
【 2019年10月1日以降　新価格 】
◆独立プロダクトコンサルタント(IPC)専用 製品価格表（PVアイテム）      価格はすべて税込　※製品名に◎が記載されているものは、軽減税率（税率8％）が適応される製品です。
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タヒチアンノニ™ ジュース

製品番号 製品名 説明 数量 税率(％) 定期購入（税込） 会員価格（税込） 希望小売価格（税込） QV CV 配送ｐｔ
定期購入
プログラム

定期購入ポイントプログラム
交換ポイント数

102101 ◎タヒチアンノニ™ ジュース　1000ml（1本） 1本 8 ¥6,800 ¥6,914 ¥7,978 30 4975 5 ○ 600

102102 ◎タヒチアンノニ™ ジュース　1000ml（2本） 2本 8 ¥12,595 ¥12,821 ¥14,287 60 9950 8 ○ 1200

102100 ◎タヒチアンノニ™ ジュース　1000ml（4本） 4本 8 ¥23,050 ¥23,496 ¥27,957 120 19900 15 ○ 2400

308226 ◎タヒチアンノニ™ ジュース　500ml （数量限定） 1本 8 ¥4,500 ¥5,000 ¥5,000 23 3800 ※ － －

306367
◎タヒチアンノニ™ ジュース 5日間集中パック

【送料￥550
※1

/\660】
1箱 5パック 8 ¥3,100 ¥3,100 ¥3,100 8 1280 ※ ○ 300

2080
◎タヒチアンノニ™ ジュース 5日間集中パック （10箱）

【送料￥550
※1

/\660】
10箱 50パック 8 ¥20,500 ¥20,500 ¥31,000 80 12800 ※ ○ －

トゥルーエイジ ビバレッジ

製品番号 製品名 説明 数量 税率(％) 定期購入（税込） 会員価格（税込） 希望小売価格（税込） QV CV 配送ｐｔ
定期購入
プログラム

定期購入ポイントプログラム
交換ポイント数

304421 ◎トゥルーエイジ マキシドイド 750ｍｌ　1本 1本 8 ¥8,185 ¥9,277 ¥11,132 35 5625 5 ○ 600

304422 ◎トゥルーエイジ マキシドイド 750ｍｌ　2本 2本 8 ¥15,390 ¥17,604 ¥21,037 70 11250 8 ○ 1200

304423 ◎トゥルーエイジ マキシドイド 750ｍｌ　4本 4本 8 ¥26,575 ¥30,417 ¥36,287 140 22500 15 ○ 2400

306368
◎トゥルーエイジ マキシドイド5日間集中パック

【送料￥550
※1

/\660】
1箱 1パック 8 ¥4,100 ¥4,100 ¥4,100 10 1600 ※ ○ 300

2081
◎トゥルーエイジ マキシドイド5日間集中パック　(10箱)

【送料￥550
※1

/\660】
10箱 10パック 8 ¥27,500 ¥27,500 ¥41,000 100 16000 ※ ○ －

304424 ◎トゥルーエイジ　エクストラオリーブ 750ｍｌ　1本 1本 8 ¥6,820 ¥7,686 ¥8,661 35 5275 5 ○ 600

304425 ◎トゥルーエイジ　エクストラオリーブ 750ｍｌ　2本 2本 8 ¥13,110 ¥14,873 ¥17,187 70 10550 8 ○ 1200

304426 ◎トゥルーエイジ　エクストラオリーブ 750ｍｌ　4本 4本 8 ¥25,365 ¥28,688 ¥34,227 140 21100 15 ○ 2400

304497 ◎トゥルーエイジ　ピューレタイプ 750ｍｌ　1本 1本 8 ¥5,880 ¥6,840 ¥8,160 30 3500 5 ○ 600

304495 ◎トゥルーエイジ　ピューレタイプ 750ｍｌ　2本 2本 8 ¥10,815 ¥12,516 ¥14,461 60 7000 8 ○ 1200

304496 ◎トゥルーエイジ　ピューレタイプ 750ｍｌ　4本 4本 8 ¥19,990 ¥23,065 ¥27,560 120 14000 15 ○ 2400

305072
◎トゥルーエイジ マキシドイド（3倍希釈タイプ）

20ml（12パック入り） 【送料￥550
※1

/\660】
トゥルーエイジマキシドイドの3倍希釈ﾀｲﾌﾟです。20mlと少量を充填したﾊﾟｳﾁﾀｲﾌﾟ
なので注ぎやすく携帯にも便利です。 12パック/箱 8 ¥5,832 ¥7,020 ¥8,748 20 3315 ※ ○ 600

トゥルーエイジパック

製品番号 製品名 説明 数量 税率(％) 定期購入（税込） 会員価格（税込） 希望小売価格（税込） QV CV 配送ｐｔ
定期購入
プログラム

定期購入ポイントプログラム
交換ポイント数

305278
トゥルーエイジ エントリーパック（コア）

【送料￥550
※1

/\660】

「なりたいわたし」に向ってスタートダッシュを切るあなたのために、トゥルーエイ
ジコア製品4種類をセットにしました。TrūAgeライフスタイルを始める方に最適で
す。【セット内容】マキシドイド250mlパウチ×6個 /ファイバープラス ×1個/プロ
テインプラス×1個 / ユースリペアジェル×1本

1パック 10 ¥26,400 ¥31,650 ¥39,575 120 19900 ※ ○ 2400

305279
トゥルーエイジ コア マンスリーパック
【送料 無料】

トゥルーエイジコア製品すべてを毎日ご愛用いただけるよう、1ヵ月分を組み合わ
せたパックです。体の内側と外側から、TrūAgeライフスタイルを強力にサポート。
【セット内容】マキシドイド250mlパウチ×12個 / ファイバープラス×2個 /プロテ
インプラス×2個 / ユースリペアジェル×1本

