単位
１ケース
（5個）

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

アイデア次第で家中どこでも使えて便利♪

脱脂力 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る！！

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！ 

洗浄力
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

溶液の作り方

BeforeBefore
AfterAfter

BeforeBefore
AfterAfter

BeforeBefore
AfterAfter

BeforeBefore
AfterAfter

説明動画

説明動画

※2022年秋以降、マハロのボトルが青から透明に変わり、順次切り替えになります。
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BeforeBefore
AfterAfter

BeforeBefore
AfterAfter

BeforeBefore
AfterAfter

BeforeBefore
AfterAfter

説明動画

説明動画

※2022年秋以降、マハロのボトルが青から透明に変わり、順次切り替えになります。
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DENBA+ Fresh Pro （フレッシュプロ）DENBA+ Fresh （デンバフレッシュ） DENBAF FRYER （フライヤー）

価格 198,000円
出力電圧1200V以上
（2枚同時使用可能）

冷蔵庫に後付け鮮度保持 食品鮮度保持の上位モデル 揚げ油にもDENBAの力を

詳しくは販売員にお問合せください。 詳しくは販売員にお問合せください。 詳しくは販売員にお問合せください。

価格 480,000円
出力電圧2000V以上
（3枚同時使用可能）

価格385,000円
出力電圧1200V以上
（2枚同時使用可能）

DENBAH Health （デンバヘルス）
空間水分子共振テクノロジー

ハイグレードタイプ
価格：900,000円 価格：540,000円
2200V・3400Vで切り替え可能
（電位マット3枚同時使用可能）

1800V
（電位マット2枚同時使用可能）

スタンダードタイプ

マット大（1,200×1,200mm)・
中（1,200×600mm）2枚
コード3本（3m/5m/10m）

マット大（1,200×1,200mm)・
中（1,200×600mm)・小（500×500mm）
コード2本（2m/5m）

セット内容：パワーガン本体1台、ヘッドアタッチメント4個、
ポーチ1個、充電用USBケーブル1本、取扱説明書（保証書付き） 

詳しくは販売員にお問合せください。

ハイグレードタイプ
設置イメージ

〈最大3枚同時接続〉

スタンダードタイプ
設置イメージ

〈最大2枚同時接続〉

13,160円
販売店価格

価格：18,800円

SIXPAD Power Gun （パワーガン）
パワフルな振動とピンポイントの刺激で
本格的な全身ケアを実現

商品番号 H-473

商品番号 H-474

21,000円
販売店価格

価格：30,000円

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

「植物性炭素繊維」の遠赤外線と生命のミネラル源「サンゴ
砂」の自然で均一な温熱で体の内側までぽかぽかに

遠赤蒸しマット  ULMO （ウルモ）
マッサージ器の精巧な動きと人肌のぬくもりが
融合した新しいセルフエステ

メディカルゴッドスパ
光ケアのマスク型
美顔器

マジックマスク

販売員にご注文ください。

ReFa FINE BUBBLE S
（リファ ファインバブル S）

30,000円
販売店価格

価格：33,000円

頭皮を連続的につまみ上げ
頭皮から、美しさを
呼び起こす

ReFa GRACE HEAD SPA
（リファ グレイスヘッドスパ）

商品番号 H-477

21,000円
販売店価格

価格：30,000円

商品番号 E-288

189,000円
販売店価格

価格：270,000円商品番号 A-967
63,000円販売店価格

価格：90,000円商品番号 A-882
26,460円販売店価格

価格：38,880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

ReFa CARAT RAY
（リファ カラットレイ）

商品番号 H-476

24,500円
販売店価格

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

ReFa 4 CARAT RAY
（リファ フォーカラットレイ）

サイズ／約720×380×15mm（本体カバー装着時） 管理医療機器承認番号 221AGBZX00113A01

■効能・効果／
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
や筋肉痛の痛みの緩和

1個（2枚）

2,500円
販売店価格

価格：2,860円

63,800円※販売店価格
価格：63,800円

SIXPAD Foot Fit Plus 2 （シックスパッド フットフィットプラス2）
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

