
EXAモール売れ筋商品ラインナップ 2011年10月号 携帯サイトＱＲコード→

米ぬかにしか含まれていない
ガンマ・オリザノール、
驚異的な抗酸化力がある
トコトリエノール、

肌の水分を保持するフェルラ酸、
その他植物ステロール、

米ぬかセラミド等、美肌成分が
丸ごと入っています。

アメリカ生まれの、
アロマキャンドル！

白神山水白神山水

世界自然遺産・
白神山地のブナの森
から生まれた
繊細な水。

有限会社ビーアンドエイチ・エノモト（埼玉県）

円円円円円円 込込込込込円円円円円円円円円 ((((((((税税税税税税税税込込込込込込込込込)))))))円円円円円円円円 (((((((税税税税税税税税込込込込込込込込込))))))3,500円 (税込)3,500円 (税込)3,500円 (税込)

九州・沖縄・離島以外、送料無料！
送料は別途必要です。

◆500mL（24本入り)
商品番号：1-11-0009-0002

円円円円円円 込込込込込込込円円円円円円円 ((((((税税税税税税税税込込込込込込込込))))))))円円円円円円 ((((((税税税税税税税税込込込込込込込))))))))3,200円 (税込)3,200円 (税込)3,200円 (税込)

◆2L（6本入り）×2ケース 
商品番号：1-11-0009-0001

円円円円円円 込込込込込円円円円円円円円    ((((((税税税税税税税税込込込込込込込込込))))))))円円円円円円円円 ((((((税税税税税税税税込込込込込込込込))))))))3,200円 (税込)3,200円 (税込)3,200円 (税込)

30包
商品番号： 1-27-0014-0026 

円円円円円 込込込込込込円円円円円円円円 (((((((税税税税税税税税込込込込込込込込込))))))))円円円円円円円円 ((((((税税税税税税税税込込込込込込込込込))))))))5,500円 (税込)5,500円 (税込)5,500円 (税込)

60包
商品番号： 1-27-0014-0027

グリーンキャッツグリーンキャッツ

ミドリムシ（学名：ユーグレナ）
にキャッツクローを配合した、
注目のサプリメント！

株式会社東海医療グループ（大阪府）

商品番号： 1-27-0006-0001
90粒

円円円円円円 込込込込込込円円円円円円円円円  ((((((税税税税税税税税込込込込込込込込))))))))円円円円円円円円円 ((((((税税税税税税税税込込込込込込込込))))))))9,800円 (税込)9,800円 (税込)9,800円 (税込)

全国送料無料！全国送料無料！

しじみで健康しじみ酢セットしじみで健康しじみ酢セット

しじみパワーで
健康家族！

太田川しじみ本舗（広島県）

商品番号：1-34-0002-0001

円円円円円円 込込込込込円円円円円円円円  (((((((税税税税税税税税込込込込込込込込))))))))円円円円円円円円 (((((((税税税税税税税税込込込込込込込込)))))))3,000円 (税込)3,000円 (税込)3,000円 (税込)

送料は別途必要です。

国立薬膳カレー国立薬膳カレー

３０種類もの厳選された
スパイスとハーブをたっぷり使った

美味しいカレーです！

こだわり食品株式会社（東京都）

商品番号：1-13-0048-0001

円円円円円円円 込込込込込(((((((税税税税税税税込込込込込込込込))))))))(((((((税税税税税税込込込込込込込込))))))))税税税税税税込込込込込込込込)))))))税税税税税税込込込込込込込込)))))))円円円円円円円円    (円円円円円円円円 (6,200円 (税込)6,200円 (税込)6,200円 (税込)

Aセット
商品番号： 1-13-0048-0003
Cセット

円円円円円円円 込込込込込円円円円円円円円    (((((((税税税税税税税込込込込込込込込込)))))))円円円円円円円 (((((((税税税税税税税込込込込込込込込))))))3,528円 (税込)3,528円 (税込)3,528円 (税込)

