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ごま風呂 SMJ25583  4991936255830
こめぬか風呂 SMJ25584  4991936255847
しこんの風呂 SMJ25585  4991936255854
へちま風呂 SMJ25586  4991936255861
はとむぎ風呂 SMJ25587  4991936255878
¥ 189（税抜￥180）
入数 12/72
約100×70×70mm　約25g

べっぴん入浴

SMJ25588  4991936255885
¥ 525（税抜 ¥500）
入数 12/48
約250×120×50mm　約75g
セット内容：はとむぎ風呂、
へちま風呂、泡立てネット

べっぴんバスギフト
保湿S　はとむぎ

SMJ25591  4991936255915
¥ 525（税抜 ¥500）
入数 12/48
約250×120×50mm　約75g
セット内容：こめぬか風呂、
へちま風呂、泡立てネット

べっぴんバスギフト
はりS　へちま

SMJ25589  4991936255892
¥ 525（税抜 ¥500）
入数 12/48
約250×120×50mm　約75g
セット内容：こめぬか風呂、
ごま風呂、泡立てネット

べっぴんバスギフト
保湿S　こめぬか

SMJ25592  4991936255922
¥ 525（税抜 ¥500）
入数 12/48
約250×120×50mm　約75g
セット内容：しこんの風呂、
ごま風呂、泡立てネット

べっぴんバスギフト
はりS　しこんの湯

SMJ25590  4991936255908
¥ 1,050（税抜 ¥1,000）
入数 12/48
約300×145×80mm　約150g
セット内容：こめぬか風呂、はとむぎ風呂、
ボディパフ、泡立てネット、ミニローラー、
フェイスブラシ

べっぴんバスギフト
保湿L 

SMJ25593  4991936255939
¥ 1,050（税抜 ¥1,000）
入数 12/48
約300×145×80mm　約150g
セット内容：しこんの風呂、へちま風呂、
泡立てネット、コロコロバー、
フェイスブラシ、ボディパフ

べっぴんバスギフト
はりL

SMJ25594  4991936255946
¥ 210（税抜 ¥200）
入数 12/144
約120×50×30mm　約35g

季節の肌が欲しがるお風呂
ゆず湯

SMJ25597  4991936255977
¥ 210（税抜 ¥200）
入数 12/144
約120×50×30mm　約35g

季節の肌が欲しがるお風呂
しょうが湯

SMJ25595  4991936255953
¥ 525（税抜 ¥500）
入数 12/48
約180×110×50mm　約45g
セット内容：ゆず湯、泡立てネット、
ボディパフ

季節の肌が欲しがるお風呂
ゆずギフトS

SMJ25598  4991936255984
¥ 525（税抜 ¥500）
入数 12/48
約180×110×50mm　約55g
セット内容：しょうが湯、
泡立てネット、フェイスブラシ

季節の肌が欲しがるお風呂
しょうがギフトS

SMJ25596  4991936255960
¥ 1,050（税抜 ¥1,000）
入数 12/48
約230×130×70mm　約150g
セット内容：ゆず湯、泡立てネット、
フェイスブラシ、軽石付きフットブラシ、
ボディパフ

季節の肌が欲しがるお風呂
ゆずギフトL

SMJ25599  4991936255991
¥ 1,050（税抜 ¥1,000）
入数 12/48
約230×130×70mm　約120g
セット内容：しょうが湯、泡立てネット、
コロコロバー、ミニローラー、
ボディパフ

季節の肌が欲しがるお風呂
しょうがギフトL べっぴん入浴

A5　POP10523
　
季節の肌が欲しがるお風呂
A5　POP10525

べっぴん入浴POP850×200　POP10522

季節の肌が欲しがるお風呂POP850×200　POP10524

おばあちゃんの時代、そのまた昔から、暮らしの中で生かされている
自然の恵みを生かす知恵。日本の魅力、日本女性の美しさを再発見する今、
手軽なギフトで大切な人に贈りたい、べっぴんさんの知恵。

