
お名前

【⾒積り依頼シート 送付先】
FAX 0120-821-827
MAIL https://onlinekaitori.com/purchase/contact

商品リストに、必要事項を⼊⼒して弊社宛てにお送りください。
賞味期限や品質保持期限がある商品は、品質保持期限をご記⼊ください。
また、リニューアル前の旧製品・箱汚れ等も備考欄にご記⼊をお願いいたします。

コード 商品名 個数 品質保持期限・備考
ニュートリライト （栄養補助⾷品）
ニュートリライト （栄養補助⾷品）ベースサプリメント

5015 トリプルX 3セル
5050 トリプルX（レフィル）
5026 トリプルX（個包装）
5040 トリプルX 専⽤トレイ

5165 ニュートリ プロテイン（オールプラント）
5182 ニュートリ プロテイン（オールプラント） お得⽤
547 ニュートリライト バランス プロテイン ミックス（ベリー）
583 ニュートリライト バランス プロテイン ミックス（抹茶）

5460 ニュートリライト バランス プロテイン ミックス（チョコレート）
5813 ニュートリライト バランス プロテイン ミックス（チョコレート） お得⽤
5294 プロテイン2ゴー アップル 6袋⼊
5335 プロテイン2ゴー アップル 30袋⼊
5694 プロテイン2ゴー グレープ&ラズベリー 6袋⼊
5695 プロテイン2ゴー グレープ&ラズベリー 30袋⼊
5070 プロテイン シェーカー

5011 ニュートリライト ベーシックセット
5012 ニュートリライト ベーシックセット（ベリー）
5013 ニュートリライト ベーシックセット（抹茶）
5463 ニュートリライト ベーシックセット（チョコレート）

ニュートリライト （栄養補助⾷品）ベースサポートサプリメント
5512 ニュートリ プロバイオ プラス
5509 ニュートリ プロバイオ
5014 ニュートリ ファイバー パウダー
519 ブレイン&ハート（DHA＆EPA）

5814 ブレイン&ハート（DHA＆EPA） お得⽤
5910 コーキューテン（45粒）
5810 コーキューテン お徳⽤（90粒）

ニュートリライト （栄養補助⾷品）その他のサプリメント
5009 ニュートリ ファイバー ブレンド（チュアブル）
527 ニュートリ ファイトプラス
549 ニュートリ ファイトプラス（チュアブルタイプ）
16 ハニー・E・レシ（チュアブル）
8 ニュートリ Qプラス

5365 デイリー（チュアブル）
520 ミックス カロチン

5052 ビタミンB プラス（オールデータイプ）

アムウェイ⾒積り依頼シート 有限会社ベストケアオンライン宛



コード 商品名 個数 品質保持期限・備考
5130 ビタミンC プラス（オールデータイプ）
5595 ビタミンD プラス

18 ホイート・ジャーム・E
552 カルマグ D プラス
513 カル・D（チュアブル）
514 アイロニクス（チュアブル）

5436 ニュートリライト メンズ エナジー パック
5437 ニュートリライト ウィメンズ バイタリティ パック
5438 ニュートリライト ゴールデンエイジ パック
5739 スリーピングッド（GABA&サンソウニン）
5524 ニュートリ プロバイオ メンタルテクト
524 ドリーミィナイト バレリアン

4983 モーニングッド 10本⼊り
2983 モーニングッド 30本⼊り
551 ガーリック
550 シベリアニンジン&イチョウ葉

5424 グルコサミン&コンドロイチン
5245 メモプラス（シスタンシェ）
528 グレースエイジ（⼤⾖イソフラボン）

5033 ノコギリヤシ&ネトル
5243 ボーンテクト プラス
5734 アイ ブレンド
5021 アイ ブレンドA（ビルベリー）（販売終了）
5071 コレスパート（テアフラビン）
521 ウコン プラス
50 ダイエット・サプリメント
51 パワーフィット・サプリメント

585 カロリージャスト（⽩インゲン⾖）（90粒）
572 カロリージャスト（⽩インゲン⾖） お徳⽤（180粒）
523 ウインドガード（エキネシア）

8721 アレルテクト（シナモン）
17 ビューティー SHN（120粒）

571 ビューティー SHN お徳⽤（240粒）
5662 ファイトパウダー クリアレモン（キャニスタータイプ）
5603 ファイトパウダー シチリアオレンジ（キャニスタータイプ）
5664 ファイトパウダー リッチアセロラ（キャニスタータイプ）
5638 ファイトジュース
5614 コンブチャーム
5518 ハーブラスト レモン
5519 ハーブラスト レモン 10本⼊り

29 ハーブラスト アッサムティー
581 ハーブラスト アッサムティー 10本⼊り
53 ハーブラスト 抹茶

582 ハーブラスト 抹茶 10本⼊り

5602 ニュートリキッズ ファイトスムージー
5534 ニュートリキッズ プロバイオC
5425 ニュートリキッズ トリプルバランス
5426 ニュートリキッズ カルチャージ