1パック 10 ¥49,900 ¥59,875 ¥74,850 240 39800 ※ ○ 4800

トゥルーエイジ ファイバープラス

製品番号 製品名 説明 数量 税率(％) 定期購入（税込） 会員価格（税込） 希望小売価格（税込） QV CV
定期購入ポイントプログラム

交換ポイント数

307172 ◎トゥルーエイジ ファイバープラス
食物繊維が食事から吸収される糖をコントロールし、余分な糖を「いれない」生
活をサポートします。第6の栄養素ともいわれる食物繊維を毎日手軽に取れる製
品です。

1個 8 ¥4,320 ¥5,184 ¥6,696 20 3200 600

トゥルーエイジ プロテインプラス

製品番号 製品名 説明 数量 税率(％) 定期購入（税込） 会員価格（税込） 希望小売価格（税込） QV CV
定期購入ポイントプログラム

交換ポイント数

305022 ◎トゥルーエイジ プロテインプラス
毎日の良質なたんぱく質補給に役立つ製品です。たんぱく質やエネルギーを効
率良く、素早く届けるために、画期的な浸透技術を採用しています。また、運動
前後、運動中にもお召し上がりいただけます。

1個 8 ¥4,860 ¥5,832 ¥7,560 20 3200 600

タヒチアンノニ™ エクストラクト

製品番号 製品名 説明 数量 税率(％) 定期購入（税込） 会員価格（税込） 希望小売価格（税込） QV CV
定期購入ポイントプログラム

交換ポイント数

116179 ◎タヒチアンノニ™ エクストラクト オリジナル
タヒチの人々が古くからさまざまな用途に使用していたノニエキスをヒントに、モリ
ンダシトリフォリア（ノニ）果汁だけを濃縮エキスにしました。ノニを集中して取りた
い時などにおすすめです。

1本 8 ¥3,400 ¥4,000 ¥4,800 15 2475 300

305543 ◎タヒチアンノニ™ エクストラクト ジョイント
モリンダシトリフォリア（ノニ）をはじめとした濃縮果汁エキスに、年齢とともに減る
グルコサミンを1日の目安量あたり1500㎎配合しました。活動的でスムーズに毎
日を歩みたい方におすすめです。

1本 8 ¥3,400 ¥4,000 ¥4,800 15 2475 300

ノニ果実の豊かな恵みをｸﾞﾚｰﾌﾟとブルーベリーとのブレンドで美味しく飲める
100%果実ミックスジュース。創業時から変わらぬ人気を誇る定番製品です。

長年の研究をもとに、ノニ、セイヨウサンシュユ、オリーブ葉エキス、ブルーベリー
などをぜいたくにブレンドしました。濃厚で甘酸っぱい味が特徴です。

「最初の製品紹介」につなげるツールとして、トゥルーエイジ マキシドイドを5日間
で使い切っていただくための製品です。初めての方でも食生活に取り入れやす
く、価格もお手頃価格におさえました。

ノニにオリーブ葉エキスを加えてイリドイド含有量と種類を増やしました。甘味を
抑えたすっきりとした味わいです。

ノニ果実とノニ葉をブレンドし、ノニの恵みを凝縮しました。お好みの飲み物や食
事にプラスしてお使いください。

※トゥルーエイジ エントリーパック（コア）、トゥルーエイジ マキシドイド（3倍希釈タイプ）20ml（12パック入り）、タヒチアンノニ™ ジュース 5日間集中パック（1箱/10箱）、トゥルーエイジ マキシドイド５日間集中パック（1箱/10箱）の送料は￥550※1/\660。トゥルーエイジ コア マンスリーパックの送料は無料です。

「最初の製品紹介」につなげるツールとして、タヒチアンノニ ジュースを5日間で
使い切っていただくための製品です。1日分ずつのパウチになっているため初め
ての方でも食生活に取り入れやすく、価格もお手頃価格におさえました。

※トゥルーエイジ エントリーパック（コア）、トゥルーエイジ マキシドイド（3倍希釈タイプ）20ml（12パック入り）、タヒチアンノニ™ ジュース 5日間集中パック（1箱/10箱）、トゥルーエイジ マキシドイド５日間集中パック（1箱/10箱）の送料は￥550※1/\660。トゥルーエイジ コア マンスリーパックの送料は無料です。

定期購入プログラム

○

○

定期購入プログラム

○

定期購入プログラム

○
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【 2019年10月1日以降　新価格 】
◆独立プロダクトコンサルタント(IPC)専用 製品価格表（PVアイテム）      価格はすべて税込　※製品名に◎が記載されているものは、軽減税率（税率8％）が適応される製品です。
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ティー 　

製品番号 製品名 説明 数量 税率(％) 定期購入（税込） 会員価格（税込） 希望小売価格（税込） QV CV
定期購入ポイントプログラム

交換ポイント数

109311 ◎ノニリーフティー 1箱 20袋入り 8 ¥2,400 ¥2,562 ¥3,029 10 1750 300

7731 ◎ノニリーフティー（6箱） 6箱 8 ¥13,750 ¥15,021 ¥17,900 60 9950 －

ノニ酵素

製品番号 製品名 説明 数量 税率(％) 定期購入（税込） 会員価格（税込） 希望小売価格（税込） QV CV
定期購入ポイントプログラム

交換ポイント数

301632 ◎ノニ酵素 （分包タイプ）
酵母や麹などを添加せず、自然に存在する菌の力だけで、3年以上の月日をか
けて丁寧に熟成させた植物発酵食品です。ノニ果実と50種類以上の植物の恵み
がつまっています。