販売員にご注文ください。

販売員にご注文ください。

交換用ジェルパッド
SIXPAD 高電導エレクトロードパッド

※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。

水分子共振 み剤
Technology

世界レベルの独自技術DENBA Technology
生命体の水分子を共振する独自特許技術。
この技術は世界51カ国で特許を取得（申請中含む）しています。

独自のCMMパルスを
コアテクノロジーとした
EMSトレーニング・ギア。

内側に秘められた美しさを呼び醒まし、
生命力に溢れた美しさ、いきいきとした表情へ。

特
別
な
日
に
。

い
つ
も
の
日
常
を

い
つ
も
の
日
常
を

その他機器類 親
Health Appliances

説明動画

説明動画

説明動画
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栄養補助食品 薬剤
Nutritive Supplement Food
栄養補助食品 薬剤
Nutritive Supplement Food

活躍できる100歳を目指して。活躍できる100歳を目指して。

KOYO NMN プラチナム 12000
10年後、20年後も若々しく活躍を続けたいあなたへ!

価格：72,000円
50,400円
販売店価格

1本（250mg×150カプセル）

商品番号 B-441

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。

ニコチンアミドモノヌクレオチド
（NMN）含有加工食品

価格：54,000円
37,800円
販売店価格

1本（410mg×90カプセル）

商品番号 B-442

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。

KOYO ALA （コーヨー アラ）
いつでもアクティブに、元気に過ごしたいあなたへ!

5-アミノレブリン酸リン酸塩
含有加工食品

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は、加齢と共に減少

120
年齢

906030
0

20

40

60

80

100COX
活性

5-ALAの摂取推奨量50mgを
食品で摂取しようとすると？

約30L以上
ワイン

約30L以上
黒 酢

約200kg以上
納 豆

生きるエネルギーを生み出し
健康を維持する力を支える！

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。

20,000粒
枝 豆

4,000房
ブロッコリー

600個
アボカド

240mgのNMNを
食品で摂取しようとすると？

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

年齢とともに
減少するNADを
補うためには
NMNが有効です

製法特許 特許第2668269号

製法特許 特許第2668269号

価格：90,000円
63,000円販売店価格

4箱（460mg×10粒×25袋）

商品番号 B-019

価格：9,000円
6,300円販売店価格

1袋（1.5g×18粒） 商品番号 B-112

価格：9,000円
6,300円販売店価格

1本（460mg×90粒）商品番号 B-105

価格：9,000円
6,300円販売店価格

1箱（2g×30包） 商品番号 B-884

価格：6,000円
4,200円販売店価格

1箱（4粒×60包） 商品番号 B-932
価格：1,500円

1,050円販売店価格

1箱（4粒×10包） 商品番号 B-965

リメインヤング 分包リメインヤング
スッポンの「生命力」が丸ごと
詰まっている卵をはじめ、53種
類の栄養素をバランス良く配合

リメインヤング ツイスト

持ち運びに便利な
10粒入り分包タイプ

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
1粒がリメインヤング5粒分に相当

Yaskey （ヤスキー）
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
朝・夕の生活リズムを整えたい方へ