2056 TRUVIVITY トゥルーユース サプリメント
2068 TRUVIVITY トゥルーユース パウダードリンク
5291 TRUVIVITY トゥルーアクア サプリメント
5296 TRUVIVITY トゥルーアクア パウダードリンク



コード 商品名 個数 品質保持期限・備考
メディカラダ ウォーク

5713 メディカラダ ウォーク（脚⽤運動機器）

メディブロック
4310 メディブロック 磁気治療器 3個⼊り（薬記法により買取不可）
4311 メディブロック 磁気治療器⽤ 交換シール
4312 メディブロック 磁気治療器⽤サポーター（腰⽤） S/M サイズ
4313 メディブロック 磁気治療器⽤サポーター（腰⽤） L サイズ
4314 メディブロック 磁気治療器⽤サポーター（ひざ⽤） S サイズ
4315 メディブロック 磁気治療器⽤サポーター（ひざ⽤） M サイズ
4316 メディブロック 磁気治療器⽤サポーター（ひざ⽤） L サイズ
4004 家庭⽤磁気治療器 接着シール（60枚⼊り）
4005 家庭⽤磁気治療器 ミニ交換⽤パッチ（30枚⼊り）

XS（エクセス）
5159 XS エナジードリンク トロピカル 6本⼊り
5160 XS エナジードリンク トロピカル 24本⼊り
5320 XS エナジードリンク サミットブリーズ 6本⼊り
5321 XS エナジードリンク サミットブリーズ 24本⼊り
5112 XS エナジードリンク クランベリーグレープ 6本⼊り
5123 XS エナジードリンク クランベリーグレープ 24本⼊り
5317 XS エナジードリンク グレープフルーツ 6本⼊り
5318 XS エナジードリンク グレープフルーツ 24本⼊り
5151 XS エナジードリンク ラグナサンシャイン 6本⼊り
5229 XS エナジードリンク ラグナサンシャイン 24本⼊り
5414 XS エナジードリンク エクストラバーン ミックスベリーブラスト 6本⼊り
5415 XS エナジードリンク エクストラバーン ミックスベリーブラスト 12本⼊り
5106 XS エナジードリンク エクストラバーン カフェインゼロ ジンジャー 6本⼊り
5107 XS エナジードリンク エクストラバーン カフェインゼロ ジンジャー 12本⼊り
5645 XS エナジードリンク エクストラバーン ブルーベリーライム 6本⼊り
5646 XS エナジードリンク エクストラバーン ブルーベリーライム 12本⼊り
5667 XS エナジードリンク エクストラ カフェインゼロ シールドエナジー 6本⼊り
5668 XS エナジードリンク エクストラ カフェインゼロ シールドエナジー 12本⼊り
5806 XS エナジードリンク エクストラ ズーム フォーカス 6本⼊り
5807 XS エナジードリンク エクストラ ズーム フォーカス 12本⼊り

5817 XS ホエイプロテイン リッチバニラ
5609 XS マッスル マルチプライヤー ドラゴンフルーツ（販売終了予定）
5044 XS マッスル マルチプライヤー ワイルドベリー（販売終了予定）
5607 XS マッスル マルチプライヤー ゼリー パイナップル
5690 XS バーンフィット パウダー
5689 XS クレアチン パウダー
5469 XS パワードライブ
5467 XS アクティブパウダー

5497 XS シービィーディー クリーム
5498 XS シービィーディー スプレー

アーティストリー （スキンケア）
アーティストリー スキンNT

1830 スキンNT クレンジングクリーム
1831 スキンNT クレンジングオイル
1829 スキンNT クレンジングウォーター

1838 スキンNT さっぱり フェイスウォッシュ



コード 商品名 個数 品質保持期限・備考
1839 スキンNT さっぱり ローション
1840 スキンNT さっぱり モイスチャージェル

1841 スキンNT しっとり フェイスウォッシュ
1842 スキンNT しっとり ローション
1843 スキンNT しっとり モイスチャージェル
1844 スキンNT しっとり アイジェル

1832 スキンNT ハリフェイスウォッシュ
1833 スキンNT ハリローション
1834 スキンNT ハリミルキーエマルジョン
1835 スキンNT ハリクリーム
1836 スキンNT ハリアイクリーム

1837 スキンNT ひきしめクリーム

1426 スキンNT フレッシュエッセンス アドバンスト

1396 スキンNT UVプロテクトミルク

アーティストリー パーソナライズ セラム
7001 パーソナライズ セラム ベース美容液
7003 パーソナライズ セラム 保湿カプセル
7005 パーソナライズ セラム ハリカプセル
7007 パーソナライズ セラム ひきしめカプセル
7009 パーソナライズ セラム 澄肌カプセル
7011 パーソナライズ セラム 透明感カプセル