30包/箱 8 ¥5,040 ¥6,480 ¥6,480 30 3600 600

304250 ◎ノニ酵素 ファミリーサイズ（300g） ノニ酵素の瓶入り300ｇのファミリーサイズです。毎日ご家族そろってたっぷりお
使いいただけます。

300g/1瓶 8 ¥22,629 ¥27,154 ¥27,154 120 15500 2400

サプリメント

製品番号 製品名 説明 数量/容量 税率(％) 定期購入（税込） 会員価格（税込） 希望小売価格（税込） QV CV
定期購入ポイントプログラム

交換ポイント数

305528 ◎ホールビタミンプラス フルーツ、野菜、きのこなど植物原材料を中心にブレンドした、毎日の生活に欠
かせない必須ビタミン13種類をまとめて取ることができるサプリメントです。

63.45g
（90粒）

8 ¥3,800 ¥4,500 ¥5,300 22 2640 600

305505 ◎カルシウムプラス
不足しがちなカルシウムなどのミネラルを効率良く補給できるサプリメントです。
海から生まれたコーラルカルシウムとノニの力が、毎日の健康維持をサポートし
ます。

90.6g
（120粒）

8 ¥3,400 ¥4,000 ¥4,800 15 2475 300

305502 ◎オメガ3,6,9
体に欠かせない必須脂肪酸を手軽にバランス良く補給できるサプリメントです。
EPA/DHAを含む良質なフィッシュオイルや亜麻仁油が、あなたのライフスタイル
を賢くサポートします。

57.33g
（90粒）

8 ¥2,500 ¥3,000 ¥3,500 10 1650 300

306035 ◎プロバイオティック 生きた乳酸菌を1粒あたり10億個含んだサプリメントです。おなかが喜ぶ乳酸菌
を取り入れて、毎日はつらつと過ごしましょう。 1箱 8 ¥2,800 ¥3,360 ¥4,200 15 1800 300

306290 ◎ルテインプラス ルテイン、ゼアキサンチン、アスタキサンチン、ビタミンC、ビタミンEなどを手軽に
補給できるサプリメントです。

22.8g
(30粒）

8 ¥2,600 ¥3,100 ¥3,700 15 1800 300

306508 ◎ウコン
毎日の健康維持のサポートや、スッキリ美味しく楽しみたい方におすすめのサプ
リメントです。ウコンの有用成分クルクミンの優れた力を効率良く発揮させるた
め、黒コショウを配合しました。

19g
（30粒）

8 ¥2,600 ¥3,100 ¥3,700 15 1800 300

306512 ◎CoQ10 わたしたちのエネルギー、元気の源であるコエンザイムQ10を手軽に補給できる
サプリメントです。

39.5g
（60粒）

8 ¥3,900 ¥4,700 ¥5,600 24 2880 600

306523 ◎ハイニザイム
パイナップルやパパイヤ、穀物発酵エキスなどをバランス良く配合したサプリメン
トです。モリンダとゆかりのあるハイニキー博士のパイナップル研究を元に開発
しました。

12.5g
（30粒）

8 ¥3,250 ¥3,900 ¥4,700 20 2400 600

306516 ◎クレンズ サイリウム、カボチャ種子エキス、カンゾウエキスなどをバランス良く配合し、体
のキレイとスッキリをサポートするサプリメントです。

36.9g
（60粒）

8 ¥2,600 ¥3,100 ¥3,700 15 1800 600

ヒロ 　

製品番号 製品名 説明 数量/容量 税率(％) 定期購入（税込） 会員価格（税込） 希望小売価格（税込） QV CV
定期購入ポイントプログラム

交換ポイント数

1ケース( 24本) 8 ¥9,072 ¥9,566 ¥12,343 35 4200 600

3ケース( 72本) 8 ¥25,272 ¥26,753 ¥37,029 110 13200

6ケース (144本) 8 ¥48,211 ¥51,173 ¥74,057 220 26400

12ケース( 288本) 8 ¥91,757 ¥97,681 ¥148,114 450 63000

単品はショップ限定販売となります。オンラインストア、お電話、FAXでのご注文
は承っておりません。 1本 8 ¥410 ¥430 ¥510 1.46 175

ヒロは、まとめての購入がお得です!!

● 1ケース(24本)～2ケース（48本）購入の場合： 1ケースあたり￥9,072
● 3ケース（72本）～5ケース（120本）購入の場合： 1ケースあたり約￥8,424

● 6ケース（144本）以上購入の場合： 1ケースあたり約￥8,036

● 12ケース（288本）以上購入の場合： 1ケースあたり約￥7,647

○

○

－
○

○

◎ヒロ™ エナジー　単品（1本）　ショップ限定 -

購入ケースが3ケース・6ケース・12ケースと増えるごとに、１ケースあたりの価格がお安くなります！

118880 ◎ヒロ エナジー　(100ml×24本）
元気が必要なときにすばやく活力を得ることを目的とした健康補助飲料です。
ノニ果汁、ガラナ、マカ、高麗人参とビタミン類などを配合。今すぐ活力が欲しい
方におすすめです。

○

○

定期購入プログラムにご参加いただいている場合

○

定期購入プログラム

○

○

定期購入プログラム

○

○

定期購入プログラム

○

定期購入プログラム

○

○

タヒチ産ノニ葉を100%使用したカフェインフリーのお茶です。ノニ葉に含まれるポ
リフェノールのフラボノイド類やイリドイド配糖体などがあなたの健康をサポートし
てくれます。お子さまからご年配の方まで毎日お召し上がりいただけます。

○

○

○
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テマナ ノニコラーゲン 　

製品番号 製品名 説明 数量/容量 税率(％) 定期購入（税込） 会員価格（税込） 希望小売価格（税込） QV CV
定期購入ポイントプログラム

交換ポイント数

307921 ◎テマナ ノニコラーゲン（10本） 1パック( 10本) 8 ¥7,500 ¥8,600 ¥9,900 40 5900 -

2608 ◎テマナ ノニコラーゲン3箱セット（30本) 3パック( 30本) 8 ¥21,000 ¥24,000 ¥27,500 120 16500 -

テマナ ノニコラーゲンは、まとめての購入がお得です!!