■主要原材料／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）

NEWハッピーラック
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

価格：18,000円
12,600円販売店価格

1箱（5g×60包） 商品番号 B-121

■主要原材料／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　等

価格：18,000円
各12,600円
販売店価格

KOYO珪素
体内で生成できない、恵みのミネラル

1箱（100mL×6本）

商品番号 B-993
1箱（240mL×3本）

商品番号 B-996

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)。

100ｍL
6本入

240ｍL
3本入

極黒酸塊 （きわみくろすぐり）
ルテインを配合！ 見ることを大切に

■主要原材料／黒酸塊（くろすぐり）エキス末、ルテイン含有マリーゴールド、
米糖エキス末、キャッツクローエキス末　等

大 小

■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

説明動画

説明動画

説明動画

説明動画 説明動画

説明動画

説明動画
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アボカド

240mgのNMNを
食品で摂取しようとすると？

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

年齢とともに
減少するNADを
補うためには
NMNが有効です

製法特許 特許第2668269号

製法特許 特許第2668269号

価格：90,000円
63,000円販売店価格

4箱（460mg×10粒×25袋）

商品番号 B-019

価格：9,000円
6,300円販売店価格

1袋（1.5g×18粒） 商品番号 B-112

価格：9,000円
6,300円販売店価格

1本（460mg×90粒）商品番号 B-105

価格：9,000円
6,300円販売店価格

1箱（2g×30包） 商品番号 B-884

価格：6,000円
4,200円販売店価格

1箱（4粒×60包） 商品番号 B-932
価格：1,500円

1,050円販売店価格

1箱（4粒×10包） 商品番号 B-965

リメインヤング 分包リメインヤング
スッポンの「生命力」が丸ごと
詰まっている卵をはじめ、53種
類の栄養素をバランス良く配合

リメインヤング ツイスト

持ち運びに便利な
10粒入り分包タイプ

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
1粒がリメインヤング5粒分に相当

Yaskey （ヤスキー）
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
朝・夕の生活リズムを整えたい方へ

■主要原材料／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）

NEWハッピーラック
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

価格：18,000円
12,600円販売店価格

1箱（5g×60包） 商品番号 B-121

■主要原材料／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　等

価格：18,000円
各12,600円
販売店価格

KOYO珪素
体内で生成できない、恵みのミネラル

1箱（100mL×6本）

商品番号 B-993
1箱（240mL×3本）

商品番号 B-996

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)。

100ｍL
6本入

240ｍL
3本入

極黒酸塊 （きわみくろすぐり）
ルテインを配合！ 見ることを大切に

■主要原材料／黒酸塊（くろすぐり）エキス末、ルテイン含有マリーゴールド、
米糖エキス末、キャッツクローエキス末　等

大 小

■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
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説明動画

説明動画

説明動画

説明動画 説明動画

説明動画

説明動画
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ハリツヤ

弾力保湿

アクアQ10＋マカ

■主要原材料／イソマルトオリゴ糖、はちみつ、コエンザイムQ10、マカ粉末、果糖ぶ
どう糖液糖、L-カルニチン　等

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

価格：9,000円
6,300円
販売店価格

1箱（2.5g×30包）

商品番号 B-883

■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　等

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!

価格：36,000円
25,200円
販売店価格

1箱（10g×60包）

商品番号 B-417

ご注文方法は販売員にお問合せください。

価格：3,600円
2,520円販売店価格

 1本（160g） 商品番号 B-980
価格：9,000円

6,300円販売店価格

1箱（80g×6袋）約36食分 商品番号 B-147
価格：1,800円

1,260円販売店価格

1個（480g） 商品番号 B-880

食用ココナッツオイル ココダイヤ
約60%が中鎖脂肪酸、トランス脂肪
酸やコレステロールも含まないオーガ
ニックヴァージンココナッツオイル
100％使用

マハロシーグルト
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!

海洋深層水で作る乳酸菌(クレモリス菌)とプロピオン
酸菌仕込みのヨーグルト
とろりとした独特の粘りがあり、酸味が少なく口当たり
がクリーミーです!

価格：9,000円
6,300円
販売店価格

1本（200mg×180粒）

商品番号 B-111

サンバイタル
アガリクス主体の4種の菌糸体

価格：9,000円
6,300円
販売店価格

 1本（300mg×280粒）

商品番号 B-116

コンシウムH
コンドロイチン・コラーゲン

価格：90,000円
63,000円
販売店価格

1箱（50mL×30包）

商品番号 B-423

価格：90,000円
63,000円
販売店価格

1箱  48.2g（402mg×120カプセル）×3本

長生ドラジ エキスロイヤル プレミアム 和楽寿 （ハナビラタケ）

■主要原材料／ココナッツ
オイル、ゼラチン、グリセリン

■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　等

韓国・智異山桔梗21年根！ 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!

