
 

2022年 9 月 
お客様各位 
 

価格改定のお知らせ 
 
謹啓 時下ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より弊社製品をご愛顧頂きまして誠にあり
がとうございます。 
 
このたび、一部入浴料・ボディーケア・ホームフレグランス製品等の価格引き上げを 2022 年 11月 1

日（火）より下記の通り実施させていただくこととなりました。昨今の原材料及びエネルギーコストや物
流費の高騰が続くなか、これらのコスト上昇を吸収すべくさまざまな対策を講じてまいりましたが、現行
価格を維持することが困難な状況となったため、やむを得ず価格改定を実施する運びとなりました。 

 
お客様にはご迷惑をお掛けして誠に申し訳ございませんが、ご理解を賜りたくお願い申し上げます。 
今後もより一層満足いただける製品をお届けできるよう努めてまいりますので、何卒ご愛顧のほど重ね

てお願い申し上げます。 
謹言 

 
 
 

記 
 
【改定日】 2022 年 11月 1日（火） 

※価格改定に伴い、GPPオンラインでは以下日程で販売を一時停止させていただきます。 
2022年 11 月 1 日 午前 0 時 ～ 11 月 1 日 午前 10 時（予定） 

 
【該当製品】和、アロマエッセンス、デイリーディライト、アマイワナ、ムーミン、 

グランセンス、サンハーブ、デイズインブルーム、フルーツの森 の一部製品 
      ※対象製品の詳細は＜別紙＞製品一覧をご確認いただきますようお願いいたします。 
       

                                                                            
 
 
 
 

 

 

 

 



