
【お問い合わせ】

88SHOP88SHOP88SHOP88SHOP（（（（ハチハチショップハチハチショップハチハチショップハチハチショップ））））

0120012001200120----088088088088----288288288288

（営業時間：月～金9：30～16：00）

（土･日･時間外は留守番電話にて承ります）

〒807-0831

北九州市八幡西区則松東2丁目4番12号

《《《《 88SHOP88SHOP88SHOP88SHOP会員会員会員会員のののの特典特典特典特典 》》》》

①1回のお買い上げ金額により、下記の会員割引でお求め頂けます

（キャンペーン商品は除く)

・お買い上げ金額5,000円以上→割引率割引率割引率割引率１０１０１０１０％％％％

・お買い上げ金額5,000円未満→割引率割引率割引率割引率５５５５％％％％

②とくとくプレゼント点数が集まるとハチハチ商品をプレゼント

お買い上げ1,000円につき１点（３０円）です。ポイントを集めて

ご希望の商品と交換できます。

③送料…お買上げ金額 5,000円以上⇒ 送料無料送料無料送料無料送料無料

お買上げ金額 5,000円未満⇒ 全国一律全国一律全国一律全国一律540540540540円円円円

④ギフトとしてご利用（のし書き・包装は無料サービスです）

⑤毎月の華ニュース郵送…キャンペーンのお知らせ

⑥メールマガジンのご案内（メールアドレスをご連絡いただいたお客様）

ホームページから登録してください。（会員以外の方も登録できます）

ハチハチ商品を５,000円以上お買い上げ頂くと

会員登録され、以下の特典が得られます（入会金等不要）。

（※会員登録後からの適用となります。）

のごのごのごのご案内案内案内案内のごのごのごのご案内案内案内案内

0120012001200120----088088088088----289289289289

0120012001200120----088088088088----288288288288

【【【【ごごごご注文注文注文注文はおはおはおはお好好好好きなきなきなきな方法方法方法方法でででで！！！！】】】】

通話料無料通話料無料通話料無料通話料無料

ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルでででで

24242424時間受付中時間受付中時間受付中時間受付中

無料無料無料無料ファクシミリファクシミリファクシミリファクシミリでででで

24242424時間時間時間時間おおおお好好好好きなきなきなきな時間時間時間時間にににに

インターネットインターネットインターネットインターネットでででで

ホームページ/www.88s.jpwww.88s.jpwww.88s.jpwww.88s.jp

FAXFAXFAXFAX

月月月月～～～～金金金金 9999時時時時30303030分分分分～～～～16161616時時時時 土･日･時間外は留守番電話です。

作りたての製品をお届けします。作りたての製品をお届けします。作りたての製品をお届けします。作りたての製品をお届けします。

ハチハチ化学は安全な原料で安心してお使いいただける、無添加の洗剤、化粧品

を製造しております。

無駄を省いて必要なものを必要なだけ使い、「環境にも人にもやさしい」エコ製

品をハチハチショップより直接お客様へお届けいたします。

ハチハチのハチハチの通販カタログ通販カタログ

【【【【ごごごご注文注文注文注文・・・・おおおお問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは】】】】

88SHOP(88SHOP(88SHOP(88SHOP(ハチハチショップハチハチショップハチハチショップハチハチショップ))))

北九州市八幡西区則松東2丁目4番12号

ホームページ/www.88s.jpwww.88s.jpwww.88s.jpwww.88s.jp
月月月月～～～～金金金金 9999時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～16161616時時時時 土･日･時間外は留守番電話です。

0120012001200120----088088088088----288288288288

おおおお友達紹介友達紹介友達紹介友達紹介おおおお友達紹介友達紹介友達紹介友達紹介おおおお友達紹介友達紹介友達紹介友達紹介

カタログカタログカタログカタログとおおおお試試試試しししし商品商品商品商品をプレゼントします。

ハチハチハチハチハチハチハチハチ製品製品製品製品をををを使使使使ったことがないったことがないったことがないったことがない、、、、

教教教教えてあげたいとえてあげたいとえてあげたいとえてあげたいと思思思思うおうおうおうお友達友達友達友達をぜひごをぜひごをぜひごをぜひご紹介紹介紹介紹介くださいくださいくださいください。。。。