「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！

農水省品種登録KSC-H七号 特許第5893772号

■主要原材料／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)

価格：9,000円
6,300円
販売店価格

 1箱（2g×30包）

商品番号 B-114

ノーカツ
核酸DNA・キチンキトサン

価格：9,000円
6,300円
販売店価格

1本（300mg×210粒）

商品番号 B-117

アイデアルC
アセロラ・ブルーベリー

化粧品 む輝剤
Cosmetic

「海のヒアルロン酸」とも呼ばれるプランクトンエキス（ハリUP成分）で、目元、
口元の年齢サインの集中ケアに。またサトザクラ花エキス（保湿成分）等の力
で年齢によって変化する肌のお悩みに応えます。変わる、この驚きをあなたに。

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！
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。

1セット（120mL×2本）

商品番号 E-079

67,200円
販売店価格

価格：12,000円

コーヨーアップ　プレミアムエッセンシャルミスト　（美容液） サトザクラ花エキス：保湿成分

ヒト脂肪細胞順化培養液配合：保湿成分

年齢によって変化する肌の悩みに！ 目元、口元の年齢サインの集中ケアに応える

ひとつ上のハリとツヤをお届け

ロアゾブルー　エッセンスセラム　（美容液）

1本（30mL）

商品番号 E-440

31,500円
販売店価格

価格：45,000円

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

販売店
注文単位
１カートン
（8セット）

ハリUP成分

植物由来成分

保湿成分

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

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

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

※イメージ

明日の私は、
さらに若々しく美しく。
明日の私は、
さらに若々しく美しく。

説明動画

説明動画

説明動画 説明動画

説明動画 説明動画

説明動画 説明動画 説明動画 説明動画

説明動画

説明動画

10 11



ハリツヤ

弾力保湿

アクアQ10＋マカ

■主要原材料／イソマルトオリゴ糖、はちみつ、コエンザイムQ10、マカ粉末、果糖ぶ
どう糖液糖、L-カルニチン　等

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

価格：9,000円
6,300円
販売店価格

1箱（2.5g×30包）

商品番号 B-883

■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　等

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!

価格：36,000円
25,200円
販売店価格

1箱（10g×60包）

商品番号 B-417

ご注文方法は販売員にお問合せください。

価格：3,600円
2,520円販売店価格

 1本（160g） 商品番号 B-980
価格：9,000円

6,300円販売店価格

1箱（80g×6袋）約36食分 商品番号 B-147
価格：1,800円

1,260円販売店価格

1個（480g） 商品番号 B-880

食用ココナッツオイル ココダイヤ
約60%が中鎖脂肪酸、トランス脂肪
酸やコレステロールも含まないオーガ
ニックヴァージンココナッツオイル
100％使用

マハロシーグルト
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!

海洋深層水で作る乳酸菌(クレモリス菌)とプロピオン
酸菌仕込みのヨーグルト
とろりとした独特の粘りがあり、酸味が少なく口当たり
がクリーミーです!

価格：9,000円
6,300円
販売店価格

1本（200mg×180粒）

商品番号 B-111

サンバイタル
アガリクス主体の4種の菌糸体

価格：9,000円
6,300円
販売店価格

 1本（300mg×280粒）

商品番号 B-116

コンシウムH
コンドロイチン・コラーゲン

価格：90,000円
63,000円
販売店価格

1箱（50mL×30包）
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価格：90,000円
63,000円
販売店価格

1箱  48.2g（402mg×120カプセル）×3本

長生ドラジ エキスロイヤル プレミアム 和楽寿 （ハナビラタケ）

■主要原材料／ココナッツ
オイル、ゼラチン、グリセリン

■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　等

韓国・智異山桔梗21年根！ 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!