柚子・生姜は昔から体を温めると伝えられています。
寒い冬には欠かせないアイテムをお得でおしゃれなギフトセットにしました。

簡単！速攻！効果的！
売り場作りのバックアップ！！
売り場に設置すれば効果抜群のPOPを無料でご提供！

発売予定

11月下旬
発売予定

11月下旬

［こめぬか］
タンパク質とビタミン、
脂肪を多く含んだぬかを
袋に入れて肌を磨く。
かつての美しい女性のたしなみでした。

［へちま］
子供のころ、おばあちゃんが
おしえてくれたへちま水。
肌にすっとした爽快感と、
やさしい潤いを与えてくれました。

［しこん］
古くから、肌の悩みの味方として
様々な使われ方をしていたとか。
今、見直されているのは、
その、肌を健やかに保つ自然のちから。

［ごま］
小さな粒の中に見出した
底知れぬ生命の力。
わかわかしく美しくいたいのは、
いつの時代も女性の願い。

ユズエキス
（保湿成分）配合

ショウガ根エキス
（保湿成分）配合

［はとむぎ］
古い時代から、民間療法にも
つかわれていたという素材。
そのエキスは、それからずっと、
女性の美を守るために使われています。
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使い勝手の良い

ありがとう
今日も一日

おつかれさま
ごあいさつに

よろしく
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SMJ25524  4991936255243
¥ 1,050（税抜 ¥1,000）
入数 6/24
約260×120×120mm　約260g
セット内容：
泡立てネット、ボディパフ、ヘアブラシ、
軽石付きフットブラシ、ミニローラー

和バスギフト　和
SMJ25525  4991936255250
¥ 1,050（税抜 ¥1,000）
入数 6/24
約260×120×120mm　約280g
セット内容：
ころころバー、ヘチマ、軽石、
ヘアブラシ、軽石付きフットブラシ

和バスギフト　癒
SMJ25526  4991936255267
¥ 1,050（税抜 ¥1,000）
入数 6/24
約260×120×120mm　約290g
セット内容：
ボディスポンジ、軽石付きフットブラシ、
ミニローラー、フェイスブラシ、
ヘアブラシ

和バスギフト　憩

SMJ25542  4991936255427
¥ 525（税抜 ¥500)
入数 12/48
約170×90×40mm　約150g
セット内容：
檜、生姜、豆乳、炭、緑茶の湯

ほんのきもちギフト
ありがとう

SMJ25544  4991936255441
¥ 525（税抜 ¥500)
入数 12/48
約170×90×40mm　約150g
セット内容：
檜、生姜、竹、緑茶、豆乳の湯

ほんのきもちギフト
おつかれさま

SMJ25543  4991936255434
¥ 525（税抜 ¥500)
入数 12/48
約170×90×40mm　約150g
セット内容：
檜、生姜、豆乳、炭、竹の湯

ほんのきもちギフト
よろしく

◆ 和バスギフト　和・癒・憩

◆ ほんのきもちギフト　ありがとう・よろしく・おつかれさま

売り場に設置すれば効果抜群のPOPを無料でプレゼントします。
ごあいさつ、ありがとうケア共通POP850x200　POP10518
ごあいさつ、ありがとうケア共通A5　POP10519

ありがとう
SMJ25548  4991936255489
よろしく
SMJ25549  4991936255496
おつかれさま
SMJ25550  4991936255502
¥ 525（税抜￥500）
入数 18/36
約100×100×100mm　約100g
セット内容：入浴料1個、ソープネット
プッシュバー

ごあいさつバスギフト S

ピンク
SMJ25557  4991936255571
レッド
SMJ25558  4991936255588
オレンジ
SMJ25559  4991936255595
¥ 1,050（税抜￥1,000）
入数 12/24
約240×130×120mm　約255g
セット内容：ソープネット、フラットローラー、
全回転ローラー、プッシュバー、グリップボール