おおおお友達友達友達友達がががが商品をお買い上げになると

紹介紹介紹介紹介ボーナスポイントボーナスポイントボーナスポイントボーナスポイント

50505050点点点点(1,500(1,500(1,500(1,500円分円分円分円分））））

お友達にお友達に、、、、、、

紹介紹介紹介紹介ボーナスポイントボーナスポイントボーナスポイントボーナスポイント

30303030点点点点（（（（900900900900円分円分円分円分））））

ポイントポイントポイントポイント集集集集めてめてめてめて商品商品商品商品をもらおうをもらおうをもらおうをもらおう

あなたにあなたに、、、、、、

【お支払方法】

コンビニ・郵便振替・クレジット決済⇒手数料無料

代金引換⇒手数料324円

お友達にお友達に

ポイントポイントポイントポイントのごのごのごのご利用利用利用利用についてについてについてについてポイントポイントポイントポイントのごのごのごのご利用利用利用利用についてについてについてについて

・商品お買い上げ1,0001,0001,0001,000円円円円につきにつきにつきにつき1111点点点点です。

・点数は商品お届け時にお渡しする納品書に赤枠で印刷します。(下写真①)

・この赤枠を切り取り、ポイントカードへ貼って下さい。(下写真②)

・ポイントがたまったらポイントカードをご郵送下さい。

・ごごごご希望希望希望希望のののの商品商品商品商品とととと交換交換交換交換いたしますいたしますいたしますいたします。。。。（総合カタログよりお選びください）

・１点30円で、他の割引とは併用されず、定価(税込)での計算となります。

・商品券としてご利用はできません。

ポイントの範囲内で商品をお選び下さい

ポイントの有効期限はありません。

※ポイントは再発行いたしませんので、切り取ったポイントの紛失・汚損

には十分ご注意ください。

とくとくとくとくとくとくとくとくポイントカードポイントカードポイントカードポイントカード

赤枠を切り取り、

貼り付けて下さい

写真②

写真①

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ポイントポイントポイントポイントのののの商品交換例商品交換例商品交換例商品交換例ポイントポイントポイントポイントのののの商品交換例商品交換例商品交換例商品交換例～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

ポイント72点分点分点分点分

ニューキラー

定価各2,138円
<プラスコモ>全身シャンプー

定価2,376円
ポイント80点分点分点分点分

あらってごらん

（1.28kg×4袋）

定価6,156円
ポイント206点分点分点分点分

上記の携帯サイズ（商品番号 ～ ）の中より1点お

選び頂き、カタログと一緒にお友達にお送りします。

※お電話にて、88SHOPまでお申込ください。

4646464635353535

ハチハチハチハチハチハチハチハチ化学化学化学化学 検検検検 索索索索

無添加のスキンケア無添加のスキンケア無添加のスキンケア無添加のスキンケア

〈〈〈〈プラスコモプラスコモプラスコモプラスコモ〉〉〉〉全身全身全身全身シャンプーシャンプーシャンプーシャンプー

無添加・無香料・無着色・天然原料。弱酸性・アミノ酸の

全身シャンプー。敏感肌の方や赤ちゃんにも安心です。

品番 CS-220

全身全身全身全身シャンプーシャンプーシャンプーシャンプー(500ml)

2,3762,3762,3762,376円円円円（税抜2,200円）

品番 CS-2002

2,1602,1602,1602,160円円円円（税抜2,000円）

全身全身全身全身シャンプシャンプシャンプシャンプ(つけかえ用 500ml)

(500ml)

ハチハチハチハチハチハチハチハチさんさんさんさんちのちのちのちのこだわりこだわりこだわりこだわり全身全身全身全身シャンプーシャンプーシャンプーシャンプー

表示指定成分無添加。3種類のアミノ酸を配合した

全身シャンプーです。リンス要らずのしっとり感！

品番 KS-300

ハチハチハチハチハチハチハチハチさんさんさんさんちのちのちのちの

こだわりこだわりこだわりこだわり全身全身全身全身シャンプーシャンプーシャンプーシャンプー

3,2403,2403,2403,240円円円円（税抜3,000円）

品番

ハチハチハチハチハチハチハチハチさんさんさんさんちのちのちのちの

こだわりこだわりこだわりこだわり全身全身全身全身シャンプーシャンプーシャンプーシャンプー

(つけかえ用 500ml)

3,0243,0243,0243,024円円円円（税抜2,800円)

〈〈〈〈プラスコモプラスコモプラスコモプラスコモ〉〉〉〉ヘアトリートメントヘアトリートメントヘアトリートメントヘアトリートメント

表示指定成分無添加・無香料・ノンカチオン・ノンシリコン

髪へのなじみ・翌日のまとまり感がアップしました。

品番 HT-230

品番 HT-220

ヘアトリートメントヘアトリートメントヘアトリートメントヘアトリートメント
(400ml)

