
Ai Monasteri KOBE

価格表 （2022年10月3日～）

※価格はすべて税込です
スキンケア・ボディケア

商品名 商品コード 改正前 改正後
スキンケア スターターキット lv9980412 ¥2,050 ¥2,050
化粧水3種トライアルセット lv9980410 ¥1,350 ¥1,350
スキンケア2種トライアルセット lv9980415 ¥1,500 ¥1,500
クレンジングミルク 【 ラッテ デテルジェンテ 】 ai5020001 ¥3,600 ¥3,600
聖ヴィンチェンツォ修道院のラベンダー化粧水 【 アクア トニカ アラ ラヴァンダ 】 ai5020251 ¥3,650 ¥3,850
ローズ化粧水 【 アクア ディ ローゼ 】 ai5020006 ¥3,000 ¥3,200
ドメニコ修道会伝統レシピのローズ化粧水 【 アクア ディ ローゼ スペリオーレ 】 ai5020203 ¥3,300 ¥3,500
ハチミツ美容ジェルマスク【マスケラ ディ ベッレッツァ アル ミエーレ】 ai5020301 ¥5,800 ¥6,000
ローヤルゼリー美容ジェルマスク【マスケラ ディ ベッレッツァ アラ パッパレアーレ】 ai5020302 ¥6,450 ¥6,700
ローヤルゼリー美容液 【 パッパ レアーレ コズメティカ 】 ai5020569 ¥7,500 ¥7,800
フルイド スキャレンテ ai5020570 ¥6,000 ¥6,000
ローヤルゼリークリーム 【 クレマ アラ パッパレアーレ 】 ai5020011 ¥7,700 ¥8,000
ローヤルゼリークリーム 【 クレマ アラ パッパレアーレ 】（素材の香り） ai5020013 ¥7,200 ¥7,500
アイクリーム 【 クレマ コントルノ オッキ 】 ai5020016 ¥5,450 ¥5,450
カマルドリ修道会の蜂蜜リップクリーム ai5010347 ¥2,000 ¥2,000
プロポリス リップクリーム 【チェラ リクイダ プロポリ】 ai5010355 ¥1,650 ¥1,750
聖ヴィンチェンツォ修道院のボディオイル - スミレ 【Olio Corpo alla Viola S.Vincenzo】 ai5020573 ¥3,700 ¥3,950
聖ヴィンチェンツォ修道院のボディオイル - ローズ 【Olio Corpo alla Rosa S.Vincenzo】 ai5020574 ¥3,700 ¥3,950
ハンドクリーム 【 クレママーニ 】 ai5020415 ¥2,850 ¥3,000
セルライトケアクリーム【クレマ チェッルリーテ】 ai5020401 ¥4,950 ¥4,950
モイスチャーボディローション 【 ロッツィオネ ドポバンニョ ペレ セッカ 】 ai5020410 ¥3,300 ¥3,500
日焼け止めクリーム 【 クレマ アブロンツァンテ AP 】 ai5010467 ¥4,000 ¥4,000
[お試し10mL] セルライトケアクリーム【クレマ チェッルリーテ】 lv9980451 ¥650 ¥650
[お試し10mL] モイスチャーボディローション 【 ロッツィオネ ドポバンニョ ペレ セッカ 】 lv9980452 ¥550 ¥600
[お試し10mL] 日焼け止めクリーム 【 クレマ アブロンツァンテ AP 】 lv9980454 ¥650 ¥650
香水

商品名 商品コード 改正前 改正後
Miniprofumo 【香水-ミニプロフーモ】 ai5051101 ¥2,150 ¥2,300
Miniprofumo 【香水-ミニプロフーモ】 2本セット ai5051101 ¥4,100 ¥4,400
Profumo di Rosa Bulgara Sublime A.F. DOMENICANI 【 香水 - ローズ 】 ai5050552 ¥7,000 ¥7,400
Acqua ai Fiori di Lavanda 【 香水 - ラベンダー 】 ai5050505 ¥6,400 ¥6,800



