
販売終了商品一覧：P&G

Gillette Labs スターターキット (本
体 + 替刃2個)

Gillette Labs 替刃 4個

Gillette Labs 替刃 8個 h&s for men ボリュームアップシャ
ンプーポンプ(370ml)

h&s for men ボリュームアップシャ
ンプー詰替え(300ml)

h&s PRO エナジー シャンプー ポン
プ(350ml)

アリエール ジェルボール4D 詰替え
用 超ジャンボサイズ (31個入)

アリエール ジェルボール4D 部屋干
し用 詰替え用 超ジャンボサイズ (31
個入)

アリエール ジェルボール4D 部屋干
し用 本体 (12個入)

アリエール ジェルボール4D 本体 (12
個入)

アリエール バイオサイエンスジェル 
詰替え用 超特大サイズ（1000g）

アリエール バイオサイエンスジェル 
部屋干し用 詰替え用 超特大サイズ
（1000g）

アリエール バイオサイエンスジェル 
部屋干し用 本体（750g）

アリエール バイオサイエンスジェル 
本体（750g）

アリエール ジェル ダニよけプラス 
詰替え用 超特大サイズ (1.36kg)

アリエール ジェル ダニよけプラス 
本体 (910g)

アリエール スプレー ダニよけプラ
ス 本体 (320ml)

ヴィーナス スワールホルダー(替刃2
個付)

オーラルB すみずみクリーンキッズ 
ブルー 替えブラシ (2本入)

さらさ柔軟剤 詰替え 通常サイズ
（440ml）

さらさ柔軟剤 本体（600ml） さらさ洗剤ジェル 詰替え 超特大サ
イズ（1.64kg）
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さらさ洗剤ジェル 本体（850g） ジョイ ジェルタブ 食洗機用洗剤　
54個入り （840g）

ジョイ ミラクルクリーン 泡スプ
レー 微香タイプ 付替え （300ml）

ジョイ ミラクルクリーン 泡スプ
レー 微香タイプ 本体 （300ml）

ジョイコンパクト バレンシアオレン
ジの香り 詰替え 特大(770ml)

ジョイコンパクト バレンシアオレン
ジの香り 本体(190ml)

ジョイコンパクト W消臭 フレッシュ
クリーン 本体 (175ml)

スキンガード フレックスボール マ
ニュアルホルダー (替刃2個付)

スキンガード マニュアル替刃4B (替
刃4個入)

パンテーン　インテンシブヴィタミ
ルク 毛先まで傷んだ髪用(100ml)

パンテーン エアリーふんわりケア 
デイリー補修トリートメント 特大サ
イズ(300g)

パンテーン エクストラダメージケア 
シャンプー ポンプ（450ml）

パンテーン エクストラダメージケア 
シャンプー 詰替え 超特大サイズ
（950ml）

パンテーン エクストラダメージケア 
トリートメントコンディショナー ポ
ンプ（400ｇ）

パンテーン エクストラダメージケア 
トリートメントコンディショナー 詰
替え 超特大サイズ（860ｇ）

パンテーン ミセラー ピュア＆クレ
ンズ シャンプー ポンプ(500ml)

パンテーン ミセラー ピュア＆クレ
ンズ シャンプー 詰替え(350ml)

パンテーン ミセラー ピュア＆クレ
ンズ トリートメント ポンプ(500g)

パンテーン ミセラー ピュア＆クレ
ンズ トリートメント 詰替え(350g)

パンテーン ミー リペア－ゴールデ
ンカプセルミルク (90ml)

パンテーン ミラクルズ ヴィタフュ
ジョン デュアルアクティブ オイル
セラム(21gx2)

パンテーンミラクルズ リッチモイス
チャー シャンプー ポンプ 
（500ml）
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パンテーンミラクルズ リッチモイス
チャー シャンプー 詰替え 
（440ml）

パンテーンミラクルズ リッチモイス
チャー トリートメント ポンプ 
（500g）

パンテーンミラクルズ リッチモイス
チャー トリートメント 詰替え 
（440g）

パンパース さらさらケア パンツ
ウルトラジャンボ L56+2枚(9-14kg)

パンパース さらさらケア パンツ
ウルトラジャンボ M74枚(6-11kg)

パンパース さらさらケア パンツ
ウルトラジャンボ S94枚(4-8kg)

パンパース さらさらケア パンツ
ウルトラジャンボ ビッグ50枚
(12-22kg)

パンパース さらさらケア パンツ
ウルトラジャンボ ビッグより大きい
32枚(15-28kg)

パンパース はじめての肌へのいちば
ん テープ ウルトラジャンボ L54枚
(9-14kg)

パンパース はじめての肌へのいちば
ん テープ ウルトラジャンボ M66枚
(6-11kg)

パンパース はじめての肌へのいちば
ん テープ ウルトラジャンボ S80枚
(4-8kg)

パンパース はじめての肌へのいちば
ん テープ ウルトラジャンボ 新生児
88枚(5kgまで)

パンパース 肌へのいちばん
おしりふき 56枚x2

パンパース 肌へのいちばん
おしりふき 56枚x6

パンパース 肌へのいちばんパンツ / 
ウルトラジャンボ L50枚(9-14kg)

パンパース 肌へのいちばんパンツ / 
ウルトラジャンボ M64枚(6-11kg)

パンパース 肌へのいちばんパンツ / 
ウルトラジャンボ S78枚(4-8kg)