2,4842,4842,4842,484円円円円（税抜2,300円）

ヘアトリートメントヘアトリートメントヘアトリートメントヘアトリートメント((((つけかえつけかえつけかえつけかえ用用用用)))) (400ml)

2,3762,3762,3762,376円円円円（税抜2,200円）

ハチハチ

さんちの

「洗う」「洗う」「洗う」「洗う」

こだわり全身シャンプーこだわり全身シャンプーこだわり全身シャンプーこだわり全身シャンプー

素肌にうれしい弱酸性・アミノ酸系。素肌にうれしい弱酸性・アミノ酸系。素肌にうれしい弱酸性・アミノ酸系。素肌にうれしい弱酸性・アミノ酸系。

敏感肌の洗顔はもちろん髪にも、赤ちゃん

の素肌にも安心してお使いいただけます。

アトピー・アレルギー・敏感肌の方にお勧め。

「うるおす」「うるおす」「うるおす」「うるおす」

うるおい美容液うるおい美容液うるおい美容液うるおい美容液
指定成分無添加・無香料・無着色

みるみる美白、抗シワを実感。新型みるみる美白、抗シワを実感。新型みるみる美白、抗シワを実感。新型みるみる美白、抗シワを実感。新型

100100100100倍浸透ビタミン倍浸透ビタミン倍浸透ビタミン倍浸透ビタミンCCCC誘導体誘導体誘導体誘導体2222％配合。％配合。％配合。％配合。

100倍浸透型ビタミンC(APPS)は、

肌の奥深く、真皮といわれる部分

までたくさんのビタミンCが届くように

なりました。2％という高濃度配合。

肌に深くに入り、たくさんのビタミンC

を供給し、アンチエイジング(抗シワ)

性能をはじめ、様々な働きが長く続

きます。

４ 洗う・うるおす・とじこめる洗う・うるおす・とじこめる洗う・うるおす・とじこめる洗う・うるおす・とじこめる

シンプルケアで着実アンチエイジングシンプルケアで着実アンチエイジングシンプルケアで着実アンチエイジングシンプルケアで着実アンチエイジング
１１１１２３

ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ ＣＡＲＥＣＡＲＥＣＡＲＥＣＡＲＥ

４

品番 KS-200

ハチハチハチハチハチハチハチハチさんさんさんさんちのちのちのちのこだわりこだわりこだわりこだわり

全身全身全身全身シャンプーシャンプーシャンプーシャンプー(300ml)

「集中ケア」「集中ケア」「集中ケア」「集中ケア」

うるおいクリームうるおいクリームうるおいクリームうるおいクリーム

100100100100倍浸透型ビタミンＣ誘導体配合倍浸透型ビタミンＣ誘導体配合倍浸透型ビタミンＣ誘導体配合倍浸透型ビタミンＣ誘導体配合

美容クリームで集中ケア。美容クリームで集中ケア。美容クリームで集中ケア。美容クリームで集中ケア。

お肌の表面からうるおい成分を

浸透させます。うるおい美容液と

の相乗効果で、肌の内と外から

しっかり浸透、作用します。

「とじこめる」「とじこめる」「とじこめる」「とじこめる」

素肌ケアクリーム素肌ケアクリーム素肌ケアクリーム素肌ケアクリーム

お肌しっとりナチュラル効果。お肌しっとりナチュラル効果。お肌しっとりナチュラル効果。お肌しっとりナチュラル効果。

赤ちゃんから、アトピー・アレルギー・

敏感肌の方にまで安心してお使いい

ただけます。

品番 CS-370

全身全身全身全身シャンプーシャンプーシャンプーシャンプー徳用徳用徳用徳用サイズサイズサイズサイズ(1000ml)

3,9963,9963,9963,996円円円円（税抜3,700円）

品番
UB-500

うるおいうるおいうるおいうるおい美容液美容液美容液美容液(30ml)

5,4005,4005,4005,400円円円円

（税抜5,000円）

品番 ＵＣ－500

うるおいうるおいうるおいうるおいクリームクリームクリームクリーム

(23ml) 5,4005,4005,4005,400円円円円

（税抜5,000円）

品番 SC-250

素肌素肌素肌素肌ケアクリームケアクリームケアクリームケアクリーム

2,1602,1602,1602,160円円円円

（税抜2,000円）

(100g)
2,7002,7002,7002,700円円円円

（税抜2,500円）

柿タンニン

気になるニオイをすっきり

タウリン配合

すこやかな髪を育む

うるおいうるおいうるおいうるおいクリームクリームクリームクリーム

((((ソフトタイプソフトタイプソフトタイプソフトタイプ))))(50ml)

