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12071 採尿バッグ ― 5枚 ¥2,475 ¥2,250 ¥2,717 ¥2,470

12072 採尿バッグ 1号 5枚 ¥2,475 ¥2,250 ¥2,717 ¥2,470

12091 プロケアー2・F 30 5枚 ¥3,600 ¥3,600 ¥3,900 ¥3,900

12092 プロケアー2・F 40 5枚 ¥3,600 ¥3,600 ¥3,900 ¥3,900

12093 プロケアー2・F 50 5枚 ¥3,600 ¥3,600 ¥3,900 ¥3,900

12094 プロケアー2・F 70 5枚 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,800 ¥4,800

12101 プロケアー2・FA 30 5枚 ¥3,600 ¥3,600 ¥3,900 ¥3,900

12102 プロケアー2・FA 40 5枚 ¥3,600 ¥3,600 ¥3,900 ¥3,900

12103 プロケアー2・FA 50 5枚 ¥3,600 ¥3,600 ¥3,900 ¥3,900

12131 プロケアー2・D 透明 30 10枚 ¥2,650 ¥2,650 ¥2,900 ¥2,900

12132 プロケアー2・D 透明 40 10枚 ¥2,650 ¥2,650 ¥2,900 ¥2,900

12133 プロケアー2・D 透明 50 10枚 ¥2,650 ¥2,650 ¥2,900 ¥2,900

12134 プロケアー2・D 透明 70 10枚 ¥3,100 ¥3,100 ¥3,400 ¥3,400

12141 プロケアー2・C 透明 30 10枚 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,400 ¥2,400

12142 プロケアー2・C 透明 40 10枚 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,400 ¥2,400

12143 プロケアー2・C 透明 50 10枚 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,400 ¥2,400

12151 プロケアー2・U 透明 30 10枚 ¥6,100 ¥6,100 ¥6,500 ¥6,500

12152 プロケアー2・U 透明 40 10枚 ¥6,100 ¥6,100 ¥6,500 ¥6,500

12153 プロケアー2・U 透明 50 10枚 ¥6,100 ¥6,100 ¥6,500 ¥6,500

12161 プロケアー2・IS 40 5枚 ¥3,630 ¥3,300 ¥3,960 ¥3,600

12162 プロケアー2・IS 50 5枚 ¥3,630 ¥3,300 ¥3,960 ¥3,600

12171 プロケアー2・M 40 10枚 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,600

12172 プロケアー2・M 50 10枚 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,600

12201 バイオマックスフランジ B S 5枚 ¥3,600 ¥3,600 ¥3,960 ¥3,960

12202 バイオマックスフランジ B M 5枚 ¥3,600 ¥3,600 ¥3,960 ¥3,960

12203 バイオマックスフランジ B L 5枚 ¥3,600 ¥3,600 ¥3,960 ¥3,960

12211 バイオマックスクローズドパウチ S 10枚 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,200

12212 バイオマックスクローズドパウチ M 10枚 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,200

12213 バイオマックスクローズドパウチ L 10枚 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,200

12221 バイオマックスドレナブルパウチ S 10枚 ¥2,400 ¥2,400 ¥2,640 ¥2,640

12222 バイオマックスドレナブルパウチ M 10枚 ¥2,400 ¥2,400 ¥2,640 ¥2,640

12223 バイオマックスドレナブルパウチ L 10枚 ¥2,400 ¥2,400 ¥2,640 ¥2,640

12231 バイオマックスウリナリーパウチ S 12枚 ¥6,600 ¥6,600 ¥7,260 ¥7,260

12232 バイオマックスウリナリーパウチ M 12枚 ¥6,600 ¥6,600 ¥7,260 ¥7,260

12233 バイオマックスウリナリーパウチ L 12枚 ¥6,600 ¥6,600 ¥7,260 ¥7,260

12331 プロケアー1・フリーカットD 50 10枚 ¥4,600 ¥4,600 ¥5,000 ¥5,000
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12341 プロケアー1・フリーカットC 50 10枚 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,600