アーティストリー パーソナライズ マスク
1101 パーソナライズ マスク ブライトクレイ マスク
1103 パーソナライズ マスク シーバムクリア マスク
1100 パーソナライズ マスク シュガースクラブ マスク
1102 パーソナライズ マスク ウォームバーム マスク
1104 パーソナライズ マスク モイスチャー マスク

アーティストリー パーソナライズ ボディ
1976 パーソナライズ ボディ ボディウオッシュ
1977 パーソナライズ ボディ ボディスクラブ
1978 パーソナライズ ボディ ボディセラム
1975 パーソナライズ ボディ ボディジェル
1979 パーソナライズ ボディ ボディクリーム

アーティストリー インテンシブ-プロ
1144 インテンシブ-プロ ビューティスリーピング マスク
1173 インテンシブ-プロ 14 ナイツ リペアシリーズ
1188 インテンシブ-プロ インナー エッセンス
142 インテンシブ-プロ スキンリフィニッシャー

アーティストリー シュプリーム LX
9024 シュプリーム LX クリーム
9026 シュプリーム LX アイクリーム

アーティストリー イデアル ラディアンス
9112 イデアル ラディアンス クレンジングフォーム
9114 イデアル ラディアンス ブライトニング ローション



コード 商品名 個数 品質保持期限・備考
9118 イデアル ラディアンス ミルキー エマルジョン
9120 イデアル ラディアンス クリーム
963 イデアル ラディアンス UVプロテクト（販売終了予定）

アーティストリー スペシャルケア
1112 ファイト UV ブロック（販売終了予定）
1022 ボタニカル フェイシャル オイル
1039 ホームエスティシャン クリア ブラシヘッド

アーティストリー スタジオ
1193 アーティストリー スタジオ クレンジングバーム
1194 アーティストリー スタジオ 洗顔パウダー
1195 アーティストリー スタジオ オイルインローション
1196 アーティストリー スタジオ エッセンス（うるおい）
1197 アーティストリー スタジオ エッセンス（ハリ・ツヤ）
1198 アーティストリー スタジオ カプセルクリーム

アーティストリー メン
1791 アーティストリー メン ジェントル フェイス ウォッシュ
1792 アーティストリー メン バランシング ハイドレーター
1793 アーティストリー メン エンバイビング エマルジョン
1794 アーティストリー メン セラム コンセントレート（旧:チャージング エレメント）
1088 アーティストリー メン フォーミング シェーブ ジェル

アーティストリー （メイク）
アーティストリー トーンアップ グロウ ベース カラー

1381 トーンアップ グロウ ベース カラー ピーチ
1381 トーンアップ グロウ ベース カラー ラベンダー

ユースエクセンド リフティング スムージング ファンデーション
9037 ユースエクセンド リフティング スムージング ファンデーション ピンクオークル01
9038 ユースエクセンド リフティング スムージング ファンデーション オークル00
9039 ユースエクセンド リフティング スムージング ファンデーション オークル01
9040 ユースエクセンド リフティング スムージング ファンデーション ベージュオークル00

9041 ユースエクセンド リフティング スムージング ファンデーション ベージュオークル01

9042 ユースエクセンド リフティング スムージング ファンデーション ベージュオークル02

エグザクト フィット クッションファンデーション ハイカバー
1180 エグザクト フィット クッションファンデーション ハイカバー ライトナチュラル
1181 エグザクト フィット クッションファンデーション ハイカバー ナチュラル
1182 エグザクト フィット クッションファンデーション ハイカバー レフィル ライトナチュラル

1183 エグザクト フィット クッションファンデーション ハイカバー レフィル ナチュラル

エグザクト フィット パウダーファンデーション
8204 エグザクト フィット パウダーファンデーション ピンクオークル01
8205 エグザクト フィット パウダーファンデーション オークル00
8206 エグザクト フィット パウダーファンデーション オークル01
8207 エグザクト フィット パウダーファンデーション ベージュオークル00
8208 エグザクト フィット パウダーファンデーション ベージュオークル01
8209 エグザクト フィット パウダーファンデーション ベージュオークル02

エグザクト フィット ロング ウェアリング ファンデーション
9106 エグザクト フィット ロング ウェアリング ファンデーション オークル00
9107 エグザクト フィット ロング ウェアリング ファンデーション オークル01
9108 エグザクト フィット ロング ウェアリング ファンデーション ベージュオークル00