ガールセン「癒しの湯」ガールセン「癒しの湯」

足裏樹液シート足裏樹液シート

パパイン酵素が
肌の老化角質（タンパク質）を
優しく分解してくれます。

足裏に貼って
寝るだけ、
朝スッキリ

有限会社佐々木（大阪府）

円円円円円 込込込込込込円円円円円円円 (((((((税税税税税税税税込込込込込込込込))))))))円円円円円円円 (((((((税税税税税税税税込込込込込込込込))))))1,680円 (税込)1,680円 (税込)1,680円 (税込)

お試し用　キダチアロエ純“粒”
１４ｇ ２袋セット
商品番号： 1-45-0001-0009

円円円円円円 込込込込込円円円円円円円円    (((((((税税税税税税税税込込込込込込込込込))))))))円円円円円円円円 (((((((税税税税税税税税込込込込込込込込))))))))3,150円 (税込)3,150円 (税込)3,150円 (税込)

キダチアロエ純”粒”62g
商品番号： 1-45-0001-0002

円円円円円円 込込込込込込円円円円円円円円 (((((((税税税税税税税税込込込込込込込込)))))))円円円円円円円 ((((((税税税税税税税税込込込込込込込込)))))))1,050円 (税込)1,050円 (税込)1,050円 (税込)

エク茶DX  100g
商品番号： 1-45-0001-0003

全国送料無料！

キダチアロエ純・エク茶DX キダチアロエ純・エク茶DX 

アロエ健康乃会合同会社（宮崎県）

円円円円円 込込込込込円円円円円円円円  ((((((((税税税税税税税込込込込込込込込)))))))円円円円円円円円 ((((((((税税税税税税税込込込込込込込)))))))3,950円 (税込)3,950円 (税込)3,950円 (税込)

商品番号： 1-13-0044-0001

全国送料無料！

米ぬかスキンケアオイル米ぬかスキンケアオイル

株式会社リブレライフ（東京都）

有限会社佐々木（大阪府）

商品番号： 1-27-0014-0021
52枚入

3333333 999999999888888883333333 999999999888888833333333,,,,,,9999999998888888833333333,,,,,,99999999988888888888888888800000000000000000000000000000000円円 円 円 込込込込込円 円 円 円 円 円 円 (税(税(税(税税(税(税税込)込)込)込)込)込))円円円円円円円 (税(税(税(税税(税(税税込)込)込)込)込)込))3,980円 (税込)3,980円 (税込)3,980円 (税込)

全国送料無料！

これだね(20･60)これだね(20･60)

株式会社エイト（東京都）

2222222 888888000000002222222 8888880000000022222222,,,,,,88888880000000022222222,,,,,,888888800000000000000000000000000000000000000円円円円円円 込込込込円円円円円円円 (税(税(税(税(税(税税込)込)込)込)込)込)込込円円円円円円円 (税(税(税(税(税(税税込)込)込)込)込)込)込込2,800円 (税込)2,800円 (税込)2,800円 (税込)

離島以外送料無料！

20粒
商品番号：1-13-0095-0002 

7777777 333333300000007777777 3333333000000077777777,,,,,,,33333333000000007777777,,,,,,,33333333000000000000000000000000000000000000円円 円 円 込込込込込円 円 円円 円 円 (税(税(税(税(税税(税( 込)込)込)込)込)込)込込円円円円円円 (税(税(税(税(税税(税( 込)込)込)込)込)込)込込7,300円 (税込)7,300円 (税込)7,300円 (税込)

60粒
商品番号：1-13-0095-0001

99999999,444444445555555599999999 4444444455555555999999999,,,,,,,4444444455555555999999999,,,,,,,44444444555555555555500000000000000000000000000000000円円円円円円 込込込込込込円円円円円円円 (税(税(税(税(税(税(税込)込)込)込)込)込込))込)))円円円円円円円 (税(税(税(税(税(税税込)込)込)込)込)込込))込)9,450円 (税込)9,450円 (税込)9,450円 (税込)

◆ホワイト　商品番号：1-13-0045-0003
◆ブラック　商品番号：1-13-0045-000２

ハッピーパール
ネックレス

ハッピーパール
ネックレス

株式会社 Le Un るあん（東京都）
全国送料無料！

◆YC リードディフューザー（クリーンコットン）
　商品番号：1-23-0002-0002
◆YC ジャー M (フレッシュカットローズ)
　商品番号：1-23-0002-0008