12351 プロケアー1・フリーカットU 50 10枚 ¥7,700 ¥7,700 ¥8,400 ¥8,400

12361 プロケア－1・プレカットDc 25 5枚 ¥4,650 ¥4,650 ¥4,950 ¥4,950

12362 プロケア－1・プレカットDc 28 5枚 ¥4,650 ¥4,650 ¥4,950 ¥4,950

12363 プロケア－1・プレカットDc 32 5枚 ¥4,650 ¥4,650 ¥4,950 ¥4,950

12364 プロケア－1・プレカットDc 36 5枚 ¥4,650 ¥4,650 ¥4,950 ¥4,950

12365 プロケア－1・プレカットDc 40 5枚 ¥4,650 ¥4,650 ¥4,950 ¥4,950

12366 プロケア－1・プレカットDc 22 5枚 ¥4,650 ¥4,650 ¥4,950 ¥4,950

12451 バイオユーリン B 10枚 ¥7,200 ¥7,200 ¥7,920 ¥7,920

12461 バイオユーリン A 10枚 ¥5,500 ¥5,500 ¥6,050 ¥6,050

12481 バイオユーリンスーパー B 10枚 ¥7,200 ¥7,200 ¥7,920 ¥7,920

12491 バイオユーリンスーパー A 10枚 ¥5,500 ¥5,500 ¥6,050 ¥6,050

12501 ラパック・スーパーG 80 30枚 ¥2,400 ¥2,400 ¥2,640 ¥2,640

12502 ラパック・スーパーG 100 30枚 ¥2,700 ¥2,700 ¥2,970 ¥2,970

12503 ラパック・スーパーG 125 30枚 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,630 ¥3,630

12511 ラパック・スーパーC 100 30枚 ¥2,100 ¥2,100 ¥2,310 ¥2,310

12512 ラパック・スーパーC 125 30枚 ¥2,700 ¥2,700 ¥2,970 ¥2,970

12521 ラパック・スーパーF 100 30枚 ¥2,550 ¥2,550 ¥2,800 ¥2,800

12522 ラパック・スーパーF 125 30枚 ¥3,150 ¥3,150 ¥3,460 ¥3,460

13381 プロケアー2・FAウロ 30 5枚 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,700 ¥4,700

13382 プロケアー2・FAウロ 40 5枚 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,700 ¥4,700

13383 プロケアー2・FAウロ 50 5枚 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,700 ¥4,700

13641 プロケアー2・D 肌色 30 10枚 ¥2,650 ¥2,650 ¥2,900 ¥2,900

13642 プロケアー2・D 肌色 40 10枚 ¥2,650 ¥2,650 ¥2,900 ¥2,900

13643 プロケアー2・D 肌色 50 10枚 ¥2,650 ¥2,650 ¥2,900 ¥2,900

13651 プロケアー2・C 肌色 30 10枚 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,400 ¥2,400

13652 プロケアー2・C 肌色 40 10枚 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,400 ¥2,400

13653 プロケアー2・C 肌色 50 10枚 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,400 ¥2,400

13661 プロケアー2・U 肌色 30 10枚 ¥6,100 ¥6,100 ¥6,500 ¥6,500

13662 プロケアー2・U 肌色 40 10枚 ¥6,100 ¥6,100 ¥6,500 ¥6,500

13663 プロケアー2・U 肌色 50 10枚 ¥6,100 ¥6,100 ¥6,500 ¥6,500

14181 プロケア－1・プレカットD 20 10枚 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,800 ¥4,800

14182 プロケア－1・プレカットD 25 10枚 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,800 ¥4,800

14183 プロケア－1・プレカットD 30 10枚 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,800 ¥4,800

14184 プロケア－1・プレカットD 35 10枚 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,800 ¥4,800