＜別紙 1/4＞ 
価格改定対象製品一覧   

ブランド 製品コード POS コード 製品名 
旧価格 

（税込） 

新価格 

（税込） 

和 108001 4517161068870  和の香台（香皿）空色 ¥418 ¥594 

和 108002 4517161068863  和の香台（香皿）桜色 ¥418 ¥594 

和 108003 4517161065411  和の香台（香皿）薄香色 ¥418 ¥594 

和 108004 4517161065404  和の香台（香皿）墨色 ¥418 ¥594 

アロマエッセンス 309001 4517161118988  AE ブルーラベルルームフレグランス（ラベンダー） ¥1,100 ¥1,320 

アロマエッセンス 309002 4517161118995  AE ブルーラベルルームフレグランス（ローズ） ¥1,100 ¥1,320 

アロマエッセンス 309004 4517161119015  AE ブルーラベルルームフレグランス（オーシャンブルー） ¥1,100 ¥1,320 

アロマエッセンス 309005 4517161119022  AE ブルーラベルルームフレグランス（シャンパン） ¥1,100 ¥1,320 

アロマエッセンス 309007 4517161132687  AE ブルーラベルルームフレグランス（ホワイトムスク） ¥1,100 ¥1,320 

アロマエッセンス 309008 4517161132694  AE ブルーラベルルームフレグランス（エバーグリーン） ¥1,100 ¥1,320 

アロマエッセンス 311001 4517161153705  AE ブルーラベルリードディフューザー180（オーシャンブルー） ¥2,750 ¥2,970 

アロマエッセンス 311002 4517161153699  AE ブルーラベルリードディフューザー180（ラベンダー） ¥2,750 ¥2,970 

アロマエッセンス 311003 4517161153712  AE ブルーラベルリードディフューザー180（ホワイトムスク） ¥2,750 ¥2,970 

アロマエッセンス 311004 4517161153729  AE ブルーラベルリードディフューザー180（シャンパン） ¥2,750 ¥2,970 

デイリーディライト 1602002 45086809  DD リップバーム（ストロベリーミルフィーユ） ¥638 ¥748 

デイリーディライト 1602005 45086830  DD リップバーム（グレープフルーツゼリー） ¥638 ¥748 

デイリーディライト 1602007 45086854  DD リップバーム（プレミアムバニラ） ¥638 ¥748 

デイリーディライト 1602008 45130489  DD リップバーム（カシスムース） ¥638 ¥748 

デイリーディライト 1602012 45164682  DD リップバーム（ユズキャンディー） ¥638 ¥748 

デイリーディライト 1602013 45164699  DD リップバーム（リッチミルクティー） ¥638 ¥748 

デイリーディライト 1602014 45175107  DD リップバーム（ミントアイス） ¥638 ¥748 

デイリーディライト 1621002 4517161099119  DD新エッセンシャルオイル（Ｇフルーツ） ¥880 ¥1,100 

デイリーディライト 1621008 4517161099133  DD新エッセンシャルオイル（ローマンカモミール） ¥2,640 ¥3,080 

デイリーディライト 1621017 4517161099126  DD新エッセンシャルオイル（ラベンダー） ¥1,320 ¥1,650 

デイリーディライト 1621022 4517161099324  DD新エッセンシャルオイル（イランイラン） ¥1,980 ¥2,200 

デイリーディライト 1663001 4517161134117  DD アロマストーン&オイルセット（昼用リラックス） ¥1,980 ¥2,200 

デイリーディライト 1663002 4517161134124  DD アロマストーン&オイルセット（夜用リラックス） ¥1,980 ¥2,200 

デイリーディライト 1663003 4517161134131  DD アロマストーン&オイルセット（ラベンダー） ¥1,980 ¥2,530 

アマイワナ 8934001 4517161148800  アマイワナ SPバスキャンディー1粒（初恋ローズ） ¥286 ¥352 

アマイワナ 8934002 4517161148817  アマイワナ SPバスキャンディー1粒（大人の甘美デザート） ¥286 ¥352 

アマイワナ 8934003 4517161148824  アマイワナ SPバスキャンディー1粒（青空シトラス） ¥286 ¥352 

アマイワナ 8934004 4517161148831  アマイワナ SPバスキャンディー1粒（ラベンダー畑の恵み） ¥286 ¥352 

アマイワナ 8934005 4517161148848  アマイワナ SPバスキャンディー1粒（おはようミント） ¥286 ¥352 

アマイワナ 8934008 4517161148879  アマイワナ SPバスキャンディー1粒（ビタミンフルーツジュース） ¥286 ¥352 

アマイワナ 8934009 4517161148886  アマイワナ SPバスキャンディー1粒（いちごドロップ） ¥286 ¥352 

アマイワナ 8938001 4517161149067  アマイワナ SP ミルクバブルバス（初恋ローズ） ¥693 ¥770 

アマイワナ 8938002 4517161149074  アマイワナ SP ミルクバブルバス（大人の甘美デザート） ¥693 ¥770 

アマイワナ 8938003 4517161149081  アマイワナ SP ミルクバブルバス（青空シトラス） ¥693 ¥770 



＜別紙 2/4＞ 

ブランド 製品コード POS コード 製品名 
旧価格

（税込） 

新価格 

（税込） 

