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２０２２年１０月 吉日 

お客様各位 

 

東京都渋谷区千駄ヶ谷 4 丁目 16 番地 6 

株式会社イー・エフ・インターナショナル 

代表取締役 宮川 和眞 

 

価格改定（値上げ）のご案内 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼

申し上げます。 

 

さて、長年に渡り製品供給元の海外メーカー各社、並びに弊社はお客様に安定して販売いた

だけるよう価格維持・値上げ回避に尽力してまいりましたが、昨今の仕入費用の高騰（輸送

費高、物価高、円安、世界情勢の不安定化）に伴い現行の価格維持が困難な状況となりまし

た。お客様にはご迷惑をお掛けいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。 

弊社主要ブランド（デュランス社、ロタンティック社、サンタール・エ・ボーテ社）におい

ては 15 年以上、その他ブランドも値上げすること無く続けて来られたのもお客様方のお力

添えをいただけたからこそであり、心より感謝申し上げます。 

 

この度は誠に不本意ではございますが価格改定をさせていただきたくご案内申し上げます。 

 

また、販促品のご提供や新商品のご紹介等、より一層力を注ぎ、お客様の販売を厚くサポー

トできるよう社員一同誠心誠意努めて参ります。 

 

何卒ご理解の程お願い申し上げますとともに、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し

上げます。 

敬 具 

記 

 

 対象期間：2022 年 11 月 15 日付  出荷分より 

 対象製品：次頁以降参照 

 お問い合わせ先：℡：0 3 - 5 7 7 5 - 3 2 8 8（各営業担当者 宛） 

以上
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ブランド名 シリーズ名
かな 商品名 容量 g/ml
上代