テマナ

製品番号 製品名 説明 数量 税率(％) 定期購入（税込） 会員価格（税込） 希望小売価格（税込） QV CV
定期購入ポイントプログラム

交換ポイント数

306640 テマナ ノニ ブライトニング クレンザー（洗顔料）
汚れや古い角質を落としてくすみを防ぎながら、化粧水の浸透も助ける洗顔料。
メイク落としと洗顔を一度で行い、すっきりとした洗い上がりで肌のうるおいを
キープします。

1本 10 ¥4,275 ¥5,100 ¥5,900 25 3300 －

306639 テマナ ノニ ブライトニング トナー（化粧水） とろみのあるリッチなテクスチャーで、みずみずしい肌に整える化粧水。耀くつや
肌を保つアルブチン配合。

1本 10 ¥6,100 ¥7,300 ¥8,500 30 4950 －

306637 テマナ ノニ ブライトニング セラム（美容液） 透明感あふれる明るい印象をもたらすノニ種子エキスを最高濃度※で配合した
美容液。輝くつや肌を保つアルブチン配合。（※モリンダ史上）

1本 10 ¥13,750 ¥16,300 ¥18,300 85 11250 －

306641 テマナ ノニ ブライトニング　モイスチャライザー（乳液） 伸びの良いやわらかなテクスチャーで、しっかりうるおいを閉じ込める乳液。肌な
じみの良い使用感でハリを与えます。耀くつや肌を保つアルブチン配合。

1本 10 ¥6,100 ¥7,300 ¥8,500 30 4950 －

306638
テマナ ノニ ブライトニング　フェイシャルシールド
（日焼け止め乳液）

SPF50＋、PA＋＋＋＋の高数値で紫外線によるダメージから肌をしっかり守りま
す。保湿に優れたシアバターも配合し、乾燥を防ぎます。

1本 10 ¥4,280 ¥5,100 ¥5,900 25 3300 －

306883 テマナ ノニ ブライトニング 5点セット

白さだけにとらわれない、肌本来の耀きをかなえるためのラインアップ、テマナ ノ
ニ ブライトニング5製品（クレンザー、トナー、セラム、モイスチャライザー、フェイ
シャルシールド）がセットになった製品です。単品購入よりお買い求めやすくなっ
ています。

1セット 10 ¥31,100 ¥35,750 ¥40,350 175 24900 －

307089
テマナ ノニ ブライトニング フェイシャルマスク
（シート状美容液マスク）

美容液１本分と同等のノニの有用成分を染み込ませたシート状マスク。透明感
あふれる明るい印象をもたらす最高濃度※のノニ種子エキスとアルブチンなどを
配合。濃密なエッセンスがみずみずしいうるおいと豊かなハリをもたらします。
（※モリンダ史上）

1箱（30ml /4枚入） 10 ¥10,200 ¥11,750 ¥13,300 55 8600 －

307091 テマナ ノニ ブライトニング ナイトクリーム（夜用クリーム）
夜間の肌の活動に着目し、寝ている間に美肌をサポートするナイトクリーム。紫
外線や乾燥など外的要因の影響を受けた肌をやさしく包み込み、透明感のある
明るい印象へ導きます。

1個 10 ¥13,750 ¥15,800 ¥17,900 85 11250 －

307090 テマナ ノニ ブライトニング アイクリーム（目元用美容液）
目もと特有のコンディションにダイレクトにアプローチするアイクリーム。ノニ種子
エキスとつやを与えるノニ葉が明るい印象へと導きます。ペプチド成分・ヒアルロ
ン酸も配合し、ハリとうるおいに満ちたふっくらとした目もとをかなえます。

1本 10 ¥7,350 ¥8,500 ¥9,600 45 6000 －

307087
テマナ ノニ ブライトニング フェイシャルリファイナー
（スクラブ洗顔料）

新規成分ノニ種子パウダーが汚れや皮脂、古い角質をやさしく取り除くスクラブ
洗顔料。保湿に優れたシアバターなどの美容成分配合で、うるおいを残しなが
ら、肌を美しく磨き上げます。

1本 10 ¥4,600 ¥5,300 ¥6,000 30 3700 －

307088
テマナ ノニ ブライトニング ボディーリファイナー
（スクラブ洗浄料）

新規成分ノニ種子パウダーが汚れや皮脂、古い角質をやさしく取り除くジェルタ
イプのボディー用スクラブ洗浄料。豊かな泡とスクラブの細かい粒子がなめらか
な肌に磨き上げます。

1本 10 ¥3,950 ¥4,550 ¥5,100 25 3200 －

307578 テマナ リップトリートメント（リップ用美容液）
乾燥によるカサつきや荒れを防ぐリップトリートメント。ノニ種子オイル、オリーブ
果実オイル、アボカドオイル、ひまわり種子オイルなどを配合し、うるおいとつや
のある唇に。ふっくらみずみずしい唇に導くペプチド成分も配合。

1本 10 ¥3,750 ¥4,300 ¥4,900 25 2950 400

307579 テマナ リップスクラブ（リップ用洗浄料）

リップカラーの美しさが映える健やかなコンディションに導くリップスクラブ。甘い
香りのシュガースクラブが唇の余分な角質をやさしく取り除き、なめらかに整えま
す。ノニ種子オイルやオリーブ果実オイル、クランベリーオイルを配合。しっとりと
したうるおいのある唇に。