アマイワナ 8943001 4517161150247  アマイワナ SPバスギフトダック（ピンク） ¥1,430 ¥1,650 

アマイワナ 8943002 4517161150254  アマイワナ SPバスギフトダック（グリーン） ¥1,430 ¥1,650 

アマイワナ 8946001 4517161153200  アマイワナ SPバスボールブーケ（スイート） ¥770 ¥880 

アマイワナ 8946002 4517161153217  アマイワナ SPバスボールブーケ（フレッシュ） ¥770 ¥880 

アマイワナ 8952001 4517161163810  アマイワナ SP プチギフト（ハートポップキューブ）ピンク ¥990 ¥1,100 

アマイワナ 8952002 4517161163827  アマイワナ SP プチギフト（ハートポップキューブ）グリーン ¥990 ¥1,100 

ムーミン 9720001 4517161144567  ムーミンバスギフトボックス（野ばらの庭） ¥1,100 ¥1,320 

ムーミン 9720002 4517161144574  ムーミンバスギフトボックス（しらかばの森） ¥1,100 ¥1,320 

ムーミン 9720004 4517161144581  ムーミンバスギフトボックス（こけもものジャム） ¥1,100 ¥1,320 

ムーミン 9721001 4517161144598  ムーミンプチバスギフト（野ばらの庭） ¥748 ¥990 

ムーミン 9721002 4517161144604  ムーミンプチバスギフト（しらかばの森） ¥748 ¥990 

ムーミン 9721004 4517161144611  ムーミンプチバスギフト（こけもものジャム） ¥748 ¥990 

ムーミン 9744001 4517161160536  ムーミンミニハンドソープ（野ばらの庭） ¥495 ¥550 

ムーミン 9744003 4517161160543  ムーミンミニハンドソープ（海のオーケストラ） ¥495 ¥550 

ムーミン 9744004 4517161160550  ムーミンミニハンドソープ（こけもものジャム） ¥495 ¥550 

ムーミン 9739001 4517161155204  ムーミンバスギフトバッグ（ラベンダー） ¥990 ¥1,100 

ムーミン 9739002 4517161155211  ムーミンバスギフトバッグ（ローズ） ¥990 ¥1,100 

ムーミン 9739003 4517161155228  ムーミンバスギフトバッグ（グレープフルーツ） ¥990 ¥1,100 

ムーミン 9750003 4517161162462  ムーミンバイカラーバスボム（海のオーケストラ） ¥638 ¥748 

ムーミン 9750006 4517161162479  ムーミンバイカラーバスボム（いちごジュース） ¥638 ¥748 

ムーミン 9751001 4517161162486  ムーミンムーミン缶バスソルトセット ¥1,650 ¥1,980 

ムーミン 9751002 4517161162493  ムーミンリトルミイ缶バスソルトセット ¥1,650 ¥1,980 

グランセンス 9901001 4517161127539  グランセンスサシェ（ホワイトムスク） ¥550 ¥600 

グランセンス 9901002 4517161127546  グランセンスサシェ（ロイヤルリリー） ¥550 ¥600 

グランセンス 9901003 4517161127553  グランセンスサシェ（アンティークローズ） ¥550 ¥600 

グランセンス 9901004 4517161127560  グランセンスサシェ（メディテレーニアン） ¥550 ¥600 

グランセンス 9901005 4517161127577  グランセンスサシェ（サルバドール） ¥550 ¥600 

グランセンス 9901006 4517161127584  グランセンスサシェ（アクアディフォンテ） ¥550 ¥600 

グランセンス 9901009 4517161143379  グランセンスサシェ（シチリアンブルー） ¥550 ¥600 

グランセンス 9905001 4517161127775  グランセンスリードディフューザーフレグランスオイル（ホワイトムスク） ¥2,750 ¥2,970 

グランセンス 9905002 4517161127782  グランセンスリードディフューザーフレグランスオイル（ロイヤルリリー） ¥2,750 ¥2,970 

グランセンス 9905003 4517161127799  グランセンスリードディフューザーフレグランスオイル（アンティークローズ） ¥2,750 ¥2,970 

グランセンス 9905004 4517161127805  グランセンスリードディフューザーフレグランスオイル（メディテレーニアン） ¥2,750 ¥2,970 

グランセンス 9905005 4517161127812  グランセンスリードディフューザーフレグランスオイル（サルバドール） ¥2,750 ¥2,970 

グランセンス 9905006 4517161127829  グランセンスリードディフューザーフレグランスオイル（アクアディフォンテ） ¥2,750 ¥2,970 

グランセンス 9905009 4517161143324  グランセンスリードディフューザーフレグランスオイル（シチリアンブルー） ¥2,750 ¥2,970 

グランセンス 9906001 4517161127836  グランセンスリードディフューザー用スティック ¥550 ¥660 

グランセンス 9919001 4517161148299  グランセンスリードディフューザー（ホワイトムスク） ¥3,300 ¥3,630 

グランセンス 9919002 4517161148305  グランセンスリードディフューザー（ロイヤルリリー） ¥3,300 ¥3,630 
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ブランド 製品コード POS コード 製品名 
旧価格