14185 プロケア－1・プレカットD 40 10枚 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,800 ¥4,800
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14191 プロケア－1・プレカットC 20 10枚 ¥3,100 ¥3,100 ¥3,400 ¥3,400

14192 プロケア－1・プレカットC 25 10枚 ¥3,100 ¥3,100 ¥3,400 ¥3,400

14193 プロケア－1・プレカットC 30 10枚 ¥3,100 ¥3,100 ¥3,400 ¥3,400

14194 プロケア－1・プレカットC 35 10枚 ¥3,100 ¥3,100 ¥3,400 ¥3,400

14195 プロケア－1・プレカットC 40 10枚 ¥3,100 ¥3,100 ¥3,400 ¥3,400

14196 プロケア－1・プレカットC 45 10枚 ¥3,100 ¥3,100 ¥3,400 ¥3,400

14197 プロケア－1・プレカットC 50 10枚 ¥3,100 ¥3,100 ¥3,400 ¥3,400

14201 プロケア－1・プレカットU 15 10枚 ¥7,500 ¥7,500 ¥8,200 ¥8,200

14202 プロケア－1・プレカットU 20 10枚 ¥7,500 ¥7,500 ¥8,200 ¥8,200

14203 プロケア－1・プレカットU 25 10枚 ¥7,500 ¥7,500 ¥8,200 ¥8,200

14204 プロケア－1・プレカットU 30 10枚 ¥7,500 ¥7,500 ¥8,200 ¥8,200

14205 プロケア－1・プレカットU 35 10枚 ¥7,500 ¥7,500 ¥8,200 ¥8,200

15011 ポスパック・K 70 10枚 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,630 ¥3,630

15012 ポスパック・K 110 10枚 ¥4,000 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,400

15021 ポスパック：B ― 10枚 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,840 ¥4,840

15031 ポスパック・ライト 20 30枚 ¥6,600 ¥6,600 ¥7,260 ¥7,260

15032 ポスパック・ライト 25 30枚 ¥6,600 ¥6,600 ¥7,260 ¥7,260

15033 ポスパック・ライト 30 30枚 ¥6,600 ¥6,600 ¥7,260 ¥7,260

15034 ポスパック・ライト 35 30枚 ¥6,600 ¥6,600 ¥7,260 ¥7,260

15035 ポスパック・ライト 40 30枚 ¥6,600 ¥6,600 ¥7,260 ¥7,260

15036 ポスパック・ライト 45 30枚 ¥6,600 ¥6,600 ¥7,260 ¥7,260

15037 ポスパック・ライト 50 30枚 ¥6,600 ¥6,600 ¥7,260 ¥7,260

15041 ポスパック・シンプル ― 30枚 ¥3,900 ¥3,900 ¥4,290 ¥4,290

15361 ユーケアー・U 10 10枚 ¥5,000 ¥5,000 ¥5,500 ¥5,500

15362 ユーケアー・U 20 10枚 ¥5,000 ¥5,000 ¥5,500 ¥5,500

15363 ユーケアー・U 25 10枚 ¥5,000 ¥5,000 ¥5,500 ¥5,500

15364 ユーケアー・U 30 10枚 ¥5,000 ¥5,000 ¥5,500 ¥5,500

15365 ユーケアー・U 35 10枚 ¥5,000 ¥5,000 ¥5,500 ¥5,500

15366 ユーケアー・U 40 10枚 ¥5,000 ¥5,000 ¥5,500 ¥5,500

16401 ユーケアー・Uc 13 10枚 ¥7,150 ¥7,150 ¥7,850 ¥7,850

16402 ユーケアー・Uc 16 10枚 ¥7,150 ¥7,150 ¥7,850 ¥7,850

16403 ユーケアー・Uc 19 10枚 ¥7,150 ¥7,150 ¥7,850 ¥7,850

16404 ユーケアー・Uc 22 10枚 ¥7,150 ¥7,150 ¥7,850 ¥7,850

16405 ユーケアー・Uc 25 10枚 ¥7,150 ¥7,150 ¥7,850 ¥7,850

16406 ユーケアー・Uc 28 10枚 ¥7,150 ¥7,150 ¥7,850 ¥7,850

16407 ユーケアー・Uc 32 10枚 ¥7,150 ¥7,150 ¥7,850 ¥7,850
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16591 ユーケアー2・F M22 5枚 ¥2,900 ¥2,900 ¥3,100 ¥3,100