「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！

農水省品種登録KSC-H七号 特許第5893772号

■主要原材料／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)

価格：9,000円
6,300円
販売店価格

 1箱（2g×30包）

商品番号 B-114

ノーカツ
核酸DNA・キチンキトサン

価格：9,000円
6,300円
販売店価格

1本（300mg×210粒）

商品番号 B-117

アイデアルC
アセロラ・ブルーベリー

化粧品 む輝剤
Cosmetic

「海のヒアルロン酸」とも呼ばれるプランクトンエキス（ハリUP成分）で、目元、
口元の年齢サインの集中ケアに。またサトザクラ花エキス（保湿成分）等の力
で年齢によって変化する肌のお悩みに応えます。変わる、この驚きをあなたに。

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！
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。

1セット（120mL×2本）

商品番号 E-079

67,200円
販売店価格

価格：12,000円

コーヨーアップ　プレミアムエッセンシャルミスト　（美容液） サトザクラ花エキス：保湿成分

ヒト脂肪細胞順化培養液配合：保湿成分

年齢によって変化する肌の悩みに！ 目元、口元の年齢サインの集中ケアに応える

ひとつ上のハリとツヤをお届け

ロアゾブルー　エッセンスセラム　（美容液）

1本（30mL）

商品番号 E-440

31,500円
販売店価格

価格：45,000円

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

販売店
注文単位
１カートン
（8セット）

ハリUP成分

植物由来成分

保湿成分

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

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

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
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自分らしく輝くための第一歩。
マハロスキンケアシリーズの
基礎セットです。

ランタニア基礎セット

マハロ セラム

1本（300ｍL） 商品番号 R-047

4,200円販売店価格

価格：6,000円

1セット：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
（各1本） 商品番号 R-890

31,220円販売店価格

価格：44,600円

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。

1本（50ｍL） 商品番号 R-042

6,300円販売店価格
価格：9,000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。

1本（130ｍL） 商品番号 R-041

5,600円販売店価格
価格：8,000円

1本（200g） 商品番号 R-040

4,200円販売店価格
価格：6,000円

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。

UVクリーム
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（30ｍL） 商品番号 R-045

2,520円販売店価格
価格：3,600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。

1本（45g） 商品番号 R-043

6,300円販売店価格
価格：9,000円

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。

1本（60ｍL） 商品番号 R-044

6,300円販売店価格
価格：9,000円

マハロ フェイスミスト
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。

1本（120ｍL） 商品番号 R-076

4,200円販売店価格
価格：6,000円 1本（100g） 商品番号 H-982

6,300円販売店価格
価格：9,000円

1本（350ｍL） 商品番号 R-087

2,520円販売店価格

価格：3,600円

SPF50
PA+++

SPF36
PA+++

ボディソープ
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。

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。

1本（350ｍL） 商品番号 R-086

2,520円販売店価格
価格：3,600円

1箱（75g×2本）商品番号 R-075

4,200円販売店価格

価格：6,000円

マハロ ヘアクリーム
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。

1本（350g） 商品番号 R-088

4,200円販売店価格

価格：6,000円

ヘアパック
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。

マハロ スカルプエッセンス
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。

1本（150ｍL） 商品番号 R-048

6,300円販売店価格
価格：9,000円 1箱（300mL×6本）

商品番号 H-879

6,300円
販売店価格

価格：9,000円
1本（100g）

商品番号 H-255

12,600円
販売店価格

価格：6,000円
1本（90g）

商品番号 H-428

2,520円
販売店価格

価格：3,600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!