コード 商品名 個数 品質保持期限・備考
9109 エグザクト フィット ロング ウェアリング ファンデーション ベージュオークル01

ハイドラ アクア ライトウェイト ファンデーション
1030 ハイドラ アクア ライトウェイト ファンデーション オークル00（販売終了）
1031 ハイドラ アクア ライトウェイト ファンデーション オークル01（販売終了）
1032 ハイドラ アクア ライトウェイト ファンデーション ベージュオークル01（販売終了）

1033 ハイドラ アクア ライトウェイト ファンデーション ベージュオークル02（販売終了）

エグザクト フィット パーフェクティング コンシーラー
9129 エグザクト フィット パーフェクティング コンシーラー ライト
9130 エグザクト フィット パーフェクティング コンシーラー ライトミディアム
9131 エグザクト フィット パーフェクティング コンシーラー ブライトナー

エグザクト フィット ルースパウダー
9043 エグザクト フィット ルースパウダー（ライト）
9044 エグザクト フィット ルースパウダー（ミディアム）

アーティストリー メイクアップツール
8210 エグザクト フィット パウダー コンパクト
9222 シグネチャー カラー コンパクト
1038 ハイドラ アクア ファンデーションブラシ（販売終了）
1184 エグザクト フィット クッションファンデーション ハイカバー⽤パフ
596 フェースパウダーブラシ
597 チークブラシ

1353 ハイライトブラシ
1352 コンシーラーブラシ
598 アイカラーブラシ（⼤）
599 アイカラーブラシ（⼩）
600 W アイカラーチップ
601 リップブラシ
602 アングルブラシ
603 アイブローブラシ
605 ブラシ⽤ポーチ

1123 フェースパウダーパフ（⼤）
1048 パウダーファンデーション⽤スポンジ
3720 プロフェッショナル スポンジ
9008 クレンジング シート
196 オイルブロッティングペーパー（あぶらとり紙） 6個
194 フェイシャルコットン 3個

1190 アイラッシュ カーラーN
1191 アイラッシュ カーラー スペアゴムN
1652 シグネチャー カラー シャープナー（販売終了予定）

アーティストリー リップグロス
9073 ライトアップ リップグロス ピンクヌード
9074 ライトアップ リップグロス ジューシーピーチ
9075 ライトアップ リップグロス リアルレッド
9076 ライトアップ リップグロス ピンクシュガー
9077 ライトアップ リップグロス ローズペタル

アーティストリー シグネチャー カラー アイシャドウ
9214 シグネチャー カラー アイシャドウ（レフィル） ナチュラルグロー（販売終了予定）

9215 シグネチャー カラー アイシャドウ（レフィル） スモーキー（販売終了予定）
9216 シグネチャー カラー アイシャドウ（レフィル） プラムベリー（販売終了予定）



コード 商品名 個数 品質保持期限・備考
アーティストリー シグネチャー カラー チーク

9217 シグネチャー カラー チーク（レフィル） フレッシュコーラル
9218 シグネチャー カラー チーク（レフィル） ソフトローズ
9219 シグネチャー カラー チーク（レフィル） スウィートピンク

アイライナー
9069 シグネチャー カラー ロングウェアリング リキッド アイライナー ブラック（販売終了予定）

アイペンシル
9220 シグネチャー カラー ロングウェアリング アイペンシル ブラック（販売終了予定）
9221 シグネチャー カラー ロングウェアリング アイペンシル ブラウン（販売終了予定）

アイブロー
902 オートマチック アイブローペンシル ホルダー（販売終了予定）
906 オートマチック アイブローペンシル（レフィル） トープ（販売終了予定）
907 オートマチック アイブローペンシル（レフィル） ブラウン（販売終了予定）
908 オートマチック アイブローペンシル（レフィル） ソフトブラック（販売終了予定）

マスカラ
1330 レングス デフィニション マスカラ（ブラック）（販売終了予定）

アーティストリー スタジオ
1068 アーティストリー スタジオ 3イン1マスカラ ゴッサムブラック（販売終了予定）

サテニーク
6501 サテニーク スムース モイスチャー シャンプー 280mL
6502 サテニーク スムース モイスチャー シャンプー 750mL
6504 サテニーク スムース モイスチャー コンディショナー 280mL
6505 サテニーク スムース モイスチャー コンディショナー 750mL
6507 サテニーク リペア シャンプー 280mL
6508 サテニーク リペア シャンプー 750mL
6510 サテニーク リペア コンディショナー 280mL
6511 サテニーク リペア コンディショナー 750mL
6140 サテニーク エクストラボリューム シャンプー 280mL
6142 サテニーク エクストラボリューム シャンプー 750mL
6141 サテニーク エクストラボリューム コンディショナー 280mL
6143 サテニーク エクストラボリューム コンディショナー 750mL
6515 サテニーク スカルプ シャンプー 280mL
6517 サテニーク スカルプ シャンプー 750mL
6519 サテニーク スカルプ コンディショナー 280mL
6521 サテニーク スカルプ コンディショナー 750mL
6523 サテニーク 薬⽤リフレッシュ シャンプー 280mL
6525 サテニーク 薬⽤リフレッシュ シャンプー 750mL
6513 サテニーク ヘア マスク
6528 サテニーク オーバーナイト トリートメント
6540 サテニーク ヘア オイル セラム
6527 サテニーク デュアル ディフェンス ミスト
6531 サテニーク ヘア ワックス
6532 サテニーク ヘア クリーム
6124 サテニーク ラスタートーン EX アプリケーター
6121 サテニーク ラスタートーン EX 3OB オレンジブラウン
6122 サテニーク ラスタートーン EX 4 ナチュラルブラウン
6123 サテニーク ラスタートーン EX 5 ダークブラウン
4001 サテニーク バランスイオン ヘアドライヤー
4006 サテニーク バランスイオン ヘアドライヤー 専⽤フィルター