ありがとうケアギフト L

ありがとう
SMJ25551  4991936255519
よろしく
SMJ25552  4991936255526
おつかれさま
SMJ25553  4991936255533
¥ 1,050（税抜￥1,000）
入数 12/24
約100×135×135mm　約250g
セット内容：入浴料2個、ソープネット、
全回転ローラー、フラットローラー、
プッシュバー

ごあいさつバスギフト L

ピンク
SMJ25554  4991936255540
レッド
SMJ25555  4991936255557
オレンジ
SMJ25556  4991936255564
¥ 525（税抜￥500）
入数 6/36
約170×100×70mm　約100g
セット内容：ソープネット、
プッシュバー、グリップボール

ありがとうケアギフト S

簡単！速攻！効果的！
売り場作りのバックアップ！！

発売中

大好評

発売中
大好評

和テイストでデザイン性にすぐれたバスギフト。昨年も大きな売り上げに
貢献したと評価された商品だからこそ自信を持っておすすめします！

ありがとうやよろしくなどのメッセージをプラスして使いやすいギフトにした
バスギフトは、特に年末や新生活のごあいさつニーズに対応しています。

ごあいさつギフトにはお風呂でボディ
ケアできる虎の巻が入っています

ありがとうケアギフトにはメッセージ
カードをお付けしました。

お客様に喜んでいただくためにしているほんやら堂の工夫

人気の和テイストのギフトは今年のトレンドです。
ほんのきもちギフトはお客様が用途に合わせて選びやすいメッセージ入り！

店頭ディスプレイがしやすい積み重ねられるシリンダーBOX入りのごあいさつギフトと、
一番の売れ筋「ありがとう」のメッセージをネーミングにしたバスギフト。
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SMJ25529  4991936255298
¥ 294（税抜 ¥280）
入数 12/72
約120×100×5mm　約30g
内容量25g

プロエステ入浴料
姫肌

SMJ25530  4991936255304
¥ 294（税抜 ¥280）
入数 12/72
約120×100×5mm　約30g
内容量25g

プロエステ入浴料
引き締め

SMJ25531  4991936255311
¥ 294（税抜 ¥280）
入数 12/72
約120×100×5mm　約30g
内容量25g

プロエステ入浴料
毛穴

SMJ25572  4991936255724
¥ 1,050（税抜￥1,000）
入数 6/24
約300×100×100mm　約160g
セット内容：入浴料、ソープネット、
フラットローラー

パーフェクトバスタイム
ボディエステギフト ツヤ肌

SMJ25573  4991936255731
¥ 1,050（税抜￥1,000）
入数 6/24
約300×100×100mm　約185g
セット内容：入浴料、ソープネット、
全回転ローラー

パーフェクトバスタイム
ボディエステギフト 保潤

SMJ25574  4991936255748
¥ 1,050（税抜￥1,000）
入数 6/24
約300×100×100mm　約205g
セット内容：入浴料、ソープネット、
ボディローラー

パーフェクトバスタイム
ボディエステギフト 引き締め

●業務用エステシリーズ ●デトックエステシリーズ ●アロマエステシリーズ ●プロエステシリーズ

SMJ25560  4991936255601
¥ 577（税抜￥550）
入数 12/48
約180×105×45mm　約105g
セット内容：バラの香りの入浴料、
プッシュバー、ソープネット

ローズバスギフト S
ピンク

SMJ25561  4991936255618
¥ 577（税抜￥550）
入数 12/48
約180×105×45mm　約105g
セット内容：バラの香りの入浴料、
プッシュバー、ソープネット

ローズバスギフト S
ホワイト

SMJ25562  4991936255625
¥ 577（税抜￥550）
入数 12/48
約180×105×45mm　約105g
セット内容：バラの香りの入浴料、
プッシュバー、ソープネット

ローズバスギフト S
レッド

SMJ25563  4991936255632
¥ 1,050（税抜￥1,000）
入数 6/24
約250×140×70mm　約240g
セット内容：バラの香りの入浴料、
フラットローラー、全回転ローラー、
プッシュバー、ソープネット