モロッコの涙 クレンジングEX
「モロッコの黄金」
アルガンオイルを配合。

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。

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！

美容クリームEX
こっくり濃厚、弾むようなハリ肌へ。

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。

 1本（30g）

商品番号 E-310

3,780円
販売店価格

価格：5,400円
ライトピンク 1個（31g）

商品番号 E-309

6,300円
販売店価格

価格：9,000円 価格：6,500円
4,550円
販売店価格

1個（20g）

商品番号 E-311

1箱（8枚）

商品番号 E-974

6,300円
販売店価格

価格：12,000円価格：9,000円
6,300円
販売店価格

1個（標準重量110g）

商品番号 P-916

数量
限定

コーヨー プラズマクリームGS
金ナノ&銀ナノ粒子が肌に
浸透し、保湿、紫外線防止を
含む他の美容成分と共に、
肌を自然な状態に整えてい
きます。

1本（100g） 商品番号 H-985

6,300円販売店価格
価格：9,000円

コーヨー プラズマクリームGS （ノンクール）
保湿、紫外線防止を含む他の美容
成分はそのままに、スーッとしない
ノンクールタイプで。より肌への
やさしさを求める人へ。

プラズマナノヴェールソープ
金ナノ&銀ナノ粒子が肌に
浸透し、保湿、紫外線防止を
含む他の美容成分と共に、
肌を自然な状態に整えてい
きます。

ビバリ エッセンスシート
目元の乾燥を防ぎ、ハリ
と弾力のある肌へ!気に
なる部分に貼って寝るだ
けで、お肌はしっとりも
ちもちに。

1本（200g） 商品番号 H-420

3,500円販売店価格
価格：5,000円

コーヨー ボディ フットクリーム
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。

 1本（120mL）

商品番号 E-307

6,300円
販売店価格

価格：9,000円
 1本（150mL）

商品番号 E-306

3,500円
販売店価格

価格：5,000円
 1本（31mL）

商品番号 E-308

価格：12,000円
8,400円
販売店価格

ランタニアシリーズ アルガンシリーズ

その他スキンケア

除菌・歯磨き

亜塩素酸イオン水で除菌・消臭。
カビ＆ウイルス除去宣言！

Ai ウォーター

※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。

すっきり爽やか！ 独自の成分が
口中に長くとどまって、毎日しっ
かり口腔ケアができます。

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。

エージーヴィーナス 銀イオン配合歯磨き コーヨー マスティデンタルハミガキ

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。

販売店
注文単位
１箱（３本）

注文単位
１箱
（6本）
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自分らしく輝くための第一歩。
マハロスキンケアシリーズの
基礎セットです。

ランタニア基礎セット

マハロ セラム

1本（300ｍL） 商品番号 R-047

4,200円販売店価格

価格：6,000円

1セット：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
（各1本） 商品番号 R-890

31,220円販売店価格

価格：44,600円

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。

1本（50ｍL） 商品番号 R-042

6,300円販売店価格
価格：9,000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。

1本（130ｍL） 商品番号 R-041

5,600円販売店価格
価格：8,000円

1本（200g） 商品番号 R-040

4,200円販売店価格
価格：6,000円

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。

UVクリーム
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（30ｍL） 商品番号 R-045

2,520円販売店価格
価格：3,600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。

1本（45g） 商品番号 R-043

6,300円販売店価格
価格：9,000円

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。

1本（60ｍL） 商品番号 R-044

6,300円販売店価格
価格：9,000円

マハロ フェイスミスト
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。

1本（120ｍL） 商品番号 R-076

4,200円販売店価格
価格：6,000円 1本（100g） 商品番号 H-982

6,300円販売店価格
価格：9,000円

1本（350ｍL） 商品番号 R-087

2,520円販売店価格

価格：3,600円

SPF50
PA+++

SPF36
PA+++

ボディソープ
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。

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。

1本（350ｍL） 商品番号 R-086

2,520円販売店価格
価格：3,600円

1箱（75g×2本）商品番号 R-075

4,200円販売店価格

価格：6,000円

マハロ ヘアクリーム
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。

1本（350g） 商品番号 R-088

4,200円販売店価格

価格：6,000円

ヘアパック
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。

マハロ スカルプエッセンス
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。

1本（150ｍL） 商品番号 R-048

6,300円販売店価格
価格：9,000円 1箱（300mL×6本）

商品番号 H-879

6,300円
販売店価格

価格：9,000円
1本（100g）

商品番号 H-255

12,600円
販売店価格

価格：6,000円
1本（90g）

商品番号 H-428

2,520円
販売店価格

価格：3,600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!