パンパース 肌へのいちばんパンツ / 
ウルトラジャンボ ビッグ46枚
(12-22kg)

パンパースさらさらケア テープ
ウルトラジャンボ L68枚(9-14kg)

パンパースさらさらケア テープ
ウルトラジャンボ M80枚(6-11kg)

パンパースさらさらケア テープ
ウルトラジャンボ S102枚(4-8kg)

パンパースさらさらケア テープ
ウルトラジャンボ 新生児114枚(5kg
まで)
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ファブリーズ イージークリップ
スカイブリーズ 2個パック(2mlx2)

ファブリーズ イージークリップ
タバコエキスパート アクア＆フレッ
シュミント 2個パック

ファブリーズＷ除菌 詰替え 特大サ
イズ（640ml）

ファブリーズW除菌 無香料 アルコー
ル成分入り (370ml)

ファブリーズW除菌 無香料 アルコー
ル成分入り 詰替え (320ml)

ファブリーズＷ除菌（370ml）

ファブリーズW消臭 トイレ用消臭剤 
ブルー・シャボン(6ml)

ファブリーズW消臭 トイレ用消臭剤
+抗菌 ウルトラ・フレッシュ・シャ
ボン (6ml)

ファブリーズ
ナチュリス ラベンダー＆ユーカリ
詰替え（320ml）

ファブリーズ
ナチュリス ラベンダー＆ユーカリ
本体（370ml）

ファブリーズメン 香りが残らない
(370ｍl)

ブラウン オーラルB
パーフェクトクリーン 4本入り
(EB20-4HB)

ブラウン オーラルB 替ブラシ
ステインケア 2本入 (EB18-2HB)

ブラウン オーラルB 替ブラシ
パーフェクトクリーン 2本入 
(EB20-2HB)

ブラウン オーラルB 替ブラシ
やわらか極細毛ブラシ 2本入 
(EB60-2HB)

ブラウン オーラルB 替ブラシ
歯間ワイパー付きブラシ
フロスアクション (EB25-2HB)

ブラウン オーラルB
電動歯ブラシ すみずみクリーンEX 
(D12013A)

ブラウン 子供用電動歯ブラシ
すみずみクリーンキッズ
レッド （D12513KPKMB）

プログライド
ジェルフォーム(195g)

プログライド パワー替刃8B
 (替刃8個入)

プログライド フレックスボール
パワーホルダー
(替刃2個付)

プログライド フレックスボール
マニュアルホルダー 
(替刃2個付)
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プログライド マニュアル 替刃8B 
(替刃8個入)

プロシールド マニュアルホルダー 
(替刃2個付)

プロシールド 替刃8B (替刃8個入) ヘアレシピ ハニーアプリコット
エンリッチモイスチャーレシピ
シャンプー(530ml)

ヘアレシピ ハニーアプリコット
エンリッチモイスチャーレシピ 
トリートメント(530g)

ボールドジェル フレッシュピュアク
リーンの香り つめかえ用 超特大サ
イズ (1.05㎏)

ボールドジェル フレッシュピュアク
リーンの香り 本体(850g)

ボールド ジェルボール3D 爽やかプ
レミアムクリーンの香り本体（17個
入）

ボールド ジェルボール3D 爽やかプ
レミアムクリーンの香り 詰替え用 
超特大（32個入）

ボールド ジェルボール 3D 癒しのプ
レミアムブロッサムの香り 詰替え用
超特大（32個入）

ボールド ジェルボール 3D 癒しのプ
レミアムブロッサムの香り 本体（17
個入）

レノアオードリュクス パルファムシ
リーズアロマジュエル イノセントビ
ジュの香り(520ml)

レノアオードリュクス パルファムシ
リーズイノセントNo.10詰替え用特
大サイズ (600ml)

レノアオードリュクス パルファムシ
リーズイノセントNo.10本体 
(530ml)

レノアオードリュクス パルファムシ
リーズル・マリアージュ No.10詰替
え用 (410ml)

レノアオードリュクス パルファムシ
リーズル・マリアージュ No.10本体 
(530ml)

レノアオードリュクス ミスト イノ
セントニュアジュの香り 本体 
(280ml)

レノアハピネス アロマジュエル ア
ンティークローズ＆フローラルの香
り 本体(470ml)

レノア超消臭 1week スポーツデオX
フレッシュシトラスブルー 詰替え用 
特大サイズ(980ml)

レノア超消臭 1week スポーツデオX
フレッシュシトラスブルー 本体
(530ml)

レノア超消臭 1week フレッシュグ
リーン 詰替え用 特大サイズ(980ml)

レノア超消臭 1week フレッシュグ
リーン 本体(530ml)
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レノア本格消臭 スポーツ抗菌ビーズ 
クールリフレッシュ(490ml)

レノア本格消臭 ダニよけプラス 本
体 (540ml)

除菌ジョイコンパクト 特大
（700ml）

除菌ジョイコンパクト 本体
（175ml）

除菌ジョイ ミラクル泡スプレー 緑
茶の香り 付替え(275ml)

除菌ジョイ ミラクル泡スプレー 緑
茶の香り 本体(275ml)

食洗機用ジョイ 除菌 詰替特大(930g) 置き型ファブリーズ 無香 つけかえ
用2個パック(130gx2)

置き型ファブリーズ 無香 本体(130g)