16592 ユーケアー2・F M25 5枚 ¥2,900 ¥2,900 ¥3,100 ¥3,100

16593 ユーケアー2・F M28 5枚 ¥2,900 ¥2,900 ¥3,100 ¥3,100

16594 ユーケアー2・F L32 5枚 ¥2,900 ¥2,900 ¥3,100 ¥3,100

16595 ユーケアー2・F L36 5枚 ¥2,900 ¥2,900 ¥3,100 ¥3,100

16596 ユーケアー2・F L40 5枚 ¥2,900 ¥2,900 ¥3,100 ¥3,100

16597 ユーケアー2・F L45 5枚 ¥2,900 ¥2,900 ¥3,100 ¥3,100

16598 ユーケアー2・F 65 5枚 ¥3,450 ¥3,450 ¥3,700 ¥3,700

16601 ユーケアー2・Fc M22 5枚 ¥3,950 ¥3,950 ¥4,250 ¥4,250

16602 ユーケアー2・Fc M25 5枚 ¥3,950 ¥3,950 ¥4,250 ¥4,250

16603 ユーケアー2・Fc M28 5枚 ¥3,950 ¥3,950 ¥4,250 ¥4,250

16604 ユーケアー2・Fc L32 5枚 ¥3,950 ¥3,950 ¥4,250 ¥4,250

16605 ユーケアー2・Fc L36 5枚 ¥3,950 ¥3,950 ¥4,250 ¥4,250

16606 ユーケアー2・Fc L40 5枚 ¥3,950 ¥3,950 ¥4,250 ¥4,250

16611 ユーケアー2・Dｆ 透明 M 10枚 ¥2,650 ¥2,650 ¥2,900 ¥2,900

16612 ユーケアー2・Dｆ 透明 L 10枚 ¥2,650 ¥2,650 ¥2,900 ¥2,900

16613 ユーケアー2・Dｆ 透明 65 10枚 ¥3,050 ¥3,050 ¥3,350 ¥3,350

16621 ユーケアー2・D 透明 M 10枚 ¥2,400 ¥2,400 ¥2,640 ¥2,640

16622 ユーケアー2・D 透明 L 10枚 ¥2,400 ¥2,400 ¥2,640 ¥2,640

16623 ユーケアー2・D 透明 65 10枚 ¥2,900 ¥2,900 ¥3,150 ¥3,150

16631 ユーケアー2・Cf 透明 M 10枚 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,400 ¥2,400

16632 ユーケアー2・Cf 透明 L 10枚 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,400 ¥2,400

