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２０２２年１1 月 吉日 

お客様各位 

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【2023 年 1 月～】 

 

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、長年に渡り商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、次頁から掲載いたします商品において 2023 年 1 月以降の価格維持が困

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。 

※ 2022/11/15～適用の価格改定品とは異なる品目でございます旨、ご留意くださいませ。 

 

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：2023 年 1 月 1 日付  出荷分より 

 対象商品：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） 

 本ご案内前の注文残商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。 

 

▼品番別 Excel データ ダウンロード URL 

https://effie.store/blogs/news-co/price-change-202301  

 

https://effie.store/blogs/news-co/price-change-202301
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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

2022

ｶﾀﾛｸﾞ頁

DURANCE／デュランス ハンドクラフトキャンドル キャンドルミニ 30 g ¥900 ¥1,200 P. 34

Le Petit Olivier／プチオリビエ ソープ マルセイユリキッドソープ 300 ml ¥980 ¥1,200 P. 191

Le Petit Olivier／プチオリビエ クレイペースト グリーンクレイペースト 300 g ¥1,800 ¥2,000 P. 194

Le Petit Olivier／プチオリビエ リップバーム リップ（シアバター） 4 g ¥990 ¥1,100 P. 192

Le Petit Olivier／プチオリビエ リップバーム リップ（オリーブ） 4 g ¥990 ¥1,100 P. 192

La Vernede／ヴェルネード エキストラドゥース オリーブオイル【箱なし】 350 ml ¥4,900 ¥5,800 P. 201

La Vernede／ヴェルネード エキストラドゥース オリーブオイル【箱あり】 350 ml ¥5,000 ¥5,900 P. 201

Savonnerie de Bormes／サボネリー ナチュラルライン ナチュラルソープ 100 g ¥550 ¥600 P. 103

Savonnerie de Bormes／サボネリー ナチュラルライン シャワージェル（液体石けん） 500 ml ¥2,400 ¥2,600 P. 104

Savonnerie de Bormes／サボネリー ナチュラルライン ナチュラルバスソルト 600 g ¥2,200 ¥2,400 P. 104

Savonnerie de Bormes／サボネリー ピローミスト ピローミスト 100 ml ¥2,000 ¥2,400 P. 102

Savonnerie de Bormes／サボネリー ナチュラルライン ルームスプレー 100 ml ¥2,200 ¥2,400 P. 104

GEODESIS／ジェオデジス フレンチビスコット オードトワレ 100 ml ¥12,000 ¥14,000 P. -

GEODESIS／ジェオデジス アースモチーフ フレグランスブーケ 200 ml ¥6,500 ¥7,200 P. 116

GEODESIS／ジェオデジス アースモチーフ ルームスプレー 100 ml ¥4,200 ¥5,000 P. 116

GEODESIS／ジェオデジス アースモチーフ キャンドル（箱付き） 180 g ¥4,200 ¥5,000 P. 116

CASTELBEL／キャステルベル タイルソープ 石けん（固形タイプ） 200 g ¥1,500 ¥1,800 P. 147

CASTELBEL／キャステルベル サーディン フレグランスブーケ 250 ml ¥6,000 ¥8,000 P. 143

CASTELBEL／キャステルベル ハローシティー 石けん（固形タイプ） 150 g ¥1,200 ¥1,500 P. 148

CASTELBEL／キャステルベル フィリグリー 石けん（固形タイプ） 110 g ¥1,600 ¥1,800 P. 149

CASTELBEL／キャステルベル リネンソープ 石けん（固形タイプ） 150 g ¥1,500 ¥2,000 P. 144

CASTELBEL／キャステルベル アンビエンテ フレグランスサシェ 20 g ¥1,200 ¥1,500 P. 145

CASTELBEL／キャステルベル アンビエンテ ソープ 150 g ¥1,200 ¥1,500 P. 145

CASTELBEL／キャステルベル アンビエンテ フレグランスブーケ（L） 200 ml ¥6,000 ¥8,000 P. 146

D.R.HARRIS／ディー・アール・ハリス ソープ ミニソープ 40 g ¥1,000 ¥1,200 P. 5

D.R.HARRIS／ディー・アール・ハリス ヘアケア＆バス バスソルト 400 g ¥17,000 ¥18,000 P. 14

D.R.HARRIS／ディー・アール・ハリス シェービング シェービングセット ¥60,000 ¥70,000 P. 7

D.R.HARRIS／ディー・アール・ハリス バーレイ シェービングボウル - - ¥9,000 ¥12,000 P. 14

common good／コモングッド クリーナー マルチクリーナー 473 ml ¥1,800 ¥2,600 P. 175

common good／コモングッド クリーナー バスルームクリーナー 473 ml ¥1,800 ¥2,600 P. 175

common good／コモングッド クリーナー ディッシュソープ 473 ml ¥1,800 ¥2,600 P. 174

common good／コモングッド クリーナー ガラスクリーナー 473 ml ¥1,800 ¥2,600 P. 175

common good／コモングッド ハンド ハンドソープ 355 ml ¥1,800 ¥2,600 P. 174

common good／コモングッド ランドリー ランドリーソープ 946 ml ¥3,600 ¥5,000 P. 175

common good／コモングッド リフィル ガラスボトル 473 ml ¥2,800 ¥3,500 P. 176

common good／コモングッド リフィル マルチクリーナー専用リフィル 1000 ml ¥3,600 ¥4,500 P. 176

common good／コモングッド リフィル ディッシュソープ専用リフィル 1000 ml ¥3,600 ¥4,500 P. 176

common good／コモングッド リフィル ハンドソープ専用リフィル 1000 ml ¥3,600 ¥4,800 P. 176

common good／コモングッド リフィル ランドリーソープ専用リフィル 1000 ml ¥3,600 ¥4,800 P. 176  