3333333 666666677777775555553333333 666666677777775555553333333,,,,,,,6666666777777775555555553333333,,,,,,,666666677777777555555555円円円円円円円 込込込込込円 円 円 円円 円円 (税(税(税(税(税(税税(税込)込)込)込)込)込)込)円円円円円円円 (税(税(税(税(税(税税(税込)込)込)込)込)込)込)3,675円 (税込)3,675円 (税込)3,675円 (税込)

YANKEE CANDLE
ヤンキーキャンドル
YANKEE CANDLE
ヤンキーキャンドル

有限会社ユニコ興産（愛知県）

朝陽韓国のり 朝陽韓国のり 

ママミール（東京都）送料は別途必要です。

商品番号：1-13-0093-0001

円円円円円円 込込込込込円円円円円円円 (((((((税税税税税税税税込込込込込込込込込))))))円円円円円円円 (((((((税税税税税税税税込込込込込込込込込))))))3,500円 (税込)3,500円 (税込)3,500円 (税込)

480枚

パリパリッと
香ばしく

後引くうまさ！！

送料は別途必要です。

送料は別途必要です。
送料は別途必要です。

薬膳唐辛子薬膳唐辛子

三百余年老舗旅館で
受け継がれた

秘伝・手作りの味 

株式会社玉福庵（東京都）

商品番号：1-13-0073-0001

円円円円円円 込込込込込込((((((((税税税税税税税税込込込込込込込込)))))))((((((((税税税税税税税税込込込込込込込))))))((((( )))))(((( )))))円円円円円円円円  円円円円円円円円 ((((840円 (税込)840円 (税込)840円 (税込)

薬膳十味唐辛子
商品番号： 1-13-0073-0002
薬膳三味ダイエット唐辛子 

円円円円円円 込込込込込円円円円円円円円   (((((((税税税税税税税税込込込込込込込込))))))))円円円円円円円円 (((((((税税税税税税税税込込込込込込込)))))))730円 (税込)730円 (税込)730円 (税込)

送料は別途必要です。

シフォンケーキシフォンケーキ
素材にこだわった、
安心安全の

シフォンケーキです！

アンの台所（愛知県）

2ホールセット
カット15種類詰め合わせ
ホール＆カット8個 詰め合わせ

円円円円円 込込込込円円円円円円円円 (((((((税税税税税税税込込込込込込込込込)))))))))))円円円円円円円円 (((((((税税税税税税税込込込込込込込))))))))3,000円 (税込)3,000円 (税込)3,000円 (税込)

100mL
成分：米ぬか油・ローズ油（ダマスクローズ）

送料は別途必要です。

2商品共通2商品共通

8㎜珠、全長42㎝

商品番号：1-27-0018-0005

商品番号：1-27-0018-0001

555555 555555550000000000000555555 5555555500000000000005555555555555555 555555000000000000000555555 555555000000000000000555 5555555555555555555 5555555555555 55555555500000000005555555,,,,,,555555550000000000000005555555,,,,,,555555500000000000000055555555 55555555555555 5555555 円円円円円 込込込込込込円 円 円 円 円 円 円 (税(税(税(税(税(税(税( 込)込)込)込)込)込)込)円円円円円円円 (税(税(税(税(税(税(税( 込)込)込)込)込)込)込5,500円 (税込)5,500円 (税込)5,500円 (税込)

3333333 9999988888800003333333333333333333333333 999999888888880000000333333 999999888888880000000333333333333 999999888888999999888888999999999999880000000880000000333 999999999999333333 888888888888333333333333 888880009 0003333333,,,,,,,,99999999888888880000000003333333,,,,,,,,99999999888888880000000003333333 99999993333333 99999993333 円円円円円 込込込込込円 円円 円 円円 円 円 (税(税(税(税(税((税(税(税込)込)込)込)込)込)込)込円円円円円円円円 (税(税(税(税(税((税(税(税込)込)込)込)込)込)込)込3,980円 (税込)3,980円 (税込)3,980円 (税込)