1個 10 ¥2,800 ¥3,200 ¥4,000 20 2160 400

定期購入プログラム

定期購入プログラム

○

○

○

○

タヒチ（フランス領ポリネシア）産ノニとマリンコラーゲン（フィッシュコラーゲン）を
配合した美容ドリンクです。ノニとコラーゲンの美容成分がキレイを育みます。

【参考】定期購入プログラム価格 1本あたり／1箱（10本入）×1～2パック　750円／1箱（10本入）×3パック　700円

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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【 2019年10月1日以降　新価格 】
◆独立プロダクトコンサルタント(IPC)専用 製品価格表（PVアイテム）      価格はすべて税込　※製品名に◎が記載されているものは、軽減税率（税率8％）が適応される製品です。

 2019/10/1

テマナ

製品番号 製品名 説明 数量 税率(％) 定期購入（税込） 会員価格（税込） 希望小売価格（税込） QV CV
定期購入ポイントプログラム

交換ポイント数

307201 テマナ リップグロス　ディープオーキッド 101 1本 10 ¥2,800 ¥3,200 ¥4,000 20 2160 400

307199 テマナ リップグロス　ピンクパール102 1本 10 ¥2,800 ¥3,200 ¥4,000 20 2160 400

307197 テマナ リップグロス　タヒチアンタン103 1本 10 ¥2,800 ¥3,200 ¥4,000 20 2160 400

307198 テマナ リップグロス　レッドボルケーノ104 1本 10 ¥2,800 ¥3,200 ¥4,000 20 2160 400

307200 テマナ リップグロス　ピーチパッション105 1本 10 ¥2,800 ¥3,200 ¥4,000 20 2160 400

308021 テマナ リップグロス サンセットローズ 106 1本 10 ¥2,800 ¥3,200 ¥4,000 20 2160 400

308022 テマナ リップグロス マハナモーブ 107 1本 10 ¥2,800 ¥3,200 ¥4,000 20 2160 400

308024 テマナ リップグロス トロピカルピンク 108 1本 10 ¥2,800 ¥3,200 ¥4,000 20 2160 400

308023 テマナ リップグロス トーステッドココナッツ 109 1本 10 ¥2,800 ¥3,200 ¥4,000 20 2160 400

308025 テマナ リップグロス パシフィックプラム 110 1本 10 ¥2,800 ¥3,200 ¥4,000 20 2160 400

307196 テマナ リップスティック　ディープオーキッド201 1本 10 ¥3,250 ¥3,750 ¥4,200 20 2400 400

307194 テマナ リップスティック　ピンクパール202 1本 10 ¥3,250 ¥3,750 ¥4,200 20 2400 400

307192 テマナ リップスティック　タヒチアンタン203 1本 10 ¥3,250 ¥3,750 ¥4,200 20 2400 400

307193 テマナ リップスティック　レッドボルケーノ204 1本 10 ¥3,250 ¥3,750 ¥4,200 20 2400 400

307195 テマナ リップスティック　ピーチパッション205 1本 10 ¥3,250 ¥3,750 ¥4,200 20 2400 400

307853 テマナ リップスティック サンセットローズ206 1本 10 ¥3,250 ¥3,750 ¥4,200 20 2400 400

307854 テマナ リップスティック マハナモーブ207 1本 10 ¥3,250 ¥3,750 ¥4,200 20 2400 400

308019 テマナ リップスティック トロピカルピンク 208 1本 10 ¥3,250 ¥3,750 ¥4,200 20 2400 400

308018 テマナ リップスティック トーステッドココナッツ 209 1本 10 ¥3,250 ¥3,750 ¥4,200 20 2400 400

308020 テマナ リップスティック パシフィックプラム 210 1本 10 ¥3,250 ¥3,750 ¥4,200 20 2400 400

307206 テマナ リキッドリップスティック　ディープオーキッド301 1本 10 ¥3,250 ¥3,750 ¥4,200 20 2400 400

307204 テマナ リキッドリップスティック　ピンクパール302 1本 10 ¥3,250 ¥3,750 ¥4,200 20 2400 400

307202 テマナ リキッドリップスティック　タヒチアンタン303 1本 10 ¥3,250 ¥3,750 ¥4,200 20 2400 400

307203 テマナ リキッドリップスティック　レッドボルケーノ304 1本 10 ¥3,250 ¥3,750 ¥4,200 20 2400 400

307205 テマナ リキッドリップスティック　ピーチパッション305 1本 10 ¥3,250 ¥3,750 ¥4,200 20 2400 400

308026 テマナ リキッドリップスティック サンセットローズ 306 1本 10 ¥3,250 ¥3,750 ¥4,200 20 2400 400

308027 テマナ リキッドリップスティック マハナモーブ 307 1本 10 ¥3,250 ¥3,750 ¥4,200 20 2400 400

308029 テマナ リキッドリップスティック トロピカルピンク 308 1本 10 ¥3,250 ¥3,750 ¥4,200 20 2400 400

308028 テマナ リキッドリップスティック トーステッドココナッツ 309 1本 10 ¥3,250 ¥3,750 ¥4,200 20 2400 400

308030 テマナ リキッドリップスティック パシフィックプラム 310 1本 10 ¥3,250 ¥3,750 ¥4,200 20 2400 400

308044 テマナ リップシャイン ブラッシュ 01 1本 10 ¥4,250 ¥4,900 ¥5,600 30 3150 －

308045 テマナ リップシャイン ポピー 02 1本 10 ¥4,250 ¥4,900 ¥5,600 30 3150 －

308046 テマナ リップシャイン メルロー 03 1本 10 ¥4,250 ¥4,900 ¥5,600 30 3150 －

定期購入プログラム

やわらかくフィットする塗り心地で、鮮やかに色づくリップスティック。上品な光沢
感と色持ちの良さで、華やかな唇を演出します。ノニ種子オイル・オリーブ由来ス
クワラン配合＊で、塗る度にうるおいのあるやわらかな唇に。
＊206、207、209 の製品には含まれていません。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

シルクのようになめらかで、軽い塗り心地のリキッドリップスティック。つやを抑え
たマットな質感と彩りが長時間持続し、深みのある美しさを演出。ノニ種子オイ
ル・オリーブ由来スクワラン配合で、塗る度にうるおいのあるやわらかな唇に。