コード 商品名 個数 品質保持期限・備考

サイトマックス
2323 アムウェイ育⽑剤 サイトマックス
6363 サイトマックス マッサージング ブラシ

G&H
6071 G&H ナリッシュ+ ボディウオッシュ 400mL
6132 G&H ナリッシュ+ ボディウオッシュ 1L
6073 G&H リフレッシュ+ ボディウオッシュ ジェル 400mL
6133 G&H リフレッシュ+ ボディウオッシュ ジェル 1L
6076 G&H プロテクト+ ハンドソープ 250mL
6131 G&H プロテクト+ ハンドソープ 1L つめかえ⽤
6078 G&H プロテクト+ バーソープ 4個
6428 G&H ナリッシュ+ ボディミルク 400mL
6075 G&H リフレッシュ+ ボディミルク 400mL
6070 G&H ナリッシュ+ ハンドクリーム 3本
6090 G&H リラックス+ バスエッセンス
6089 G&H リフレッシュ+ バスエッセンス
6096 G&H プロテクト+ UVローション
6097 G&H プロテクト+ UVリップジェル

制汗剤
6003 フレッシュブリーズ デオドラントスプレー

スプリーデント オーラルケア
4702 スプリーデント タイムレス ⾳波振動ハブラシ
4143 スプリーデント ⾳波振動ハブラシ 交換⽤ブラシ
4182 スプリーデント ⾳波振動ハブラシ 交換⽤ブラシ（コンパクトヘッド）
4193 スプリーデント ⾳波振動ハブラシ 交換⽤ブラシ（⾆⽤）
6007 スプリーデント ハブラシ（販売終了予定）

42 スプリーデント フッ素配合ハミガキ（販売終了予定）
949 スプリーデント フッ素配合ハミガキ ハンディサイズ（販売終了予定）
645 スプリーデント 薬⽤マウスウオッシュ200（液体ハミガキ）（販売終了予定）
648 スプリーデント スウィートショット（⼝中清涼剤）（販売終了予定）
649 スプリーデント スウィートショット レフィル（⼝中清涼剤）（販売終了予定）

1740 スプリーデント トラベルセット（販売終了予定）
スプリーデント 薬⽤フッ素配合ハミガキ
スプリーデント 薬⽤フッ素配合ハミガキ ハンディサイズ
スプリーデント 薬⽤デンタルリンス
スプリーデント ハブラシ ソフト
スプリーデント ハブラシ ミディアム
スプリーデント スウィートショット
スプリーデント デンタルフロス
スプリーデント マウスウォッシュ 希釈不要タイプ
スプリーデント トラベルセット

アムウェイ クィーン ステンレス多層鍋
4744 アムウェイ クィーン クックウェア 21ピースセット
4747 アムウェイ クィーン クックウェア 24ピースセット
4742 アムウェイ クィーン 6Ｌ シチューパンセット
4738 アムウェイ クィーン 4Ｌ シチューパンセット

アムウェイ クィーン 単品ラインナップ
4741 6L シチューパン⽤ スティーマー
4749 アムウェイ クィーン ⼤フライパン



コード 商品名 個数 品質保持期限・備考
4748 アムウェイ クィーン 中フライパン
4059 アムウェイ クィーン 万能カップ（2個組）
4746 アムウェイ クィーン ⼤ソースパン
4745 アムウェイ クィーン 中ソースパン
4740 アムウェイ クィーン ⼩ソースパン

アムウェイ クィーン ステンレス多層鍋 交換パーツ
4754 ⼤・中・⼩ソースパン、中フライパン⽤ ロングハンドル（ネジ付）
4755 ⼤フライパン⽤ ロングハンドル（ネジ付）
4753 ロングハンドル⽤ネジ
4751 4Ｌ シチューパンセット⽤ サイドハンドル（ネジ付）
4752 6Ｌ シチューパンセット、⼤フライパン⽤ サイドハンドル（ネジ付）
4757 ウォック⽤サイドハンドル（ネジ付） 
4756 蓋ノブ
4750 蓋ノブ下敷