変更前

上代

変更後

DURANCE／デュランス アロマオイル アロマオイル 30 ml ¥1,200 ¥1,800

DURANCE／デュランス ザ・エッセンシャル マルセイユリキッドソープ 500 ml ¥2,700 ¥3,000

DURANCE／デュランス ハンドクラフトキャンドル キャンドル 180 g ¥2,800 ¥3,400

DURANCE／デュランス ピローミスト ピローミスト 50 ml ¥1,200 ¥1,400

DURANCE／デュランス プラント オードパルファン 50 ml ¥4,800 ¥6,000

DURANCE／デュランス プラント ディフューザー 225 ml ¥4,200 ¥5,000

DURANCE／デュランス プラント キャンドル 180 g ¥3,600 ¥4,200

DURANCE／デュランス プラント リキッドソープ 500 ml ¥2,400 ¥2,800

DURANCE／デュランス プラント オードトワレ　ミニ 14 ml ¥1,280 ¥1,400

DURANCE／デュランス プラント ハンドクリーム 30 ml ¥1,200 ¥1,400

DURANCE／デュランス フレグランスブーケ フレグランスブーケ 100 ml ¥3,600 ¥4,000

DURANCE／デュランス フレグランスブーケ リフィル（液体） 250 ml ¥2,600 ¥3,000

DURANCE／デュランス フレグランスブーケ リフィル（フラワー） ¥800 ¥900

DURANCE／デュランス フレグランスブーケ リフィル（スティック） ¥600 ¥800

DURANCE／デュランス マルセイユ マルセイユリキッドソープ 300 ml ¥1,990 ¥2,200

DURANCE／デュランス リネンケア リネンミスト 250 ml ¥1,800 ¥2,000

DURANCE／デュランス リネンケア ランドリーソープ（洗濯用洗剤） 500 ml ¥1,480 ¥1,800

DURANCE／デュランス リネンケア ソフナー（柔軟剤） 500 ml ¥1,480 ¥1,600

DURANCE／デュランス ロメ オードトワレ 100 ml ¥4,800 ¥6,000

Lothantique／ロタンティック アメリー＆メラニー フレグランスブーケ 300 ml ¥6,500 ¥7,500

Lothantique／ロタンティック アメリー＆メラニー オードトワレ 100 ml ¥4,000 ¥5,000

Lothantique／ロタンティック アメリー＆メラニー ルームスプレー 100 ml ¥3,800 ¥4,500

Lothantique／ロタンティック アメリー＆メラニー グラスキャンドル 140 g ¥3,800 ¥4,200

Lothantique／ロタンティック アメリー＆メラニー ピローミスト 100 ml ¥2,000 ¥2,400

Lothantique／ロタンティック アメリー＆メラニー アンジュ ゲストソープ　２個セット 25x2 g ¥1,000 ¥2,000

Lothantique／ロタンティック アメリー＆メラニー ハートゲストソープ　３個セット 10x3 g ¥1,200 ¥2,000

Lothantique／ロタンティック アメリー＆メラニー アンジュ ソープ Ｂ 100g 100 g ¥800 ¥1,200

Lothantique／ロタンティック アメリー＆メラニー ハートソープ（Ｓ） 100 g ¥800 ¥1,200

Lothantique／ロタンティック アメリー＆メラニー 貝殻ソープ  Ｃ   125g 125 g ¥700 ¥1,000

Lothantique／ロタンティック アメリー＆メラニー 貝殻ソープ  Ｅ    25g 25 g ¥350 ¥500

Lothantique／ロタンティック カースプレー フレグランスカースプレー 50 ml ¥1,600 ¥1,800

Lothantique／ロタンティック コントワール マルセイユリキッドソープ 500 ml ¥2,400 ¥2,600

Lothantique／ロタンティック コントワール バスソルト 460 g ¥2,000 ¥2,200

Lothantique／ロタンティック コントワール マルセイユソープ 100 g ¥700 ¥800

Lothantique／ロタンティック シークレットアントワーヌ トワレ 100 ml ¥3,600 ¥4,400

Lothantique／ロタンティック シークレットアントワーヌ キャンドル 140 g ¥3,400 ¥4,200

Lothantique／ロタンティック シークレットアントワーヌ ピローミスト 100 ml ¥2,400 ¥3,000

Lothantique／ロタンティック シークレットアントワーヌ リキッドソープ 500 ml ¥2,400 ¥3,000

Lothantique／ロタンティック シークレットアントワーヌ ナチュラルソープ 100 g ¥600 ¥700

Lothantique／ロタンティック バーベナ リフレッシュリキッドソープ 500 ml ¥2,600 ¥3,000  
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ブランド名 シリーズ名
かな 商品名 容量 g/ml
上代

変更前

上代

変更後

Lothantique／ロタンティック ブーケ オードトワレ 100 ml ¥3,600 ¥4,000

Lothantique／ロタンティック ブーケ フレグランスブーケ 200 ml ¥3,800 ¥4,000

Lothantique／ロタンティック ブーケ バスソルト 600 g ¥2,400 ¥2,700

Lothantique／ロタンティック ブーケ リキッドソープ 500 ml ¥2,400 ¥2,700

Lothantique／ロタンティック ブーケ ハンドクリーム 30 ml ¥1,200 ¥1,400

Lothantique／ロタンティック ブーケ ナチュラルソープ 100 g ¥600 ¥700

Lothantique／ロタンティック ボンメゾン フレグランスブーケ 200 ml ¥3,800 ¥4,000

Lothantique／ロタンティック ボンメゾン グラスキャンドル 160 g ¥3,000 ¥3,400

Lothantique／ロタンティック ボンメゾン ピローミスト 100 ml ¥1,800 ¥2,000

Lothantique／ロタンティック マルセイユ マルセイユソープ 100 g ¥600 ¥700

Lothantique／ロタンティック ミレー・エ・ベルトー オードパルファム 100 ml ¥15,000 ¥18,000

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル お洗濯用 ランドリーソープ　２Ｌ 2000 ml ¥4,500 ¥5,000

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル お洗濯用 マルセイユソープ（フレーク） 750 g ¥3,200 ¥3,800

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル お洗濯用 マルセイユソープ（フレーク） 400 g ¥2,200 ¥2,600

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル お洗濯用 ステインリムーバー 150 g ¥600 ¥800

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル お掃除用 フロアクリーナー１L 1000 ml ¥2,400 ¥2,800

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル お掃除用 ソーダクリスタル（重曹） 1 kg ¥1,400 ¥1,600

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル お掃除用 ディッシュソープ 500 ml ¥900 ¥1,200

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル ソープ用缶ケース ソープ用缶ケース 30 g ¥1,400 ¥1,800