4,6284,6284,6284,628円円円円

（税抜4,286円）

品番 ＵＣS－500

KS-280

ノンシリコン
髪と頭皮を

すこやかに

気気気気になるにおいをになるにおいをになるにおいをになるにおいを抑抑抑抑えてくれるえてくれるえてくれるえてくれる

““““天然消臭成分天然消臭成分天然消臭成分天然消臭成分””””柿柿柿柿タンニンタンニンタンニンタンニン配合配合配合配合。。。。

加齢臭・汗臭・ワキ臭の消臭や、アンモニア臭など気になる臭い

を抑えてくれます。皮膚を保護し、肌をひきしめたり、炎症を抑

える作用もあります。

タウリンタウリンタウリンタウリン配合配合配合配合9999倍倍倍倍アップアップアップアップ！！！！

髪髪髪髪のののの毛毛毛毛すこやかにすこやかにすこやかにすこやかに、、、、しなやかふんわりしなやかふんわりしなやかふんわりしなやかふんわり仕上仕上仕上仕上げげげげ。。。。

タウリンは、アミノ酸の一種で、傷んだ髪を健康な状態に修復する

働きや毛髪への保湿・保護してくれます。洗いあがりはさっぱり、

髪の毛はよりしなやかにふんわり仕上げてくれます。

またタウリンには、育毛・養毛作用があるといわれています。

携帯サイズ携帯サイズ携帯サイズ携帯サイズ
旅行やお試しに便利！

品番 CWS-010

<<<<プラスコモプラスコモプラスコモプラスコモ>>>>

せんたくせんたくせんたくせんたく剤剤剤剤(20g)

108108108108円円円円

（税抜100円）

品番 CWF-010

<<<<プラスコモプラスコモプラスコモプラスコモ>>>>パック

せんたくせんたくせんたくせんたく剤剤剤剤(20g)

品番 WP-010S

あらってごらんあらってごらんあらってごらんあらってごらん

(３0g)

品番 S-010

ハイソープハイソープハイソープハイソープ

(30g)

35353535
36363636

216216216216円円円円

（税抜200円）

ヘアトリートメントヘアトリートメントヘアトリートメントヘアトリートメント

(20g)

品番 HT-020

46464646

うるおいうるおいうるおいうるおい美容液美容液美容液美容液

(5ml)
972972972972円円円円

（税抜900円）

品番 UB-090

47474747

(4g) 216216216216円円円円

（税抜200円）

素肌素肌素肌素肌ケアクリームケアクリームケアクリームケアクリーム

品番 SC-020

50505050

うるおいうるおいうるおいうるおいクリームクリームクリームクリーム

950950950950円円円円

（税抜880円）

(3ml)

品番 UC-088

48484848

(20ｇ)

162162162162円円円円（（（（税抜150円）

固型食器洗固型食器洗固型食器洗固型食器洗いいいい

品番 OK-01139393939

(20ｇ)

品番 Y-010

衣類用部分洗衣類用部分洗衣類用部分洗衣類用部分洗いいいい(20ｇ)

108108108108円円円円（税抜100円）

43434343

歓喜歓喜歓喜歓喜((((かんきかんきかんきかんき))))せんせんせんせん

(30ｇ)

108108108108円円円円（税抜100円）

品番 RK-010

41414141

ニューエレガントニューエレガントニューエレガントニューエレガント

(45ml)

216216216216円円円円

（税抜200円）

品番 WD-0251

42424242

品番 UCS-050

うるおいうるおいうるおいうるおいクリームクリームクリームクリーム

（ソフトタイプ）

540540540540円円円円

（税抜500円）

(5ml)

38383838
37373737

49494949

全身全身全身全身シャンプーシャンプーシャンプーシャンプー こだわりこだわりこだわりこだわり全身全身全身全身

シャンプーシャンプーシャンプーシャンプー(30ml)

216216216216円円円円

（税抜200円））））

品番 CS-010

(30ml)

324324324324円円円円

（税抜300円）

品番 KS-020

44444444 45454545

108108108108円円円円

（税抜100円）

108108108108円円円円

（税抜100円）

108108108108円円円円

（税抜100円）

キッチンクリーナーキッチンクリーナーキッチンクリーナーキッチンクリーナー

品番 KC-01040404040

162162162162円円円円（税抜150円）
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