4739 アムウェイ クィーン ウォック
4111 アムウェイ クィーン 10L シチューパン

アムウェイ クィーン ノンスティック クックウェア
4204 アムウェイ クィーン ノンスティック フライパン 26cm
4205 アムウェイ クィーン ノンスティック フライパン 20cm
4206 アムウェイ クィーン ノンスティック フライパン フタ 26cm
4207 アムウェイ クィーン ノンスティック フライパン フタ 20cm
4070 アムウェイ クィーン ノンスティック フライパン⽤フタ
4071 アムウェイ クィーン ノンスティック グリルパン⽤フタ
4072 アムウェイ クィーン ノンスティック フライパン⽤ ロングハンドル
4073 アムウェイ クィーン ノンスティック グリルパン⽤ サイドハンドル

アムウェイ クィーン e インダクションレンジ
4064 アムウェイ クィーン e インダクションレンジ

フードプロセッサー
316 アムウェイ フードプロセッサー

3296 アムウェイ フードプロセッサー+ケース付オプションパーツセット

3291 アムウェイ フードプロセッサー 薄切り⽤スライサー
3292 アムウェイ フードプロセッサー 厚切り⽤スライサー
3293 アムウェイ フードプロセッサー シュレッダー
3294 アムウェイ フードプロセッサー グレイティングディスク
3883 アムウェイ フードプロセッサー プッシャー/カバーセット
3290 アムウェイ フードプロセッサー ディスクベース
3289 アムウェイ フードプロセッサー ディスクハンドル
8088 アムウェイ フードプロセッサー パーツ収納ケース
3800 アムウェイ フードプロセッサー オプションパーツセット
3900 アムウェイ フードプロセッサー ケース付オプションパーツセット

フードプロセッサー 交換パーツ
8080 アムウェイ フードプロセッサー ワークボール
8081 アムウェイ フードプロセッサー メタルブレード
8082 アムウェイ フードプロセッサー ドゥブレード
8083 アムウェイ フードプロセッサー ウィスク本体
8084 アムウェイ フードプロセッサー ウィスク⽤ビーター
8085 アムウェイ フードプロセッサー ボールカバー
8086 アムウェイ フードプロセッサー スパチュラ



コード 商品名 個数 品質保持期限・備考
8087 アムウェイ フードプロセッサー ブレードクリーナー

キッキンツール キッチンナイフ等
4199 アムウェイ クィーン スタンダードナイフ ３本セット
4270 アムウェイ クィーン 三徳ナイフ
4271 アムウェイ クィーン ペティナイフ
4272 アムウェイ クィーン スライサーナイフ
4200 プレミアムナイフセット
4008 アムウェイ クィーン シャープナー
6946 キッチン シアーズ
4089 ケトル
4053 アムウェイ クィーン コランダーセット
6938 アムウェイ クィーン ミキシングボウル セット
4774 アムウェイ ストレージウェア 6個⼊りセット（4サイズ）
4121 アムウェイ オリジナル ピッチャー 1.2Lサイズ
4120 アムウェイ オリジナル ピッチャー 2Lサイズ
4122 アムウェイ オリジナル ピッチャーセット
4090 ラバー カッティングボード
357 アムウェイ クィーン クッキングシート

フルトンストリート
4700 フルトン ストリート コーヒーメーカー
4701 フルトン ストリート ステンレス 保温ポット
595 無漂⽩ペーパーフィルター（withアロマホール） 1×4

5269 フルトン ストリート ブレンド ハイロースト
5345 フルトン ストリート ブレンド シティロースト
5356 フルトン ストリート ブレンド フレンチロースト
4093 フルトン ストリート カプセル エスプレッソ（10個⼊り）
4095 フルトン ストリート カプセル レギュラーコーヒー（10個⼊り）
4124 フルトン ストリート カプセル マシン⽤ 除⽯灰剤
4123 フルトン ストリート カプセル マシン専⽤ すすぎ⽤カプセル

エサンテ
24 エサンテ 4 to 1 脂肪酸バランスオイル

5504 エサンテ オーガニック エキストラバージン オリーブオイル
3300 エサンテ セサミオイルE
5211 エサンテ オーガニックケチャップ プレーンタイプ
5511 エサンテ 4 to 1 マヨネーズタイプ
5588 エサンテ パスタソース トマト&オリーブ
5503 エサンテ パスタソース トマト&バジル
5577 エサンテ スパゲティーニ
5205 エサンテ オーガニックシュガー
3301 エサンテ 4 to 1 ドレッシングソース（ごま）
3302 エサンテ 4 to 1 ドレッシングソース（和⾵）