○

○

○

○

○

○

○

○

○
唇の荒れや乾燥を防ぐオイル層と華やかな彩りを添えるカラー層で、
つやめきのある美しい唇をかなえるオイル美容タイプのリップカラー。

のびが良くべたつかないつけ心地で、しっかり色づくリップグロス。ノニ種子オイ
ルやオリーブ果実オイル・サンシュユ果実エキス配合で、ぜいたくなうるおいとつ
やが長時間持続します。

○

○

○

○

○

○

○

○
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【 2019年10月1日以降　新価格 】
◆独立プロダクトコンサルタント(IPC)専用 製品価格表（PVアイテム）      価格はすべて税込　※製品名に◎が記載されているものは、軽減税率（税率8％）が適応される製品です。

 2019/10/1

トゥルーエイジ ユースリペア

製品番号 製品名 説明 数量 税率(％) 定期購入（税込） 会員価格（税込） 希望小売価格（税込） QV CV
定期購入ポイントプログラム

交換ポイント数

306736 トゥルーエイジ　ユースリペア ジェル
顔にも体にもお使いいただけるジェル状スキンケア製品。性別・年齢を問わず、
子どもから大人までご家族皆さまでお使いいただけます。普段お使いの化粧品
はそのままに、プラスアルファでお使いいただける製品です。

1個 10 ¥6,160 ¥7,350 ¥9,250 30 4975 600

306082 トゥルーエイジ ユースリペア ジェル 5日間集中ケア 1箱（1本） 10 ¥2,950 ¥2,950 ¥2,950 7 1120 300

2056 トゥルーエイジ ユースリペア ジェル 5日間集中ケア(10箱) 10箱（10本） 10 ¥18,150 ¥18,150 ¥29,600 70 11200 －

306733 トゥルーエイジ　ユースリペア シャンプー
健やかで生き生きとした髪と地肌のために、やさしい洗浄成分と独自にブレンド
した美容成分を配合。輝きとうるおいのあるなめらかな髪へ導きます。すべての
ヘアタイプに、ご家族皆さまでどうぞ。

1個 10 ¥2,550 ¥3,100 ¥3,500 14 1700 600

306734 トゥルーエイジ　ユースリペア コンディショナー
独自にブレンドした美容成分や植物オイルが髪にうるおいを与え、ハリと輝きの
ある生き生きとした髪へ導きます。すべてのヘアタイプに、ご家族皆さまでどう
ぞ。

1個 10 ¥2,550 ¥3,100 ¥3,500 14 1700 600

306732 トゥルーエイジ ユースリペア ボディーウォッシュ
やさしい洗い上がりで健やかな肌へ導く、ジェルタイプのボディーソープ。独自に
配合したスキンケア成分が肌を整えながら汚れや皮脂、古い角質を落とし、なめ
らかな肌に導きます。ご家族皆さまでどうぞ。

1個 10 ¥2,450 ¥2,950 ¥3,400 12 1440 300

306033 トゥルーエイジ ユースリペア リップバーム オリジナル 1本／4.6g 10 ¥800 ¥960 ¥1,120 3 495 100

306812 トゥルーエイジ ユースリペア リップバーム ザクロミントの香り 1本／4.6g 10 ¥800 ¥960 ¥1,120 3 495 100

タヒチアンノニ™ （ボディーケア）

製品番号 製品名 説明 数量/容量 税率(％) 定期購入（税込） 会員価格（税込） 希望小売価格（税込） QV CV
定期購入ポイントプログラム

交換ポイント数

109319 タヒチアンノニ™ ノニリーフセラム 30ml 10 ¥4,800 ¥5,400 ¥6,200 20 3300 600

8695 タヒチアンノニ™ ノニリーフセラム（3本セット） 3本 10 ¥13,000 ¥14,500 ¥16,700 60 9950 －

111793 タヒチアンノニ™ ボディーバター（ボディー用クリーム） ノニ種子オイルやナッツオイルを配合した濃厚なボディークリームです。 113.4g 10 ¥1,150 ¥1,500 ¥1,750 5 500 200

115181 タヒチアンノニ™ OM石けん（ｵｰﾄﾐｰﾙ）
厳選したノニとオートミール（カラス麦）を使用。肌が敏感な方にもお使いいただ
けます。 100

115205 タヒチアンノニ™ CM石けん（ｺｺﾅｯﾂ）
天然のヤシ油によりお肌をやわらかくなめらかにして、洗い上がりもしっとりで
す。 100

115211 タヒチアンノニ™ SW石けん（海藻） 海藻から抽出したミネラルを含む天然由来成分で、肌をすっきり洗い上げます。 100

307403 タヒチアンノニ™ スキンサプリメント オリジナル（ﾎﾞﾃﾞｨｰ用乳液）
乾燥を防ぎうるおいのある肌に整えます。香料無添加、敏感肌の方にもおすす
めです。 200ml 10 ¥945 ¥1,200 ¥1,400 3 300 200

タヒチアンノニ エッセンシャルオイル

製品番号 製品名 説明 数量/容量 税率(％) 定期購入（税込） 会員価格（税込） 希望小売価格（税込） QV CV
定期購入ポイントプログラム

交換ポイント数

306591 ①タヒチアンノニ エッセンシャルオイル ラベンダー
多くの方に愛される人気のラベンダーとノニシードオイルをシンプルにブレンド。
甘くやさしい香りが心を解きほぐして、くつろいだ気分に。 15ml 10 ¥5,000 ¥5,500 ¥6,000 25 4150 600

306589 ④タヒチアンノニ エッセンシャルオイル トリムブレンド
グレープフルーツやシナモンリーフをメインとした、爽快でスパイシーな香り。理
想的なラインを目指すあなたにおすすめ。 15ml 10 ¥5,000 ¥5,500 ¥6,000 25 4150 600