モロッコの涙 クレンジングEX
「モロッコの黄金」
アルガンオイルを配合。

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。

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！

美容クリームEX
こっくり濃厚、弾むようなハリ肌へ。

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。

 1本（30g）

商品番号 E-310

3,780円
販売店価格

価格：5,400円
ライトピンク 1個（31g）

商品番号 E-309

6,300円
販売店価格

価格：9,000円 価格：6,500円
4,550円
販売店価格

1個（20g）

商品番号 E-311

1箱（8枚）

商品番号 E-974

6,300円
販売店価格

価格：12,000円価格：9,000円
6,300円
販売店価格

1個（標準重量110g）

商品番号 P-916

数量
限定

コーヨー プラズマクリームGS
金ナノ&銀ナノ粒子が肌に
浸透し、保湿、紫外線防止を
含む他の美容成分と共に、
肌を自然な状態に整えてい
きます。

1本（100g） 商品番号 H-985

6,300円販売店価格
価格：9,000円

コーヨー プラズマクリームGS （ノンクール）
保湿、紫外線防止を含む他の美容
成分はそのままに、スーッとしない
ノンクールタイプで。より肌への
やさしさを求める人へ。

プラズマナノヴェールソープ
金ナノ&銀ナノ粒子が肌に
浸透し、保湿、紫外線防止を
含む他の美容成分と共に、
肌を自然な状態に整えてい
きます。

ビバリ エッセンスシート
目元の乾燥を防ぎ、ハリ
と弾力のある肌へ!気に
なる部分に貼って寝るだ
けで、お肌はしっとりも
ちもちに。

1本（200g） 商品番号 H-420

3,500円販売店価格
価格：5,000円

コーヨー ボディ フットクリーム
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。

 1本（120mL）

商品番号 E-307

6,300円
販売店価格

価格：9,000円
 1本（150mL）

商品番号 E-306

3,500円
販売店価格

価格：5,000円
 1本（31mL）

商品番号 E-308

価格：12,000円
8,400円
販売店価格

ランタニアシリーズ アルガンシリーズ

その他スキンケア

除菌・歯磨き

亜塩素酸イオン水で除菌・消臭。
カビ＆ウイルス除去宣言！

Ai ウォーター

※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。

すっきり爽やか！ 独自の成分が
口中に長くとどまって、毎日しっ
かり口腔ケアができます。

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。

エージーヴィーナス 銀イオン配合歯磨き コーヨー マスティデンタルハミガキ

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。

販売店
注文単位
１箱（３本）

注文単位
１箱
（6本）
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KOYO （ID：@mmi8016u）
KOMO専用注文用紙にてご注文ください。
（24時間受付）

東京事務センター 042-395-9090

販売促進センター 058-398-5040

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

LINEを使ったご注文までの準備

ご注文は、LINE・FAX または TELにて受付いたします。

LINEでのご注文方法

スマートフォンにLINEアプリをインストールしてから始めましょう！

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♪

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！

④追加をタップ

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ホーム画面マーク
②友だち追加マーク
③QRコードマーク の順にタップ。
　こちらのQRコードにスマホをかざし、
④「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！

はっきり見やすく
お書きください。

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。

◎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ホーム画面マーク

②友だち追加マーク

③QRコードマーク

9,000円以上で送料無料。 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。

受付時間／ 9:00 ～ 17:00（土日祝日除く）
※年末年始・盆期間は休館となる場合がございます。

便利♪

QRコード

❶ KOMOカタログからお好きな商品を選び、注文用紙に手書きで記入します。

※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25,200円以上（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25,200円に満たないご注文は
割引対象外です。（コーヨーアップの注文単位は1カートンから）