ローズバスギフト L
ピンク

SMJ25564  4991936255649
¥ 1,050（税抜￥1,000）
入数 6/24
約250×140×70mm　約240g
セット内容：バラの香りの入浴料、
フラットローラー、全回転ローラー、
プッシュバー、ソープネット

ローズバスギフト L
ホワイト

SMJ25565  4991936255656
¥ 1,050（税抜￥1,000）
入数 6/24
約250×140×70mm　約240g
セット内容：バラの香りの入浴料、
フラットローラー、全回転ローラー、
プッシュバー、ソープネット

ローズバスギフト L
レッド

業務用デトックエステ
（エイジングケア）１P

SMJ25410  4991936254109
¥ 294（税抜￥280）
入数 12/72
約120×100×5mm　約30g
内容量25g

業務用デトックエステ
（シェイプ）１P

SMJ25411  4991936254116
¥ 294（税抜￥280）
入数 12/72
約120×100×5mm　約30g
内容量25g

業務用デトックエステ
（プロホワイト）１P

SMJ25412  4991936254123
¥ 294（税抜￥280）
入数 12/72
約120×100×5mm　約30g
内容量25g

業務用ゲルマエステ 1P
SMJ25414  4991936254147
¥ 262（税抜￥250）
入数 12/72
約120×100×5mm　約30g
内容量25g

業務用溶岩浴エステ 1P
SMJ25415  4991936254154
¥ 294（税抜￥280）
入数 12/72
約120×100×5mm　約30g
内容量25g

業務用プレミアムエステ 1P
SMJ25417  4991936254178
¥ 294（税抜￥280）
入数 12/72
約120×100×5mm　約30g
内容量25g

業務用死海のエステ 1P
SMJ25416  4991936254161
¥ 294（税抜￥280）
入数 12/72
約120×100×5mm　約30g
内容量25g

業務用お姫さまのエステ 1P
SMJ25413  4991936254130
¥ 273（税抜￥260）
入数 12/72
約120×100×5mm　約30g
内容量25g

SMJ25418  4991936254185
¥ 294（税抜 ¥280）
入数 12/72
約120×100×5mm　約30g
内容量25g

アロマエステ
ラベンダリー 1P

SMJ25419  4991936254192
¥ 294（税抜 ¥280）
入数 12/72
約120×100×5mm　約30g
内容量25g

アロマエステ
ローズブッシュ 1P

SMJ25420  4991936254208
¥ 294（税抜 ¥280）
入数 12/72
約120×100×5mm　約30g
内容量25g

アロマエステ
シトラスカクテル 1P

売り場に設置すれば効果抜群のPOPを無料でプレゼントします。
ローズバスギフトPOP850x200　POP10520
ローズバスギフトA5　POP10521

発売中
大好評

発売中
大好評

バラの香りの入浴料と人気のローラーが入ったローズバスギフトと、
マッサージする贅沢なボディパック「ツヤ肌・保潤・引き締め」のギフト。

200万包突破の大ヒット「業務用エステシリーズ」の入浴料。
実際にエステサロンで使われている「プロ仕様」だから売れ続けています。

店頭ディスプレイがしやすいBOX入りです。
キレイに陳列でき、手間もかかりません。
商品説明付きでPOPの役割もしますので
売り上げにも貢献します。

華やかなデザインでギフトにぴったりのローズバスギフトと
贅沢なボディパックの入ったエステギフトがお客様も大満足の価格で販売できます。

エステ気分のバスタイムが自宅で手軽に味わえる
エステシリーズ入浴料はプロがおすすめする本格派！

プロエステには数量限定
で販売に有効なアテン
ションシールが付いてい
ます。

簡単！速攻！効果的！
売り場作りのバックアップ！！

簡単！速攻！効果的！
売り場作りのバックアップ！！
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