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル ブラックソープ ペーストタイプ 500 g ¥2,000 ¥2,400

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル ブラックソープ リキッドタイプ（ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ） 500 ml ¥2,000 ¥2,200

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル ブラックソープ リキッドタイプ（無香料） 500 ml ¥1,600 ¥2,000

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル フレグランスマルセイユ フレグランスリキッドソープ 500 ml ¥2,400 ¥3,000

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル フレグランスマルセイユ ハンドクリーム 30 ml ¥1,800 ¥2,000

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル フレグランスマルセイユ フレグランスソープ 125 g ¥900 ¥1,200

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル フレグランスマルセイユ フレグランスソープ　ミニ 25 g ¥350 ¥450

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル プレミアムマルセイユ ソープ（Ｓ） 100 g ¥980 ¥1,000

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル マルセイユ マルセイユソープ　1ｋｇ 1000 g ¥3,600 ¥4,600

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル マルセイユ マルセイユリキッドソープ 500 ml ¥2,400 ¥2,800

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル マルセイユ マルセイユソープ　キューブ　ＸＬ 600 g ¥1,400 ¥1,800

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル マルセイユ マルセイユソープ　キューブ（カットタイプ） 4×65 g ¥1,200 ¥1,400

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル マルセイユ マルセイユソープ　キューブ 300 g ¥900 ¥1,200

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル マルセイユ マルセイユソープ　レギュラー 100 g ¥600 ¥700

FER A CHEVAL／フェール・シュヴァル マルセイユ マルセイユソープ　ミニ 25 g ¥250 ¥300

Mi Woollies／ミ・ウーリーズ 羊毛ダスター Lサイズ　 ¥1,800 ¥2,000

Mi Woollies／ミ・ウーリーズ 羊毛ダスター Sサイズ　 ¥1,200 ¥1,400

LINDEN LEAVES／リンデンリーブス ボディオイル ボディオイル 250 ml ¥5,000 ¥5,500

LINDEN LEAVES／リンデンリーブス ボディオイル ボディオイル 60 ml ¥2,000 ¥2,200  
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ブランド名 シリーズ名
かな 商品名 容量 g/ml
上代

変更前

上代

変更後

CARBALINE／カルバリン オードトワレ オードトワレ 10 ml ¥800 ¥900

CARBALINE／カルバリン メディテラーネオ ディフューザー 250 ml ¥4,800 ¥5,000

CARBALINE／カルバリン メディテラーネオ ディフューザー 50 ml ¥2,000 ¥2,400

CARBALINE／カルバリン メディテラーネオ バスソルト 200 g ¥2,000 ¥2,300

CARBALINE／カルバリン メディテラーネオ オードトワレ 10 ml ¥800 ¥900

Scottish Fine Soaps／スコティッシュファインソープ オリジナルレシピ ハンドウォッシュ（液体） 500 ml ¥3,000 ¥3,200

Scottish Fine Soaps／スコティッシュファインソープ オリジナルレシピ ハンドクリーム 30 ml ¥1,200 ¥1,400

Scottish Fine Soaps／スコティッシュファインソープ ラ・パロマ ラグジュアリーBOX ¥3,000 ¥4,000

Scottish Fine Soaps／スコティッシュファインソープ ガーデナーズ ラグジュアリーBOX ¥3,500 ¥4,000

Scottish Fine Soaps／スコティッシュファインソープ ガーデナーズ ハンドウォッシュ（液体） 300 ml ¥2,400 ¥2,800

Scottish Fine Soaps／スコティッシュファインソープ ガーデナーズ ハンド＆ネイルクリーム 75 ml ¥2,000 ¥2,400

Scottish Fine Soaps／スコティッシュファインソープ シーケルプ ラグジュアリーBOX ¥3,500 ¥4,000

Scottish Fine Soaps／スコティッシュファインソープ ハニーB ハンドケアキット set - ¥3,300 ¥3,600

Scottish Fine Soaps／スコティッシュファインソープ ハニーB ハンド＆ボディウォッシュ 300 ml ¥2,500 ¥3,000

Scottish Fine Soaps／スコティッシュファインソープ ハニーB ハンドクリーム 30 ml ¥1,200 ¥1,400

Scottish Fine Soaps／スコティッシュファインソープ メンズグルーミング オードトワレ 100 ml ¥5,200 ¥6,600

Scottish Fine Soaps／スコティッシュファインソープ メンズグルーミング ヘア＆ボディウォッシュ 200 ml ¥2,000 ¥2,800

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア アルガンビューティー 【Ｌ】コンディショナー 1000 ml ¥12,000 ¥12,800