（税込） 

新価格 

（税込） 

グランセンス 9919003 4517161148312  グランセンスリードディフューザー（アンティークローズ） ¥3,300 ¥3,630 

グランセンス 9919004 4517161148329  グランセンスリードディフューザー（メディテレーニアン） ¥3,300 ¥3,630 

グランセンス 9919005 4517161148336  グランセンスリードディフューザー（サルバドール） ¥3,300 ¥3,630 

グランセンス 9919006 4517161148343  グランセンスリードディフューザー（アクアディフォンテ） ¥3,300 ¥3,630 

グランセンス 9919009 4517161148350  グランセンスリードディフューザー（シチリアンブルー） ¥3,300 ¥3,630 

グランセンス 9920001 4517161149395  グランセンスカーフレッシュナー（ホワイトムスク） ¥1,100 ¥1,320 

グランセンス 9920003 4517161149401  グランセンスカーフレッシュナー（アンティークローズ） ¥1,100 ¥1,320 

グランセンス 9920004 4517161149418  グランセンスカーフレッシュナー（メディテレーニアン） ¥1,100 ¥1,320 

グランセンス 9920005 4517161149425  グランセンスカーフレッシュナー（サルバドール） ¥1,100 ¥1,320 

サンハーブ 11802001 4517161139280  サンハーブフレグランスビーズ（ラベンダー） ¥660 ¥770 

サンハーブ 11802002 4517161139297  サンハーブフレグランスビーズ（ピュアローズ） ¥660 ¥770 

サンハーブ 11802003 4517161139303  サンハーブフレグランスビーズ（グレープフルーツ） ¥660 ¥770 

サンハーブ 11802004 4517161139310  サンハーブフレグランスビーズ（カモマイル） ¥660 ¥770 

サンハーブ 11802005 4517161139327  サンハーブフレグランスビーズ（ベルガモット） ¥660 ¥770 

サンハーブ 11802006 4517161139334  サンハーブフレグランスビーズ（グリーングラス） ¥660 ¥770 

サンハーブ 11804001 4517161139402  サンハーブバスギフト No.04（ラベンダー） ¥858 ¥990 

サンハーブ 11804002 4517161139419  サンハーブバスギフト No.04（ピュアローズ） ¥858 ¥990 

サンハーブ 11804003 4517161139426  サンハーブバスギフト No.04（グレープフルーツ） ¥858 ¥990 

サンハーブ 11804005 4517161139440  サンハーブバスギフト No.04（ベルガモット） ¥858 ¥990 

サンハーブ 11804006 4517161139457  サンハーブバスギフト No.04（グリーングラス） ¥858 ¥990 

サンハーブ 11807001 4517161139709  サンハーブバスコンフェッティバッグ（ラベンダー） ¥308 ¥385 

サンハーブ 11807002 4517161139716  サンハーブバスコンフェッティバッグ（ピュアローズ） ¥308 ¥385 

サンハーブ 11807003 4517161139723  サンハーブバスコンフェッティバッグ（グレープフルーツ） ¥308 ¥385 

サンハーブ 11807005 4517161139747  サンハーブバスコンフェッティバッグ（ベルガモット） ¥308 ¥385 

サンハーブ 11807006 4517161139754  サンハーブバスコンフェッティバッグ（グリーングラス） ¥308 ¥385 

サンハーブ 11809001 4517161139822  サンハーブバスボムⅡ（ラベンダー） ¥308 ¥385 

サンハーブ 11809002 4517161139839  サンハーブバスボムⅡ（ピュアローズ） ¥308 ¥385 

サンハーブ 11809003 4517161139846  サンハーブバスボムⅡ（グレープフルーツ） ¥308 ¥385 

サンハーブ 11809006 4517161139877  サンハーブバスボムⅡ（グリーングラス） ¥308 ¥385 

サンハーブ 11836001 4517161153811  サンハーブバスギフト NO.36（ラベンダー） ¥715 ¥858 

サンハーブ 11836002 4517161153828  サンハーブバスギフト NO.36（ピュアローズ） ¥715 ¥858 

サンハーブ 11836003 4517161153835  サンハーブバスギフト NO.36（グレープフルーツ） ¥715 ¥858 

サンハーブ 12752001 4517161118438  サンハーブ ver.3バスタブレット（ラベンダー） ¥165 ¥220 

サンハーブ 12752002 4517161118445  サンハーブ ver.3バスタブレット（ピュアローズ） ¥165 ¥220 

サンハーブ 12752003 4517161118452  サンハーブ ver.3バスタブレット（グレープフルーツ） ¥165 ¥220 

サンハーブ 12752006 4517161118483  サンハーブ ver.3バスタブレット（グリーングラス） ¥165 ¥220 

サンハーブ 12765001 4517161121445  サンハーブ ver.3バスソルト（ラベンダー） ¥165 ¥198 

サンハーブ 12765002 4517161121452  サンハーブ ver.3バスソルト（ピュアローズ） ¥165 ¥198 

サンハーブ 12765003 4517161121469  サンハーブ ver.3バスソルト（グレープフルーツ） ¥165 ¥198 
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ブランド 製品コード POS コード 製品名 
旧価格