商品番号：1 27 0018 0001

みだれ髪シャンプーみだれ髪シャンプー

商品番号：1-27-0018-0005

フローラミネラルフローラミネラル

株式会社三上（大阪府）
2商品とも

3333333 00000000000003333333 000000000000033333333,,,,,,000000000000000033333333,,,,,,00000000000000000000000000000000000000000000円円円円円 込込込込円 円 円 円 円 円円円 (税(税(税(税(税(税税込)込)込)込)込)込)込円円円円円円円円 (税(税(税(税(税(税税込)込)込)込)込)込)込3,000円 (税込)3,000円 (税込)3,000円 (税込)

商品番号：1-13-0088-0001

「おっとうふ」
「おっとうふドリンク」
「沖縄黒蜜」セット

「おっとうふ」
「おっとうふドリンク」
「沖縄黒蜜」セット

スズキeco株式会社（東京都）
離島以外送料無料！

ノンシリコン
シャンプー＆
トリートメント

おカラを出さない
「おっとうふ」。

大豆の栄養がまるごと
詰まっています！

2222222,666666622222222555555552222222 66666662222222555555552222222,,,,,,666666622222222555555552222222,,,,,,6666666222222255555555円円円円 込込込込込円円円円円円円 (税(税(税(税(税(税(税税込)込)込)込)込)込)込円円円円円円円 (税(税(税(税(税(税(税税込)込)込)込)込)込)込2,625円 (税込)2,625円 (税込)2,625円 (税込)
商品番号：1-34-0005-0001
敏感肌用

オーガニック生石鹸オーガニック生石鹸

元気屋（広島県）

丹精こめた完全手作り洗顔化粧生石鹸。
美肌効果の高い真珠パウダーや

エッセンシャルオイルをたっぷり贅沢に使っています。
めざせ!!『生肌スッピン美人』

33333333 33333336666666000000033333333 3333336666666000000033333333,,,,,,,333333336666666600000000033333333,,,,,,,3333333366666666000000000円円円円円 込込込込込円円円円円円円 (税(税(税(税(税税税込)込)込)込)込)込)込込円円円円円円円 (税(税(税(税(税税税込)込)込)込)込)込)込込3,360円 (税込)3,360円 (税込)3,360円 (税込)
商品番号：1-23-0005-0011
2袋セット

赤ワインのつぶ赤ワインのつぶ

株式会社NTC（愛知県）

１日56円で始める
エイジングケア。
あなたも今日から
レスベラトロール。

手軽に
ミネラル補給

◆黒/中（DVD付き）
商品番号：1-13-0080-000４

333333 55555550000000333333 555555500000003333333,,,,,,55555555500000003333333,,,,,,5555555550000000000000000000000000000000000000円円円円円 込込込込込込円円円円円円円 (税(税(税(税(税(税(税税込)込)込)込)込)込))円円円円円円円 (税(税(税(税(税(税税込)込)込)込)込)込))3,500円 (税込)3,500円 (税込)3,500円 (税込)

◆柄付/黒/中（DVD付き）
商品番号：1-13-0080-0002

1111111 222222266666666111111 22222226666666611111111,,,,,,,22222226666666661111111,,,,,,,222222266666666666666660000000000000000000000000000円円円円円 込込込込込込円円円円円円円 (税(税(税(税(税(税税税込)込)込)込)込)込)込))円円円円円円円 (税(税(税税(税(税税込)込)込)込)込)込)込)1,260円 (税込)1,260円 (税込)1,260円 (税込)