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア アルガンビューティー 【Ｌ】シャンプー 1000 ml ¥9,800 ¥11,000

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア アルガンビューティー 【Ｌ】ビューティーヘアマスク 500 ml ¥9,600 ¥9,900

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア アルガンビューティー 【Ｌ】オイルポーション 100 ml ¥5,600 ¥6,000

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア アルガンビューティー 【Ｓ】ビューティーヘアマスク 200 ml ¥4,200 ¥4,600

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア アルガンビューティー テンシークレット 125 ml ¥3,800 ¥4,200

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア アルガンビューティー 【Ｓ】コンディショナー 200 ml ¥3,280 ¥3,800

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア アルガンビューティー 【Ｓ】シャンプー 200 ml ¥3,280 ¥3,600

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア アロエシルクモイスチャー 【Ｌ】コンディショナー 1000 ml ¥12,000 ¥13,200

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア アロエシルクモイスチャー 【Ｌ】シャンプー 1000 ml ¥9,800 ¥11,000

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア アロエシルクモイスチャー シルククリーム 100 ml ¥3,800 ¥4,200

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア アロエシルクモイスチャー 【Ｓ】コンディショナー 150 ml ¥3,280 ¥3,700

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア アロエシルクモイスチャー 【Ｓ】シャンプー 200 ml ¥3,280 ¥3,600

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア アロエシルクモイスチャー 【SS】コンディショナー 100 ml ¥2,400 ¥2,500

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア アロエシルクモイスチャー 【SS】シャンプー 100 ml ¥1,800 ¥1,900

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア インカ 【Ｌ】ディープヘアマスク 1000 ml ¥12,000 ¥13,600

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア インカ 【Ｌ】シャンプー 1000 ml ¥9,800 ¥11,200

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア インカ 【Ｌ】オイルポーション 100 ml ¥6,200 ¥6,500

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア インカ シーリングスプレー 125 ml ¥4,980 ¥5,400

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア インカ 【Ｓ】ディープヘアマスク 150 ml ¥3,680 ¥4,000

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア インカ 【Ｓ】シャンプー 200 ml ¥3,280 ¥3,800

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア インカ 【Ｓ】オイルポーション 30 ml ¥2,680 ¥3,500   
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ブランド名 シリーズ名
かな 商品名 容量 g/ml
上代

変更前

上代

変更後

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア ウェルネス コンディショナー（ハイドレーティング） 1000 ml ¥9,800 ¥11,500

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア ウェルネス コンディショナー（ボリューマイジング） 1000 ml ¥9,800 ¥11,500

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア ウェルネス シャンプー（エナジャイジング） 1000 ml ¥8,200 ¥9,500

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア ウェルネス シャンプー（ハイドレーティング） 1000 ml ¥8,200 ¥9,500

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア ウェルネス シャンプー（ボリューマイジング） 1000 ml ¥8,200 ¥9,500

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア ウェルネス エナジャイジングトリートメントローション　10ml×６本セット 6×10 ml ¥6,980 ¥7,200

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア ウェルネス トリートメントアボカドオイル 100 ml ¥4,480 ¥5,000

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア ウェルネス エナジャイジングローション 125 ml ¥3,280 ¥3,800

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア ウェルネス コンディショナー（ハイドレーティング） 250 ml ¥3,680 ¥3,800

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア ウェルネス コンディショナー（ボリューマイジング） 250 ml ¥3,680 ¥3,800

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア ウェルネス デトキシファイングローション 125 ml ¥2,980 ¥3,800

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア ウェルネス シャンプー（エナジャイジング） 250 ml ¥3,280 ¥3,600

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア ウェルネス シャンプー（ハイドレーティング） 250 ml ¥3,280 ¥3,600

