あなた は どっち？

愛用者

User

愛用者

Heavy User

登録
定価

特約
契約条件

2万円 分の商品購入
※

契約金

※消費税・送料含む

※

3カ月間

割引

10%OFF

3万円

20%OFF

※登録期間中に累計 2 万円（税込）以上購入するとプラス 3 カ月期間が延長されます。

ポイント還元

いつでも
ずーっと

※

商品購入 100 円（税込）につき 1P 還元
※次回以降の商品購入時に 1P＝1 円として使用できます。

愛用者登録はこんな方におすすめ

こんな方に選ばれています

愛用者特約はこんな方におすすめ

これから

商品をいつでも安く！

お得に商品を購入したい

ずっとお得に使いたい

あなた

あなた

これから、商品を使用していきたい方は愛用者登録がお得で

愛用者登録 (3 カ月) の期間や、もう少し安く購入したい方は愛

す。初回定価で 2 万円（税・送料込）以上購入で、次回から

用者特約がおすすめ。愛用者特約には期間がありませんので、い

10％OFF で購入できます。期間は 3 カ月間ですが、期間中

つでも欲しい時に 20％OFF で購入できます。また、愛用者登録

に累計 2 万円以上購入すると 3 カ月期間が延長していきま

より更に安く買えるので、欲しい商品が沢山ある方はこちらが断

す。愛用者登録で更に、セット割引、ポイント還元など、お

然お得です。契約金 3 万円は初回のみ、更新料などはございま

得な特典が付いてきます。

せんので、いつでもお気軽にお得にショッピングできます。

はじめてさん、愛用者さんに人気のおすすめセット！
目指せ！おウチで最強美ボディ！

ボディケア初回セット

■セット内容

定価 21,945円

まずは基本の始めやすいセットから

ベーシックケア初回セット

■セット内容

美と健康と環境浄化 のお試しセット

定価 21,987円

ベーシックケア初回セット B

定価 22,523 円

■セット内容

・アクアーリオ（520mL）×2 本

・トリニティーゼット（250g）

・トリニティークリスタル（100mL×10 本入）

・かぼくモイスチャークリーム（195g）

・アクアーリオ（520mL）

・ビーワンオールインローション（1000mL）

・ビーワンオールインローション（1000mL）

・ビーワンオールインローション（1000mL）

・トリニティーゼット（250g）

登録
価格

19,751円

特約
価格

17,556円

1 日 1 本！あなたの健康と元気を応援します！

ベーシックケア初回セット C

定価 22,222 円

■セット内容

登録
価格

19,788円

特約
価格

17,589円

アプリケーター付でスグに水入れ出来ます！

ベーシックケア初回セット D

定価 20,460 円

■セット内容

登録
価格

20,271円

特約
価格

18,018円

いつまでもきれいで若々しく健康でありたい！

ビューティー＆ヘルスケアセット D

定価 34,650円

■セット内容

・トリニティークリスタル×3箱
（100mL×10本入）

・トリニティーセラミックボール（200g）

・アクアーリオ（520mL）×2 本

・ビーワンオールインローション（1000mL）

・ビーワンオールインローション（1000mL）

・カルシスト X（120g）

・アプリケーター（150mL）

30本
セット

登録
価格

20,000円 特約
価格 17,778 円

飲んで出す・水を入れる・混ぜる・振りまく がスグ出来る

ベーシックケアセット

■セット内容

定価 50,688円

登録
価格

18,414円

特約
価格

16,368円

飲んで出すを集中してできるお得なセット

ベーシックケアセット C

■セット内容

定価 59,400 円

登録
価格

31,185円

特約
価格

27,720円

ビーワン商品、たっぷりお得に使えます！

ビーワンリピーターセット

定価 30,828円

■セット内容

・ビーワンバランス（1100mL）

・トリニティークリスタル ×6 箱（100mL×10 本入）

・アクアーリオ (520mL)

・ビーワンオールインローション（1000mL）

・カルシスト X（120g）

・ビーワンバランス（1100mL）

・トリニティーゼット（250g）

・トリニティーゼット（250g）

・ビーワンオールインローション（1000mL）

・カルシスト X（120g）

・ビーワングレース（1000mL）

60本
セット

登録
価格

45,619円 特約
価格 40,550 円

すぐにトリニティーライフをスタートできるセット！店舗登録にも◎

トリイティーライフお気軽スタートセット
■セット内容

定価 31,900 円

登録
価格

53,460円 特約
価格 47,520 円

トリニティーライフ導入後のリピート購入におすすめ！

トリイティーライフお気軽リピートセット
■セット内容

・カタログ ×20

・泡おもい（80g×4 個入）×10

・カードスタンド + スタンドセット

・泡きよめ（1000mL）

・トリニティーライフスプレイヤー

・泡ここち（400mL）

・泡おもい（80g×4 個入）×5

・トリニティーゼット（250g）

・泡きよめ（1000mL）×2

・トリニティーライフスプレイヤー

定価 34,320 円

・泡ここち（400mL）×2

登録
価格

27,745円

29,062円 特約
価格 26,224 円

※表示価格はすべて税込価格です
■お問い合わせ

登録
価格

24,662円

『スキンケア体験会
商品説明会』全国各地で開催中
「商品買ったけど、使い方がよくわからない」、「詳
しく話を聞いて、体験してから買いたい」など、
気軽にご参加いただける無料のスキンケア体験会
＆商品説明会を全国各地で開催しています。
ぜひ、お近くの講習会へお越しください。

・トリニティーゼット（250g）

登録
価格

特約
価格

開催スケジュール
はこちら
▼

30,888円 特約
価格 27,456 円
株式会社

環境保全研究所

〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里 3545-5896
TEL.0551-48-5300 FAX.0551-48-5388

https://www.kankyo-hozen.co.jp/
●記載内容は2022年7月時点のものです。●商品デザイン、仕様、価格は予
告なく変更する場合があります。予めご了承ください。●記載されている全て
の商品情報・写真などの無断転載・複写・複製を禁じます。
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