商品番号：1-13-0080-0006

万能健康櫛万能健康櫛

株式会社健美（東京都）
全国送料無料！ 全国送料無料！

疲労回復、血行促進、抜け毛を防ぐなどの効果が期待できます。

超抗菌・銅布フィルター付マスク超抗菌・銅布フィルター付マスク

商品番号：1-23-0006-0001
商品番号：1-23-0006-0002
商品番号：1-23-0006-0003

３商品共通

ご注文はお電話1本で
らくらく～♪

2商品共通

3商品共通

夜中に何度も
起きる方へ

冠婚葬祭の必需品！
お手入れ不要の
お洒落な真珠

1袋のみの
お届けです。

副作用がなく安心して愛用できる！
アロエは本物をお求めください！

このチラシは募集資料ではありません。

★全身に使える万能オイルです★
お顔、頭皮、身体全体の保湿やマッサージに。

敏感肌、アトピー肌などの乾燥を防ぎ、かゆみを抑えます。 
バスオイルとして。

お肌もしっとり、お湯もやわらかくなります。

TEL：03-5639-1122
　　 0120-985-000
（フリーダイヤルは固定電話からのみ。）

営業時間　9：00～17：00
＜土日・祝日・年末年始を除く＞

商品の詳しい内容は、HPを
ご覧ください。
http://examall.co.jp

豊富な抗酸化
成分により、
酸化しにくい
から安心♪



EXAモール売れ筋商品ラインナップ 2011年10月号 携帯サイトＱＲコード→

新発売!!

円円円円円 込込込込込円円円円円円円円  ((((((税税税税税税税税込込込込込込込込))))))円円円円円円円円 ((((((税税税税税税税税込込込込込込込込))))))3,500円 (税込)3,500円 (税込)3,500円 (税込)

商品番号：1-16-0002-0002

富山県産丸大豆昆布醤油と
富山県産味噌のセット 

富山県産丸大豆昆布醤油と
富山県産味噌のセット 

トナミ醤油株式会社（富山県）

送料は別途必要です。

２本入り

３本入り

円円円円円円 込込込込込込円円円円円円円円  (((((((税税税税税税税税込込込込込込込)))))))円円円円円円円円 (((((((税税税税税税税税込込込込込込込))))))2,100円 (税込)2,100円 (税込)2,100円 (税込)

商品番号：1-16-0002-0008

５袋入り

富山ブラックラーメン富山ブラックラーメン

送料は別途必要です。 円円円円円円円 込込込込込込円円円円円円円円 (((((((税税税税税税税税込込込込込込込込))))))円円円円円円円円 (((((((税税税税税税税税込込込込込込込込))))))2,650円 (税込)2,650円 (税込)2,650円 (税込)

商品番号：1-16-0002-0011

ゆずのぽん酢３種セットゆずのぽん酢３種セット

送料は別途必要です。

送料は別途必要です。

円円円円円 込込込込込円円円円円円円円円 (((((((税税税税税税税込込込込込込込)))))))円円円円円円円円円 (((((((税税税税税税税込込込込込込込)))))))2,100円 (税込)2,100円 (税込)2,100円 (税込)

商品番号：1-16-0002-0003

ゆずみそ・ごまみそ・
にんにくみそのセット
ゆずみそ・ごまみそ・
にんにくみそのセット

送料は別途必要です。

円円円円円 込込込込込円円円円円円円円  (((((((税税税税税税税込込込込込込込込))))))))円円円円円円円円 (((((((税税税税税税税込込込込込込込))))))))3,500円 (税込)3,500円 (税込)3,500円 (税込)

商品番号：1-16-0002-0005

金屋美人金屋美人

送料は別途必要です。 円円円円円円円 込込込込込円円円円円円円円  (((((((税税税税税税税税込込込込込込込込))))))円円円円円円円円 (((((((税税税税税税税税込込込込込込込込))))))2,100円 (税込)2,100円 (税込)2,100円 (税込)

商品番号：1-16-0002-0007

ゆずドレッシングゆずドレッシング

送料は別途必要です。

HF．JAPAN株式会社（熊本県）

土にお願いして作ってもらった熊本の元気な野菜たち土にお願いして作ってもらった熊本の元気な野菜たち

円円円円円円 込込込込込込円円円円円円円円円 (((((((税税税税税税税税込込込込込込込込込))))))円円円円円円円円 (((((((税税税税税税税税込込込込込込込込))))))3,150円 (税込)3,150円 (税込)3,150円 (税込)

元気な野菜たち
商品番号：1-43-0008-0002

送料は別途必要です。

円円円円円 込込込込込円円円円円円円円 ((((((税税税税税税税込込込込込込込)))))))円円円円円円円円 ((((((税税税税税税税込込込込込込込)))))))2,700円 (税込)2,700円 (税込)2,700円 (税込)