306590 ⑤タヒチアンノニ エッセンシャルオイル エンブレイスブレンド
ライムやグレープフルーツ、オレンジなどをメインとした、リラックスタイムを楽し
める香り。保湿に優れ、セルフマッサージにもおすすめ。 15ml 10 ¥5,900 ¥6,500 ¥7,100 30 4975 600

306281 ⑫タヒチアンノニ エッセンシャルオイル リカバーブレンド
ペパーミントやカユプテをメインとした清涼感たっぷりの香り。メントール成分が心
地よい爽快感をもたらします。 15ml 10 ¥7,150 ¥7,850 ¥8,550 35 5800 600

306502 タヒチアンノニ プレミアムシードオイル
およそ1万粒のノニ種子からつくられた高純度オイル。ノニ種子オイル99%。ノニ
独自の成分が濃縮されています。 5ml 10 ¥4,300 ¥5,000 ¥5,600 21 3170 600

306994 タヒチアンノニ エッセンシャルオイル RVクリーム
希少価値の高いノニ種子オイルやオリーブ果実オイルなどを配合したボディー用
クリーム。運動後のアフターケアやセルフマッサージにおすすめです。刺激的で
清涼感ある香り。

120ml 10 ¥3,300 ¥3,700 ¥4,250 18 2160 600

独自に配合したスキンケア成分が日焼けや乾燥から唇をまもるリップバーム。年
齢の表れやすい唇をなめらかに整え、ふっくらみずみずしい健康的な口もとへ導
きます。ご家族皆さまでどうぞ。

ノニ葉を主成分とした世界初のジェル。肌荒れや乾燥から肌を守りながら落ち着
かせ、うるおいのあるなめらかな肌に導きます。

ユースリペア ジェルを初めてお使いになる皆さま向けの5日間集中ケアです。
ミニサイズなので、いつでもどこでも持ち歩くことができます。まずは5日間集中し
てお使いいただき、ユースリペア ジェルの力を感じてみませんか？

○

○

定期購入プログラム

○

○

○

172g×2個/箱 ¥630 ¥800 ¥950 2 200

定期購入プログラム

○

○

〇

10

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

定期購入プログラム

○

5 / 7



【 2019年10月1日以降　新価格 】
◆独立プロダクトコンサルタント(IPC)/準IPC専用 販促品・スペシャリティーアイテム価格表（NON-PVアイテム）

2019/10/1

販促品

製品番号 製品名 数量 税率(％) 定期購入
（税込）

会員価格
（税込）

希望小売価格
（税込）

定期購入
プログラム

定期購入プログラム
交換ポイント数

モリンダ 概要書面 3部

独立プロダクトコンサルタント(IPC)申請書/【IPC用】オートシップ申込書兼初回注文書 3部

独立プロダクトコンサルタント(IPC)申請書/【準IPC用】オートシップ申込書兼初回注文書 3部

払込取扱票 3部

返信用封筒 3部

定期購入プログラム紹介・製品一覧チラシ　 6部

103847 ポリシーマニュアル・報酬プラン 1部 10 ¥385 ¥385 ― ○ 50

105284 モリンダ製品 小売販売用 領収書（４冊入） 1セット 10 ¥550 ¥550 ― ○ 100

305876 タヒチドリームバケーションカード（50枚入り） 1セット 10 ¥2,000 ¥2,000 ― ― ―

307961 モリンダ製品 総合カタログ 1部 10 ¥200 ¥200 ¥200 ― ―

307303 テマナ紙袋（大・小5各枚入）
1セット

（10枚入）
10 ¥1,000 ¥1,000 ― ― ―

スペシャリティーアイテム

製品番号 製品名 数量 税率(％)
定期購入
（税込）

会員価格
（税込）

希望小売価格
（税込）

定期購入
プログラム

定期購入プログラム
交換ポイント数

105587 果実模型 1個 10 ¥880 ¥880 ¥1,150 ○ 200

303837 ボトルオープナー(新タイプ) 1個 10 ¥840 ¥840 ¥840 ○ 100

305244 モリンダ ロゴ入りシェーカー 1個 10 ¥450 ¥450 ¥450 ○ 100

301420 ショットグラス （2個入 ） 2個 10 ¥735 ¥735 ¥735 ○ 100

303945 幸せの仕掛人Ⅱ　～人って、素晴らしい～ 1冊 10 ¥1,050 ¥1,050 ¥1,050 ― 200

307341 テマナ ノニ ご紹介パック セラム＆トナー（サンプル5セット入） １セット 10 ¥3,050 ¥3,050 ― ― ―

307051 アロマストーン １個 10 ¥1,000 ¥1,250 ¥1,250 ― ―

307063 冊子型ムエット（30枚入） １個 10 ¥550 ¥700 ¥700 ― ―

307680 ロゴ入りアロマディフューザー １個 10 ¥5,100 ¥5,100 ¥5,100 ― ―

307784 アロマ遮光瓶スポイトセット １セット 10 ¥1,325 ¥1,525 ¥1,525 ― ―

2503 テマナ リップス ディスカバリーパーティーキット 1個 10 ¥7,100 ¥7,100 ― ― ―

308203 テマナ ノニコラーゲン冊子（25部入） １セット 10 ¥500 ¥500 ― ― ―

製品番号 製品名 数量 税率(％) 定期購入
（税込）

会員価格
（税込）

希望小売価格
（税込）

定期購入
プログラム

定期購入プログラム
交換ポイント数

社長ご挨拶 1部

概要書面（3部入）（概要書面、IPC・準IPC申請書、定期購入申請書、
口振用紙、返信用封筒、定期購入紹介チラシ）

1セット

ポリシーマニュアル 1部

コンプライアンスガイドブック 1部

定期購入プログラムのご案内リーフレット 1部

領収書 1部

モリンダ製品総合カタログ 1冊

オンラインIPC登録　紹介チラシ 1部

○ 1001セット ¥420

― ―1セット

―

― ―

¥42010

10
¥4,600
（IPC登録時
　のみ）

説明

301217
モリンダ 概要書面（3部入）
※IPC/準IPCのみ、ご購入いただけます。

116831
スターターキット
※IPC/準IPC登録時 スターターキット本体

モリンダメンバーズカード 1部

モリンダオリジナルデザインが入った新しい超音波式アロマディフューザー。水を内部のタンクに入れ、エッセンシャルオイルを数滴垂らして
スイッチを入れるとアロマの香りが広がります。