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア ウェルネス シャンプー（ボリューマイジング） 250 ml ¥3,280 ¥3,600

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア サンケア リペアコンディショナー 200 ml ¥3,780 ¥4,000

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア サンケア プロテクティブスプレー 125 ml ¥3,480 ¥3,800

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア サンケア リペアシャンプー 200 ml ¥3,280 ¥3,700

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア バブルキッド ヘアオイル 125 ml ¥5,200 ¥5,400

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア バブルキッド コンディショナー 125 ml ¥4,880 ¥5,000

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア バブルキッド ボディオイル 125 ml ¥4,200 ¥4,400

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア バブルキッド ボディウォッシュ 300 ml ¥3,400 ¥3,600

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア バブルキッド シャンプー 300 ml ¥2,800 ¥3,000

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア バブルキッド コットン100％の可愛い巾着袋 ¥1,600 ¥1,800

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア メンズケア アクティブトリートメントローション 12×10 ml ¥14,000 ¥14,800

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア メンズケア アクティブスカルプクリーム 50 ml ¥6,800 ¥7,000

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア メンズケア アクティブシャンプー 250 ml ¥6,200 ¥6,500

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア メンズケア 【Ｓ】フレッシュデイリーコンディショナー 250 ml ¥3,680 ¥4,000

Organic Pure Care／オーガニック・ピュア・ケア メンズケア 【Ｓ】フレッシュデイリーシャンプー 300 ml ¥3,280 ¥3,600  
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ブランド名 シリーズ名
かな 商品名 容量 g/ml
上代

変更前

上代

変更後

elizabeth W／エリザベスダブリュー クラフト ハンド＆ボディローション 236 ml ¥4,500 ¥5,000

elizabeth W／エリザベスダブリュー クラフト  ボディオイル 118 ml ¥4,000 ¥4,800

elizabeth W／エリザベスダブリュー クラフト バスキューブ 340 g ¥3,600 ¥4,200

elizabeth W／エリザベスダブリュー クラフト ハンドクリーム 94 g ¥3,600 ¥4,200

elizabeth W／エリザベスダブリュー クラフト バスソルト 454 g ¥3,000 ¥3,600

elizabeth W／エリザベスダブリュー クラフト ピローミスト 60 ml ¥1,600 ¥2,000

elizabeth W／エリザベスダブリュー シグネチャー オードパフューム 50 ml ¥9,000 ¥12,000

elizabeth W／エリザベスダブリュー シグネチャー ロールオン 10 ml ¥4,800 ¥5,600

elizabeth W／エリザベスダブリュー シグネチャー ボディオイル 118 ml ¥3,400 ¥5,000

elizabeth W／エリザベスダブリュー シグネチャー ハンドクリーム 97 ml ¥3,400 ¥4,400

elizabeth W／エリザベスダブリュー シグネチャー オードパフューム　ミニ 15 ml ¥3,200 ¥4,000

elizabeth W／エリザベスダブリュー シグネチャー ソープバー 198 g ¥2,000 ¥2,800

elizabeth W／エリザベスダブリュー ピュアリーエッセンシャル ネイル&キューティクルオイル 10 ml ¥3,000 ¥3,600

elizabeth W／エリザベスダブリュー ピュアリーエッセンシャル ミニハンドクリーム 50 ml ¥1,800 ¥2,400

elizabeth W／エリザベスダブリュー ピュアリーエッセンシャル リップバーム 4 g ¥800 ¥1,200

PATOUNIS／パトーニス ギリシャの石けん ピュアホワイト 100 g ¥800 ¥900

PATOUNIS／パトーニス ギリシャの石けん グリーン 120 g ¥700 ¥800

bosign／ボサイン ソープディッシュ シリコン ¥1,400 ¥1,600  

 

※ 本ご案内前の注文残製品については旧価格下代にて入荷次第納品させていただきます。 

※ 対象期間：2022 年 11 月 15 日付  出荷分より 

※ お問い合わせ先：℡：0 3 - 5 7 7 5 - 3 2 8 8（各営業担当者 宛） 

 

 

▼品番別 Excel データ ダウンロード URL 

https://effie.store/blogs/news-co/price-change-202211  
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