※注文商品は本誌KOMOカタログまたはコーヨーライフ内KOMOカタ
ログページ中からお選びください。

※マハロは送料込みの価格です。

こちらの注文用紙（コピーでも可）に必要事項をご記入の上、公式LINEアカウント「KOYO」に
注文用紙全体の写真を撮ってご送信ください。※左ページ 「LINEでのご注文方法」 をご参照ください。

FAXでのご注文

LINEでのご注文

※高陽社のメンバー登録をされていますか？
    （ 販売店 ・ 代理店 ・ していない ）

T E L

代理店名

グループ名

お名前
フリガナ ランク

販 売 店

代 理 店

特約販社

ご紹介いただいた方

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）

お名前

ご住所

T E L

〒

フリガナ

KOMO専用注文用紙 注文日　　　　年　　　月　　　日FAX
送信方向

ご注文者

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。

2022.06

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）
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KOYO （ID：@mmi8016u）
KOMO専用注文用紙にてご注文ください。
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東京事務センター 042-395-9090
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右ページのKOMO専用注文用紙に必要事項をご記
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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
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②友だち追加マーク

③QRコードマーク

9,000円以上で送料無料。 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。
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※年末年始・盆期間は休館となる場合がございます。
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こちらの注文用紙（コピーでも可）に必要事項をご記入の上、公式LINEアカウント「KOYO」に
注文用紙全体の写真を撮ってご送信ください。※左ページ 「LINEでのご注文方法」 をご参照ください。

FAXでのご注文

LINEでのご注文

※高陽社のメンバー登録をされていますか？
    （ 販売店 ・ 代理店 ・ していない ）

T E L

代理店名

グループ名

お名前
フリガナ ランク

販 売 店

代 理 店

特約販社

ご紹介いただいた方

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）

お名前

ご住所

T E L

〒

フリガナ

KOMO専用注文用紙 注文日　　　　年　　　月　　　日FAX
送信方向

ご注文者

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。

2022.06

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）
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あなたの生活を豊かにする
「高陽社」の通販カタログ

送料無料

ご注文金額合計

9,000円以上で

※詳しくは注文用紙を
　ご覧ください。

KOMO（コモ）カタログについて
●掲載商品の表示価格は、全て税込価格です。
●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。
●ご注文は注文用紙にご記入の上、FAXまたはLINEにてお送りいただくか、TELにて㈱高陽社に直接ご注文いただけます。

FAXまたはLINEによるご注文のお願い
●送信した注文用紙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の宛先はお間違いのないよう、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せください。
  TEL：042-395-0756 　受付時間／9：00～17：00（土日祝日除く）

TELによるご注文のお願い
●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せください。 
  TEL：058-398-5040 　受付時間／9：00～17：00（土日祝日除く）

商品の発送について
●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、㈱高陽社東京事務センターまでお問合せください。

返品・交換について
●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。

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、必ず最新のビジネスガイドブック
（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、手続きをおこなってください。

（マハロの金額を除く）※詳しくは注文用紙をご覧ください。

販売店価格 25,200円以上のご注文で3割引となります！

販売促進センター

058-398-5040TEL 受付時間／9:00～17:00（土日祝日除く）
※年末年始・盆期間は休館となる場合がございます。

2022.06

岐阜県羽島市舟橋町出須賀３丁目３８

お客様相談室 TEL 042-313-3021
10:00～17:00（土日祝日除く）

販売店登録された方は
さらにお求めやすくなりました！！

（24時間受付）
東京事務センター

042-395-9090FAX

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。
KOMOでは一部お取扱いしていない商品もございます。詳しくは担当販売員までお問い合わせください。