16641 ユーケアー2・Fu M13 5枚 ¥3,450 ¥3,450 ¥3,700 ¥3,700

16642 ユーケアー2・Fu M16 5枚 ¥3,450 ¥3,450 ¥3,700 ¥3,700

16643 ユーケアー2・Fu M19 5枚 ¥3,450 ¥3,450 ¥3,700 ¥3,700

16644 ユーケアー2・Fu M22 5枚 ¥3,450 ¥3,450 ¥3,700 ¥3,700

16645 ユーケアー2・Fu M25 5枚 ¥3,450 ¥3,450 ¥3,700 ¥3,700

16646 ユーケアー2・Fu M28 5枚 ¥3,450 ¥3,450 ¥3,700 ¥3,700

16647 ユーケアー2・Fu L32 5枚 ¥3,450 ¥3,450 ¥3,700 ¥3,700

16651 ユーケアー2・Fuc M13 5枚 ¥4,500 ¥4,500 ¥4,850 ¥4,850

16652 ユーケアー2・Fuc M16 5枚 ¥4,500 ¥4,500 ¥4,850 ¥4,850

16653 ユーケアー2・Fuc M19 5枚 ¥4,500 ¥4,500 ¥4,850 ¥4,850

16654 ユーケアー2・Fuc M22 5枚 ¥4,500 ¥4,500 ¥4,850 ¥4,850

16655 ユーケアー2・Fuc M25 5枚 ¥4,500 ¥4,500 ¥4,850 ¥4,850

16656 ユーケアー2・Fuc M28 5枚 ¥4,500 ¥4,500 ¥4,850 ¥4,850

16657 ユーケアー2・Fuc L32 5枚 ¥4,500 ¥4,500 ¥4,850 ¥4,850



アルケア株式会社 改定日 2023年4月3日

メーカー希望
小売価格
(税込み）

本体価格
メーカー希望
小売価格
(税込み）

本体価格

改定後
商品コード
No.

商品名 種類 1函入数

改定前

16661 ユーケアー2・U M 10枚 ¥5,250 ¥5,250 ¥5,650 ¥5,650

16662 ユーケアー2・U L 10枚 ¥5,250 ¥5,250 ¥5,650 ¥5,650

16671 ユーケアー2・M M 10枚 ¥3,150 ¥3,150 ¥3,300 ¥3,300

16672 ユーケアー2・M L 10枚 ¥3,150 ¥3,150 ¥3,300 ¥3,300

16691 ユーケアー2・IS M 5枚 ¥3,465 ¥3,150 ¥3,740 ¥3,400

16692 ユーケアー2・IS L 5枚 ¥3,465 ¥3,150 ¥3,740 ¥3,400

16761 ユーケアー・D 肌色 30枚 ¥7,200 ¥7,200 ¥7,800 ¥7,800

16771 ユーケアー・D フィルターなし 30枚 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,900 ¥6,900

16781 ユーケアー・D 20 30枚 ¥7,200 ¥7,200 ¥7,800 ¥7,800

16782 ユーケアー・D 25 30枚 ¥7,200 ¥7,200 ¥7,800 ¥7,800

16783 ユーケアー・D 30 30枚 ¥7,200 ¥7,200 ¥7,800 ¥7,800

16784 ユーケアー・D 35 30枚 ¥7,200 ¥7,200 ¥7,800 ¥7,800

16785 ユーケアー・D 40 30枚 ¥7,200 ¥7,200 ¥7,800 ¥7,800

16786 ユーケアー・D 45 30枚 ¥7,200 ¥7,200 ¥7,800 ¥7,800

16787 ユーケアー・D 50 30枚 ¥7,200 ¥7,200 ¥7,800 ¥7,800

16791 ユーケアー・C 肌色 30枚 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,900 ¥6,900

16801 ユーケアー・C 20 30枚 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,900 ¥6,900

16802 ユーケアー・C 25 30枚 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,900 ¥6,900

16803 ユーケアー・C 30 30枚 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,900 ¥6,900

16804 ユーケアー・C 35 30枚 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,900 ¥6,900

16805 ユーケアー・C 40 30枚 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,900 ¥6,900

16806 ユーケアー・C 45 30枚 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,900 ¥6,900

16807 ユーケアー・C 50 30枚 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,900 ¥6,900