テマナ ノニコラーゲンのコンセプトや特長などをまとめた1冊なので、ご紹介用に最適です。

＜IPC・準IPC限定＞
テマナ ノニ ブライトニング トナー（化粧水）1包（1ml）とテマナ ノニ ブライトニング セラム（美容液）1包（1ml）のサンプルが5セット入ったテマ
ナ ノニのご紹介パックです。ビジネス活動のセールスツールとしてご活用いただけます。

タヒチアンノニ エッセンシャルオイルのロゴ入りのアロマストーンです。
お好きなエッセンシャルオイルをアロマストーンに数滴垂らし、お好きな場所に置いて香りを楽しんでください。

タヒチアンノニ エッセンシャルオイルのロゴ入りのムエット（試香紙）です。
エッセンシャルオイルを染み込ませて香りを確認したり、気になる香りをお持ち帰りいただいたりと、切り離して使える冊子型です。

おしゃれなガラス製のアロマ遮光瓶5本とガラススポイト1本のセット。タヒチアンノニ エッセンシャルオイルや化粧水などの小分け、保存など
におすすめ。持ち運びにも便利です。

ディスカバリーパーティーに最適なキットです。＜内容＞ディスプレー用ロゴ入りスタンド×1、ロゴ入りミラー×1、スパチュラ（10本入）、使い
捨てリップチップ（50本入）、使い捨てリップブラシ（50本入）、トートバッグ×1

トゥルーエイジ製品のキャップを開けられるように設計されています。グリップをしっかり握り、ねじって開けてください。

説明

テマナ ノニ ブライトニングのロゴ入り紙袋です。クリームベージュの厚手素材にシャンパンゴールドでロゴの箔押し、持ち手はリボン素材を
使用したデザインです。上品な雰囲気で、テマナ製品のプレゼントに最適です。

プロダクトコンサルタント専用領収書　（1冊25枚綴り）

モリンダのポリシー及び報酬プランが記載されています。

タヒチ ドリームバケーション キャンペーンは抽選で1組2 名様分のタヒチ旅行が、AGE 測定をした非会員に当たるキャンペーンです。AGE
を測定した後で、測定してくださった方にこのキャンペーンをご紹介し、応募していただきます。このカードは、測定カード兼キャンペーンの応
募チケットです。

モリンダの全製品を掲載したB5サイズ・72ページの総合カタログです。

プロテインプラス、ファイバープラスなどをお召し上がりいただくためのシェーカーです。

モリンダの新ロゴデザインのショットグラス。どんな飲み物にもぴったりのシンプルなデザイン。グラス1杯で約60ml入ります。

大手企業の人材育成に携わった経歴を持つモリンダジャパン社長の黄木信が、毎週金曜日に発信する日々の暮らしの中での気付きを再
編。あなたがふと立ち止まる一言が散りばめられています。

説明

タヒチアンノニ ジュースを紹介するツールとして是非、ご活用下さい。プラスチック製のため持ち運びも軽くて便利です。
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【 2019年10月1日以降　新価格 】   2019/10/1

価格について

【送料】

30ポイントまで

定期購入プログラムの
自動配送分※1

1,100円

上記以外のご注文分 1,320円

注）送料は税込価格（10％）／全国一律です。

注）新規登録時の初回注文については以下の通りです。

　　　　【A】⇒1,320円、30ポイントごとに1,320円を加算

　　　　【B】⇒660円、合計4万円以上は無料

※1　所定の支払い方法で決済完了後、当社指定の発送日に自動出荷手配をさせていただくお荷物。アレンジコースでの14日までの自己注文を含む自己購入分は対象外。

※2　4本＝15ポイント。ただしトゥルーエイジパック製品は含まれません。

※3　1オーダーの合計金額

【代引き手数料】

＜ご登録に関するご案内＞

●IPC登録料 ●オフィスプロ利用料

独立プロダクトコンサルタント（IPC）登録料　￥4,600 年間 ¥55,000 月間 ¥5,500

※準IPC、愛用会員は登録料無料です。

660円

【A】タヒチアンノニ ジュース、トゥルーエイジ ビバレッジ製品
が含まれるご注文※2

【B】タヒチアンノニ ジュース、トゥルーエイジ ビバレッジ製品が
含まれないご注文、またはトゥルーエイジパック製品、

5日間集中パック製品のご注文※3

合計4万円以上

無料

30ポイント以降

30ポイントごとに
1,100円と加算

30ポイントごとに
1,320円と加算

定期購入価格 ：最もお得な価格です。会員タイプ（IPC、準IPC、愛用会員）に関わらず、ケースオートシップ、2本ボトルシップなど定期購入プログラムに参加されている会員の方々が対象です。

会員価格 ：会員タイプ（IPC、準IPC、愛用会員）に関わらず、定期購入プログラムに参加されていない会員の方々を対象とした価格です。

希望小売価格 ：ショップ限定の価格です。会員登録を希望されない方が対象となります。IPC／準IPCが直接小売される際の参考にしてください。

合計4万円まで

550円

注文合計 3万円未満

代引手数料 330円

10万円以上
30万円未満

1,100円

3万円以上
10万円未満

440円
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