（税込） 

新価格 

（税込） 

サンハーブ 12765006 4517161121490  サンハーブ ver.3バスソルト（グリーングラス） ¥165 ¥198 

サンハーブ 12766001 4517161121506  サンハーブ ver.3 ハッピーバスバッグ（ラベンダー） ¥638 ¥770 

サンハーブ 12766002 4517161121513  サンハーブ ver.3 ハッピーバスバッグ（ピュアローズ） ¥638 ¥770 

サンハーブ 12766003 4517161121520  サンハーブ ver.3 ハッピーバスバッグ（グレープフルーツ） ¥638 ¥770 

サンハーブ 12766006 4517161123111  サンハーブ ver.3 ハッピーバスバッグ（グリーングラス） ¥638 ¥770 

サンハーブ 12775001 4517161122770  サンハーブ ver.3バスギフト No.75（ラベンダー） ¥550 ¥693 

サンハーブ 12775002 4517161122787  サンハーブ ver.3バスギフト No.75（ピュアローズ） ¥550 ¥693 

サンハーブ 12775003 4517161122794  サンハーブ ver.3バスギフト No.75（グレープフルーツ） ¥550 ¥693 

サンハーブ 12775006 4517161122824  サンハーブ ver.3バスギフト No.75（グリーングラス） ¥550 ¥693 

デイズインブルーム 12214001 4517161157208  デイズインブルーム BFバスフラワーブーケ（ローズ） ¥1,540 ¥1,760 

デイズインブルーム 12214002 4517161157215  デイズインブルーム BFバスフラワーブーケ（ガーデニア） ¥1,540 ¥1,760 

デイズインブルーム 12214003 4517161157222  デイズインブルーム BFバスフラワーブーケ（リリー） ¥1,540 ¥1,760 

デイズインブルーム 12217001 4517161161236  デイズインブルーム BF ミニハンドソープ（ローズ） ¥396 ¥495 

デイズインブルーム 12217002 4517161161243  デイズインブルーム BF ミニハンドソープ（ガーデニア） ¥396 ¥495 

デイズインブルーム 12217003 4517161161250  デイズインブルーム BF ミニハンドソープ（リリー） ¥396 ¥495 

デイズインブルーム 12218001 4517161161267  デイズインブルーム BF ハンドケアギフト（ローズ） ¥1,100 ¥1,320 

デイズインブルーム 12219001 4517161161274  デイズインブルーム BFサンクスオーバルギフト（ローズ） ¥1,320 ¥1,540 

デイズインブルーム 12220001 4517161164756  デイズインブルーム BF ブルーミングプチギフト（ローズ） ¥880 ¥990 

デイズインブルーム 12221001 4517161164763  デイズインブルーム BF ハンド＆ネイルクリームセット ¥990 ¥1,100 

デイズインブルーム 12222001 4517161164770  デイズインブルーム BF フレグランスリードディフューザー（ローズ） ¥1,760 ¥1,980 

デイズインブルーム 12222002 4517161164787  デイズインブルーム BF フレグランスリードディフューザー（ガーデニア） ¥1,760 ¥1,980 

デイズインブルーム 12222003 4517161164794  デイズインブルーム BF フレグランスリードディフューザー（リリー） ¥1,760 ¥1,980 

フルーツの森 23002001 4517161164169  フルーツの森 FP バブルバス（いちご） ¥715 ¥792 

フルーツの森 23002002 4517161164176  フルーツの森 FP バブルバス（オレンジ） ¥715 ¥792 

フルーツの森 23002003 4517161164183  フルーツの森 FP バブルバス（レモン） ¥715 ¥792 

フルーツの森 23002004 4517161164190  フルーツの森 FP バブルバス（キウイ） ¥715 ¥792 

ノンブランド 99506001 4517161162639  アロマストーンディフューザー（ホワイト） ¥770 ¥880 

ノンブランド 99506002 4517161162646  アロマストーンディフューザー（グレー） ¥770 ¥880 

 

 
以上 

株式会社グローバル プロダクト プランニング 
 