16811 ユーケアー・Dc 22 10枚 ¥5,900 ¥5,900 ¥6,400 ¥6,400

16812 ユーケアー・Dc 25 10枚 ¥5,900 ¥5,900 ¥6,400 ¥6,400

16813 ユーケアー・Dc 28 10枚 ¥5,900 ¥5,900 ¥6,400 ¥6,400

16814 ユーケアー・Dc 32 10枚 ¥5,900 ¥5,900 ¥6,400 ¥6,400

16815 ユーケアー・Dc 36 10枚 ¥5,900 ¥5,900 ¥6,400 ¥6,400

16816 ユーケアー・Dc 40 10枚 ¥5,900 ¥5,900 ¥6,400 ¥6,400

16817 ユーケアー・Dc 45 10枚 ¥5,900 ¥5,900 ¥6,400 ¥6,400

16818 ユーケアー・Dc 50 10枚 ¥5,900 ¥5,900 ¥6,400 ¥6,400

16821 ユーケアー・Cc 22 10枚 ¥4,100 ¥4,100 ¥4,500 ¥4,500

16822 ユーケアー・Cc 25 10枚 ¥4,100 ¥4,100 ¥4,500 ¥4,500

16823 ユーケアー・Cc 28 10枚 ¥4,100 ¥4,100 ¥4,500 ¥4,500

16824 ユーケアー・Cc 32 10枚 ¥4,100 ¥4,100 ¥4,500 ¥4,500

16825 ユーケアー・Cc 36 10枚 ¥4,100 ¥4,100 ¥4,500 ¥4,500
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16826 ユーケアー・Cc 40 10枚 ¥4,100 ¥4,100 ¥4,500 ¥4,500

16827 ユーケアー・Cc 45 10枚 ¥4,100 ¥4,100 ¥4,500 ¥4,500

16828 ユーケアー・Cc 50 10枚 ¥4,100 ¥4,100 ¥4,500 ¥4,500

16981 イレファイン D-30 10枚 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,900 ¥6,900

16982 イレファイン D-40 10枚 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,900 ¥6,900

16983 イレファイン D-50 10枚 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,900 ¥6,900

16984 イレファイン D-70 5枚 ¥2,600 ¥2,600 ¥2,850 ¥2,850

16991 イレファイン Dキャップ30 10枚 ¥7,300 ¥7,300 ¥7,500 ¥7,500

16992 イレファイン Dキャップ40 10枚 ¥7,300 ¥7,300 ¥7,500 ¥7,500

16993 イレファイン Dキャップ50 10枚 ¥7,300 ¥7,300 ¥7,500 ¥7,500

17441 ユーケアー・TD 肌色 10枚 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,900 ¥3,900

17451 ユーケアー・TD フィルターなし 10枚 ¥3,400 ¥3,400 ¥3,600 ¥3,600

17461 ユーケアー・TD 20 10枚 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,900 ¥3,900

17462 ユーケアー・TD 25 10枚 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,900 ¥3,900

17463 ユーケアー・TD 30 10枚 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,900 ¥3,900

17464 ユーケアー・TD 35 10枚 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,900 ¥3,900

17465 ユーケアー・TD 40 10枚 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,900 ¥3,900

17466 ユーケアー・TD 45 10枚 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,900 ¥3,900

17467 ユーケアー・TD 50 10枚 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,900 ¥3,900