12ヶ⽉の⾷卓
5549 12ヶ⽉の⾷卓 五穀麺
5522 12ヶ⽉の⾷卓 樽搾り醤油 2本⼊り
5544 12ヶ⽉の⾷卓 ⽞⽶味噌
5174 12ヶ⽉の⾷卓 ⽩だし（2本⼊り）
5566 12ヶ⽉の⾷卓 ぽん酢
5555 12ヶ⽉の⾷卓 つゆの素
5533 12ヶ⽉の⾷卓 ⽶酢
5540 12ヶ⽉の⾷卓 塩
5206 12ヶ⽉の⾷卓 ⼩⻨粉（薄⼒粉）



コード 商品名 個数 品質保持期限・備考
5288 12ヶ⽉の⾷卓 カテキングリーン健康緑茶
5289 12ヶ⽉の⾷卓 カテキングリーン健康緑茶 お徳⽤

プリモペット
5301 プリモペット ロー モイスチャー フード（⽝⽤）
5302 プリモペット ロー モイスチャー フード（猫⽤）
5303 プリモペット テイスティバイト（⽝⽤おやつ）
5304 プリモペット ペットケアミスト

その他
3408 コンフォートフィットマスク 普通サイズ（衛⽣⽤品のため買取不可）
3409 コンフォートフィットマスク やや⼩さめサイズ（衛⽣⽤品のため買取不可）
2036 マイクロファイバータオル
7951 サポートタイプ ストッキング ライトベージュ M〜L
7952 サポートタイプ ストッキング ライトベージュ L〜LL
7953 サポートタイプ ストッキング ナチュラルベージュ M〜L
7954 サポートタイプ ストッキング ナチュラルベージュ L〜LL
7955 サポートタイプ ストッキング ダークベージュ M〜L
7956 サポートタイプ ストッキング ダークベージュ L〜LL
7957 サポートタイプ ストッキング ブラック M〜L
7958 サポートタイプ ストッキング ブラック L〜LL

eSpring
4762 eSpring浄⽔器2 （据置型）
4763 eSpring浄⽔器2 （ビルトイン型）（買取不可）
4764 eSpring浄⽔器2⽤ 交換⽤カートリッジ

4766 eSpring浄⽔器2⽤ 補助⽔洗L
4767 eSpring浄⽔器2⽤ 切り換えバルブ
4768 eSpring浄⽔器2⽤ ホース
4127 eSpring浄⽔器2⽤ 補助⽔洗 L⽤蛇⼝
4769 eSpring浄⽔器2⽤ 補助⽔洗蛇⼝
4770 eSpring浄⽔器2⽤ 電源プラグ
4771 eSpring浄⽔器2⽤ L字型接続部品
4046 eSpring浄⽔器2⽤ 外ネジ⽤アダプター1
4047 eSpring浄⽔器2⽤ 外ネジ⽤アダプター2
4048 eSpring浄⽔器2⽤ 内ネジ⽤アダプター1
4049 eSpring浄⽔器2⽤ 内ネジ⽤アダプター2
4050 eSpring浄⽔器2⽤ 内ネジ⽤アダプター3
4051 eSpring浄⽔器2⽤ 蛇⼝リング（3点セット）
4052 eSpring浄⽔器2⽤ 万能型アダプター

BathSpring
4712 BathSpring バスルーム浄⽔器（販売終了予定）
4713 BathSpring バスルーム浄⽔器 交換⽤フィルター

4717 BathSpring バスルーム浄⽔器 シャワーヘッド
4718 BathSpring バスルーム浄⽔器 給⽔ホース 60cm
4719 BathSpring バスルーム浄⽔器 給⽔ホース 90cm
4720 BathSpring バスルーム浄⽔器 給⽔ホース 120cm
4721 BathSpring バスルーム浄⽔器 シャワーホース
4722 BathSpring バスルーム浄⽔器 シャワーホルダー
4723 BathSpring バスルーム浄⽔器 アダプターセット

4102 eSpringバスルーム浄⽔器 交換⽤フィルターセット



コード 商品名 個数 品質保持期限・備考
4103 eSpringバスルーム浄⽔器 交換⽤プレフィルター
4104 eSpringバスルーム浄⽔器 シャワーヘッド
4105 eSpringバスルーム浄⽔器 給⽔ホース（0.6m）
4106 eSpringバスルーム浄⽔器 給⽔ホース（0.9m）
4109 eSpringバスルーム浄⽔器 シャワーホルダー
4110 eSpringバスルーム浄⽔器 アダプターセット

アトモスフィア スカイ
4150 アトモスフィア スカイ 空気清浄機
4154 アトモスフィア スカイ 空気清浄機⽤ カーボン脱臭フィルター
4157 アトモスフィア スカイ 空気清浄機⽤ 粒⼦⽤フィルター