上さしみ醤油6本入り
商品番号： 1-42-0001-0002

キッコータ醤油 キッコータ醤油 

キッコータ醤油（長崎県）

円円円円円円円 込込込込込円円円円円円円円 (((((((税税税税税税税税込込込込込込込込))))))円円円円円円円円 ((((((税税税税税税税税込込込込込込込込))))))5,400円 (税込)5,400円 (税込)5,400円 (税込)

Aセット　商品番号：1-27-0020-0001
　鮭フライのカレータルタル
　すき焼き風煮
　チキンガーリックステーキ
　鮭のマヨネーズ焼き
　鯖の味噌煮
　豆腐ハンバーグ
　鶏の唐揚げおろしポン酢

Ｂセット　商品番号：1-27-0020-000２
　鰆の西京焼き
　かに玉
　牛肉とピーマンの中華炒め
　豚の生姜焼き
　さわらのごま味噌焼き
　かれいの甘酢あんかけ
　筑前煮

Ｃセット　商品番号：1-27-0020-000３
　ハンバーグデミグラスソース
　ヒレカツ
　かれいの竜田揚げ
　鮭のホワイトソース
　肉じゃが
　メンチカツ
　大根とつくねの煮物

Ｄセット　商品番号：1-27-0020-000４
　鮭の塩焼
　イタリアンハンバーグ
　豚肉の味噌炒め
　鰆の照焼
　さばの塩焼
　ミートオムレツ
　牛肉の柳川風

北海道・沖縄・離島以外、送料無料！

カロリーコントロール食「多幸源」シリーズ カロリーコントロール食「多幸源」シリーズ 

株式会社ジョイント（大阪府）

円円円円円円 込込込込込込円円円円円円円円円  (((((((税税税税税税税税込込込込込込込込込))))))))円円円円円円円円円 (((((((税税税税税税税税込込込込込込込込込))))))))2,700円 (税込)2,700円 (税込)2,700円 (税込)

2本（1本500mL入り）
商品番号： 1-29-0002-0002

円円円円円 込込込込円円円円円円円円 (((((((税税税税税税税税税込込込込込込込込)))))))円円円円円円円円 (((((((税税税税税税税税税込込込込込込込込)))))))3,600円 (税込)3,600円 (税込)3,600円 (税込)

3本（1本500mL入り）
商品番号： 1-29-0002-0003

エクストラ・バージン・オリーブ・オイル “スーリ” エクストラ・バージン・オリーブ・オイル “スーリ” 
シリア産のオーガニック･
エクストラ・バージン・
オリーブ・オイル 。

善玉コレステロールを増やす
オレイン酸が豊富です。 

サニー・エンタプライズ株式会社（奈良県）

円円円円円円円 込込込込込円円円円円円円円 ((((((税税税税税税税税込込込込込込込込)))))))円円円円円円円円 ((((((税税税税税税税税込込込込込込込)))))))3,150円 (税込)3,150円 (税込)3,150円 (税込)
3種類セット
商品番号： 1-04-0001-0001

シャワーソンシャワーソンつるつるスベスベ！
入浴タイムが楽しくなりそうな

美容アイテムが
韓国より上陸！

株式会社大黒屋九兵衛（宮城県）

手造りだからこそ出せる味わい！
作り置きをしない「こだわり醤油」。 
色々なお料理の味を引き立てる

万能醤油です！

すべて管理栄養士が考えた献立でお届け！
ご自宅でのカロリーコントロールをお手伝いします。

ワインの力ワインの力

今、そして
未来の健康を
サポート！

OSインターナショナル株式会社（東京都）

商品番号： 1-13-0015-0011
120粒

話題の成分レスベラトロール配合！

円円円円円円 込込込込込込円円円円円円円 ((((((((税税税税税税税税込込込込込込込込))))))))円円円円円円円 ((((((((税税税税税税税込込込込込込込込)))))))3,990円 (税込)3,990円 (税込)3,990円 (税込)

全国送料無料！

送料は別途必要です。

さあ！偉大な土に育てられた
熊本の野菜をお楽しみください。

それぞれ7食セット

昔ながらの素朴な自然の風味を作り続けて７３年。
国産の原料を使用し、合成保存料・合成着色料・化学調味料を一切使用しておりません。

このチラシは募集資料ではありません。

北海道・沖縄・離島以外
送料無料！