17471 ユーケアー・TDc 22 10枚 ¥7,150 ¥7,150 ¥7,550 ¥7,550

17472 ユーケアー・TDc 25 10枚 ¥7,150 ¥7,150 ¥7,550 ¥7,550

17473 ユーケアー・TDc 28 10枚 ¥7,150 ¥7,150 ¥7,550 ¥7,550

17474 ユーケアー・TDc 32 10枚 ¥7,150 ¥7,150 ¥7,550 ¥7,550

17475 ユーケアー・TDc 36 10枚 ¥7,150 ¥7,150 ¥7,550 ¥7,550

17476 ユーケアー・TDc 40 10枚 ¥7,150 ¥7,150 ¥7,550 ¥7,550

17477 ユーケアー・TDc 45 10枚 ¥7,150 ¥7,150 ¥7,550 ¥7,550

17478 ユーケアー・TDc 50 10枚 ¥7,150 ¥7,150 ¥7,550 ¥7,550

17741 ユーケアー2・Dｆ 肌色 M 10枚 ¥2,650 ¥2,650 ¥2,900 ¥2,900

17742 ユーケアー2・Dｆ 肌色 L 10枚 ¥2,650 ¥2,650 ¥2,900 ¥2,900

17751 ユーケアー2・D 肌色 M 10枚 ¥2,400 ¥2,400 ¥2,640 ¥2,640

17752 ユーケアー2・D 肌色 L 10枚 ¥2,400 ¥2,400 ¥2,640 ¥2,640

17761 ユーケアー2・TDｆ 透明 M 10枚 ¥3,400 ¥3,400 ¥3,650 ¥3,650

17762 ユーケアー2・TDｆ 透明 L 10枚 ¥3,400 ¥3,400 ¥3,650 ¥3,650

17763 ユーケアー2・TDｆ 透明 65 10枚 ¥3,800 ¥3,800 ¥4,100 ¥4,100

17771 ユーケアー2・TDｆ 肌色 M 10枚 ¥3,400 ¥3,400 ¥3,650 ¥3,650

17772 ユーケアー2・TDｆ 肌色 L 10枚 ¥3,400 ¥3,400 ¥3,650 ¥3,650
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17781 ユーケアー2・TD 透明 M 10枚 ¥3,150 ¥3,150 ¥3,450 ¥3,450

17782 ユーケアー2・TD 透明 L 10枚 ¥3,150 ¥3,150 ¥3,450 ¥3,450

17783 ユーケアー2・TD 透明 65 10枚 ¥3,600 ¥3,600 ¥3,950 ¥3,950

17791 ユーケアー2・TD 肌色 M 10枚 ¥3,150 ¥3,150 ¥3,450 ¥3,450

17792 ユーケアー2・TD 肌色 L 10枚 ¥3,150 ¥3,150 ¥3,450 ¥3,450

17801 ユーケアー2・Cf 肌色 M 10枚 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,400 ¥2,400

17802 ユーケアー2・Cf 肌色 L 10枚 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,400 ¥2,400

18101 バイオクローズ・A M 20枚 ¥3,100 ¥3,100 ¥3,410 ¥3,410

18111 バイオクローズ・Aフィルター M 20枚 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,850 ¥3,850

18171 イレファイン Dキャップフラット40 10枚 ¥6,800 ¥6,800 ¥7,000 ¥7,000

18172 イレファイン Dキャップフラット50 10枚 ¥6,800 ¥6,800 ¥7,000 ¥7,000

18173 イレファイン Dキャップフラット60 10枚 ¥6,800 ¥6,800 ¥7,000 ¥7,000

18261 セルケア2・TDf M 10枚 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,600 ¥3,600

18262 セルケア2・TDf L 10枚 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,600 ¥3,600

18263 セルケア2・TDf LL 10枚 ¥4,000 ¥4,000 ¥4,100 ¥4,100

18271 セルケア2・Df M 10枚 ¥2,800 ¥2,800 ¥3,000 ¥3,000

18272 セルケア2・Df L 10枚 ¥2,800 ¥2,800 ¥3,000 ¥3,000

18273 セルケア2・Df LL 10枚 ¥3,200 ¥3,200 ¥3,400 ¥3,400

18281 セルケア2・Cf M 10枚 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,700 ¥2,700

18282 セルケア2・Cf L 10枚 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,700 ¥2,700

18671 セルケア2・TDf 肌色 M 10枚 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,600 ¥3,600

18672 セルケア2・TDf 肌色 L 10枚 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,600 ¥3,600

18681 セルケア2・U M 10枚 ¥5,500 ¥5,500 ¥5,700 ¥5,700

18682 セルケア2・U L 10枚 ¥5,500 ¥5,500 ¥5,700 ¥5,700

18691 セルケア1・C 20フリー 10枚 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,600 ¥3,600