4164 アトモスフィア スカイ 空気清浄機⽤ プレフィルター
4165 アトモスフィア スカイ 空気清浄機⽤ 電源コード
4166 アトモスフィア スカイ 空気清浄機⽤ フロントカバー
4167 アトモスフィア スカイ 空気清浄機⽤ ホイールキット
4168 アトモスフィア スカイ 空気清浄機⽤ 交換⽤ラバー

アトモスフィア ミニ
4850 アトモスフィア ミニ 空気清浄機
4855 アトモスフィア ミニ 空気清浄機交換⽤ ⼀体型フィルター
4857 アトモスフィア ミニ 空気清浄機⽤ フロントカバー

アトモスフィア空気清浄機 S
4112 アトモスフィア空気清浄機 S（販売終了）
4114 アトモスフィア空気清浄機 カーボン脱臭フィルター S
452 アトモスフィア空気清浄機 粒⼦⽤フィルター

4115 アトモスフィア空気清浄機 フィルターセット S

4116 アトモスフィア空気清浄機 S⽤ フロントカバー
5407 アトモスフィア空気清浄機 フロントカバー
5408 アトモスフィア空気清浄機 リモコン
5409 アトモスフィア空気清浄機 プレフィルター
5410 アトモスフィア空気清浄機 粒⼦センサー⽤フィルター

アトモスフィア ドライブ
4011 アトモスフィア ドライブ ⾞⽤空気清浄機
4012 アトモスフィア ドライブ ⾞⽤空気清浄機 交換⽤フィルター

4013 アトモスフィア ドライブ ⾞⽤空気清浄機 ACアダプター
4019 アトモスフィア ドライブ ⾞⽤空気清浄機 電源コード（シガーソケット）
4021 アトモスフィア ドライブ ⾞⽤空気清浄機 取付⽤ストラップ

ランドリーケア SA8
2706 SA8 柔軟仕上げ剤配合 液体洗濯⽤洗剤 1L
2707 SA8 柔軟仕上げ剤配合 液体洗濯⽤洗剤 4L
2001 SA8（液体） 4L専⽤プランジャー・ディスペンサー
5113 計量キャップ
2029 SA8 粉末洗濯⽤洗剤 1kg
2030 SA8 粉末洗濯⽤洗剤 3ｋｇ
2028 クール・ウオッシュ 洗濯⽤液体中性洗剤
2034 SA8 ブラック ⾊合いキープ成分配合 液体洗濯⽤洗剤

63 プリウオッシュ 部分汚れ⽤スプレー
205 粉末酸素系漂⽩剤

2708 ファブリック・ソフナー 濃縮柔軟仕上げ剤（グリーンブリーズ）



コード 商品名 個数 品質保持期限・備考
2077 ファブリック・ソフナー 濃縮柔軟仕上げ剤（ホワイトフローラル）

キッチンケア ディッシュ・ドロップ
65 ディッシュ・ドロップ 濃縮台所⽤液体洗剤

2083 ディッシュ・ドロップ 濃縮台所⽤液体洗剤（4本）
291 スクイーズ・ボトル

2198 ディッシュ・ドロップ オートマティック ⾷洗機専⽤ タブレット洗剤
67 スクラブライト
66 スクラブ・バッズ

2022 ディッシュ タオル
2067 抗菌加⼯ トリプル・バッズ

ホームケア L.O.C.
69 L.O.C.ハウスクリーナー

2084 L.O.C.ハウスクリーナー（4本）
297 ピストル・グリップ・スプレーヤー
277 キッチンクリーナー
206 バスルームクリーナー
285 ガラスクリーナー
275 エアーフレッシュナー 濃縮空気清涼剤 グリーン・メドウズ（緑の⾹り）
944 除菌・消臭スプレー

2072 L.O.C.ミニワイプ（携帯⽤）
1604 1L⽤ プランジャー・ディスペンサー

この度は、製品のお⾒積りをご依頼いただき、誠にありがとうございます。
正確なお⾒積りを後ほどご連絡させていただきます。
※⼟曜・⽇曜・祝⽇の定休⽇や営業時間外のお申込は、営業時間になりましてからご返信いたします。
※ メールでのご返信をご希望のお客様は、
  「info@onlinekaitori.com」からメールが届くよう、ご設定をお願いいたします。

アムウェイ⾼価買取 ベストケアオンライン
〒880-0005 宮崎県宮崎市南⾼松町6番29号 ジーピー11番館1F
TEL/FAX 0120-821-827 [平⽇9時〜12時 / 13時〜18時] [⼟⽇祝⽇は定休⽇]
MAIL info@onlinekaitori.com
URL https://onlinekaitori.com/amway

→ アムウェイ⾼価買取 ベストケアオンライン
https://onlinekaitori.com/amway

→ アムウェイ在庫買取について
https://onlinekaitori.com/amway/amway_stock