Ai Monasteri KOBE

香水100mL各種 ai5050509 ¥8,800 ¥9,300
香水サンプル各種 lv9980952 ¥250 ¥250

バスコスメ

商品名 商品コード 改正前 改正後
石鹸各種 ai5040412 ¥1,700 ¥1,800
バスソルト各種 ai5030302 ¥3,500 ¥3,650
バスオイル各種 ai5060580 ¥3,500 ¥3,650
ボディソープ各種 ai5070457 ¥3,250 ¥3,300
バスビネガー各種 ai5080121 ¥3,500 ¥3,500
ヘアケア スターターキット lv9980421 ¥1,100 ¥1,000
聖ヴィンチェンツォ修道院のローズシャンプー 【 シャンポ リヴィタリッツァンテ アラ ローザ 】 ai5090202 ¥3,250 ¥3,300
聖ヴィンチェンツォ修道院のラベンダーシャンプー 【 シャンポ リヴィタリッツァンテ アラ ラヴァンダ 】 ai5090201 ¥3,250 ¥3,300
ヘアコンディショナー 【 アチェト カペッリ 】 ai5090221 ¥2,950 ¥3,000

食品

商品名 商品コード 改正前 改正後
蜂蜜各種 ai0511592 ¥2,150 ¥2,250
蜂蜜50g ３種セット ai0511592 ¥2,150 ¥2,250
ハーブティ各種 (2023年～) ai0111145 ¥2,000 ¥2,100
フランチェスコ修道会のエキストラバージンオリーブオイル 【DOP SABINA】 ai0041395 ¥2,900 ¥2,900
 『２本セット』フランチェスコ修道会のエキストラバージンオリーブオイル 【DOP SABINA】 ai0041396 ¥5,600 ¥5,600
 『３本セット』フランチェスコ修道会のエキストラバージンオリーブオイル 【DOP SABINA】 ai0041397 ¥8,100 ¥8,100
 『６本セット』フランチェスコ修道会のエキストラバージンオリーブオイル 【DOP SABINA】 ai0041398 ¥15,600 ¥15,600
Caramella Anice - 【聖シルヴェストロ修道院】 アニスキャンディー ai0222001 ¥1,050 ¥1,100
Caramella Zenzero e Limone - 【聖シルヴェストロ修道院】 ジンジャーとレモンのキャンディー ai0222002 ¥1,050 ¥1,100
Caramella Propoli Eucaliptus - プロポリスとユーカリのキャンディー 45g ai0221012 ¥600 ¥650
Caramella Propoli Eucaliptus - プロポリスとユーカリのキャンディー 100g ai0221012 ¥1,150 ¥1,200

酒類

商品名 商品コード 改正前 改正後
リキュール各種 ai3028001 ¥3,300 ¥3,300
カマルドリ修道院のワイン 各種 ai3041408 ¥3,300 ¥3,300
アロマワイン各種 ai3050002 ¥3,300 ¥3,300
パッパレアーレ プーラ イン オッシメーレ（飲むローヤルゼリー） ai3500001 ¥4,400 ¥4,400
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雑貨

商品名 商品コード 改正前 改正後
ABETOL　【アベトル】 5mL ai9020995 ¥1,800 ¥1,900
ABETOL　【アベトル】 10mL ai9020995 ¥3,100 ¥3,300
アロマオイル各種 ai9020490 ¥1,600 ¥1,700
天然蜜蝋のローズアートキャンドル ai9070014 ¥4,350 ¥4,350
ゼラニウムの香り 天然蜜蝋のアロマキャンドル ai9070021 ¥4,000 ¥4,000
ベルガモットの香り 天然蜜蝋のアロマキャンドル ai9070038 ¥4,000 ¥4,000
ミルラ（没薬）の雫/お香・樹脂香 ai9040954 ¥2,500 ¥2,600
フランキンセンス（乳香）の雫/お香・樹脂香 ai9040955 ¥2,500 ¥2,600
［カマルドリ修道会］ルームミストーラベンダーの香り（クローゼットやリネン類にも） ai9030483 ¥2,500 ¥2,600
［クラリッセ修道会］ルームミストーローズの香り ai9031546 ¥2,500 ¥2,600
ポプリ各種 (2023年～) ai9011281 ¥2,150 ¥2,250

その他

商品名 商品コード 改正前 改正後
送料（宅配便） ※10,000円以上お買い上げで無料 ¥550 ¥600
送料（レターパックライト）　※5,000円以上お買い上げで無料 ¥370 ¥370
決済手数料（商品代引・NP後払い） ¥330 ¥330
プラスチックレジ袋 - ¥5
ショッパーバッグ小 - ¥50
ショッパーバッグ大 - ¥80
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