18701 セルケア1・TD 20フリー 10枚 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,200 ¥6,200

18702 セルケア1・TD 25 10枚 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,200 ¥6,200

18703 セルケア1・TD 30 10枚 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,200 ¥6,200

18704 セルケア1・TD 35 10枚 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,200 ¥6,200

18705 セルケア1・TD 40 10枚 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,200 ¥6,200

18706 セルケア1・TD 70フリー 5枚 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,600 ¥3,600

18711 セルケア1・TDc 22 5枚 ¥4,750 ¥4,750 ¥4,850 ¥4,850

18712 セルケア1・TDc 25 5枚 ¥4,750 ¥4,750 ¥4,850 ¥4,850

18713 セルケア1・TDc 28 5枚 ¥4,750 ¥4,750 ¥4,850 ¥4,850

18714 セルケア1・TDc 32 5枚 ¥4,750 ¥4,750 ¥4,850 ¥4,850

18715 セルケア1・TDc 36 5枚 ¥4,750 ¥4,750 ¥4,850 ¥4,850
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18716 セルケア1・TDc 40 5枚 ¥4,750 ¥4,750 ¥4,850 ¥4,850

18717 セルケア1・TDc 45 5枚 ¥4,750 ¥4,750 ¥4,850 ¥4,850

18718 セルケア1・TDc 50 5枚 ¥4,750 ¥4,750 ¥4,850 ¥4,850

18721 セルケア1・U 10フリー 10枚 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,300 ¥8,300

18722 セルケア1・U 20 10枚 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,300 ¥8,300

18723 セルケア1・U 25 10枚 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,300 ¥8,300

18724 セルケア1・U 30 10枚 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,300 ¥8,300

18725 セルケア1・U 35 10枚 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,300 ¥8,300

18726 セルケア1・U 40 10枚 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,300 ¥8,300

18911 セルケア2・D キャップ 透明 M 10枚 ¥5,500 ¥5,500 ¥5,700 ¥5,700

18912 セルケア2・D キャップ 透明 L 10枚 ¥5,500 ¥5,500 ¥5,700 ¥5,700

18913 セルケア2・D キャップ 透明 LL 10枚 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,200 ¥6,200

18921 セルケア1・D キャップ 20フリー 10枚 ¥8,500 ¥8,500 ¥8,700 ¥8,700

18922 セルケア1・D キャップ 25 10枚 ¥8,500 ¥8,500 ¥8,700 ¥8,700

18923 セルケア1・D キャップ 30 10枚 ¥8,500 ¥8,500 ¥8,700 ¥8,700

18924 セルケア1・D キャップ 35 10枚 ¥8,500 ¥8,500 ¥8,700 ¥8,700

18925 セルケア1・D キャップ 40 10枚 ¥8,500 ¥8,500 ¥8,700 ¥8,700

18926 セルケア1・D キャップ 70フリー 10枚 ¥9,500 ¥9,500 ¥9,700 ¥9,700

19421 セルケア1・TD 肌色 10枚 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,200 ¥6,200

19431 セルケア1・D キャップ 肌色 10枚 ¥8,500 ¥8,500 ¥8,700 ¥8,700

19441 セルケア2・D キャップ 肌色 M 10枚 ¥5,500 ¥5,500 ¥5,700 ¥5,700

19442 セルケア2・D キャップ 肌色 L 10枚 ¥5,500 ¥5,500 ¥5,700 ¥5,700

20141 セルケア1・TDc 45フリー 5枚 ¥4,750 ¥4,750 ¥4,850 ¥4,850

20142 セルケア1・TDc 55フリー 5枚 ¥4,750 ¥4,750 ¥4,850 ¥4,850

20161 ユーケアー・TDc 45フリー 10枚 ¥7,150 ¥7,150 ¥7,550 ¥7,550

20162 ユーケアー・TDc 55フリー 10枚 ¥7,150 ¥7,150 ¥7,550 ¥7,550


