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分類 商品名 現行価格（税込） 改定価格（税込）

ちょこっと置いて吊るしてプレミアム　 ¥858 ¥880

ちょこっと置いて吊るして防カビ　浴室用 ¥748 ¥770

ちょこっと置いて吊るして防カビ　おうち用 ¥748 ¥770

ちょこっと置いて吊るしてシリーズ３点セット ¥2,200 変更なし

業務用カビ対策ゲル剤（600ｇ） ¥1,885 ¥1,980

業務用カビ対策ゲル剤詰替え（2kg） ¥3,143 ¥3,300

カビのち晴れスプレータイプ ¥1,078 ¥1,133

カビのち晴れゲルタイプ ¥968 ¥990

カビのち晴れBB菌スプレータイプ　浴室用 ¥1,078 ¥1,133

カビのち晴れBB菌スプレータイプ　カーテン用 ¥1,078 ¥1,133

クローゼット用BB菌防カビシート さくら ¥1,078 ¥1,133

ｗith BIO エアコン用　カビ予防剤（6ヶ月） ¥1,078 ¥1,100

ｗith BIO エアコン用　カビ予防剤（3ヶ月×2個） ¥1,078 ¥1,100

ｗith BIO エアコン用　カビ予防剤（3ヶ月） ¥539 ¥550

ｗith BIO 浴室用　カビ予防剤 ¥748 ¥770

with BIO 防臭・防カビ洗濯用　500ml ¥1,980 ¥2,200

with BIO 防臭・防カビ洗濯用　150ml ¥858 ¥935

with BIO 消臭・防カビゲル3個入り ¥2,178 ¥2,255

with BIO お風呂の防カビ 貼るタイプ ¥968 変更なし

with BIO シンク下の防カビ 貼るタイプ ¥968 変更なし

ちょこっと置いて吊るして消臭　おうち用 ¥748 ¥770

ニオイのち晴れスプレータイプ ¥1,078 ¥1,133

ニオイのち晴れゲルタイプ ¥968 ¥990

ニオイのち晴れゲルタイプ　靴箱用 ¥968 ¥990

ニオイのち晴れ　ゲルタイプ　ホルムアルデヒド臭対策 ¥1,408 ¥1,485

ニオイのち晴れ　ゲルタイプ　レインボージュエリー ¥968 ¥990

BB菌インテリアグリーン ¥1,408 ¥1,430

FABミストペット用300ml ¥1,628 ¥1,650

with BIO くつ箱の消臭 貼るタイプ ¥968 変更なし

with BIO ゴミ箱の消臭 貼るタイプ ¥968 変更なし

重曹とバイオのおそうじシート　1個 ¥440 変更なし

重曹とバイオのおそうじシート　３個入 ¥1,078 変更なし

ニオイのち晴れトイレ用　2個入 ¥748 ¥770

トイレのなっとうキング ¥748 ¥770

トイレのなっとうキング8個入り ¥2,075 ¥2,178

with BIO 汲み取りトイレ用消臭剤 ¥748 ¥858

ヌメリのち晴れ排水管用　50錠入り ¥968 ¥990

パイプピッカ！ピッカ！粒タイプ　50錠 ¥968 ¥990

パイプピッカ！ピッカ！粒タイプ　300錠 ¥3,278 ¥3,410

バイオでぬめり一発！ ¥2,178 ¥2,233

ｗith BIO ヌメリ予防スプレー ¥858 ¥968

ｗith BIO 排水管洗浄剤 ¥1,628 ¥2,090
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エコ・バイオリング（白） ¥2,728 ¥2,838

エコ・バイオリング（茶） ¥2,728 ¥2,838

エコ・バイオリング（緑） ¥2,728 ¥2,838

エコ・バイオリング（黒） ¥2,728 ¥2,838

エコ・バイオマーブル ¥2,728 ¥2,838

エコ・バイオロックtype-O 12個入 ¥14,256 ¥14,916

エコ・バイオロック　type-F ¥7,590 ¥7,920

エコ・バイオボルケーノ ¥3,278 ¥3,300

ヨウ素DEスッキリ！洗濯用 ¥1,078 ¥1,100

におわんもん ¥1,408 ¥1,430

バイオスティック入り スプレーボトルセット ¥3,289 ¥3,366

洗濯槽キレイサッパリバイオプラス ¥1,650 ¥1,705

FABミスト　300ｍｌ ¥1,628 ¥1,650

FABミスト携帯用　50ｍｌ ¥759 ¥770

FABミスト詰め替え用　250ml ¥1,078 ¥1,100

FABミスト詰め替え用　4L ¥16,940 ¥17,600

FABミスト詰め替え用　10L ¥39,600 ¥41,250

ヨウ素DEすっきり加湿器用1本入り ¥748 ¥770

ヨウ素DEすっきり加湿器用3本入り ¥1,628 ¥1,683

ヨウ素DEすっきり加湿器用 10本入り ¥4,928 ¥5,038

ヨウ素DEすっきり加湿器用スリムタイプ　1本入り ¥748 ¥770

ヨウ素DEすっきり加湿器用スリムタイプ　3本入り ¥1,628 ¥1,683

ヨウ素でタンク除菌 加湿器・冷風扇用　1本入 ¥638 ¥660

衣類用涼感スプレースースースッ50ｍlブリスターＶｅｒ. ¥715 ¥770

衣類用涼感スプレースースースッ50ｍlくまモンＶｅｒ. ¥715 ¥770

衣類用涼感スプレースースースッ300ｍｌ ¥3,278 ¥3,410

衣類用涼感スプレースースースッ300ｍｌ　詰替え用 ¥2,728 ¥2,838

マスク用スースースッ 50ml ¥715 ¥737

バイオの惠液体タイプ　300ｍｌ ¥748 ¥803

バイオの惠液体タイプ　1Ｌ ¥1,870 ¥1,925

バイオの惠液体タイプ10L ¥9,680 ¥9,900

バイオの惠ハイブリッドM　1L ¥2,178 ¥2,233

バイオの惠ハイブリッドM10L ¥13,200 ¥13,750

バイオの惠粉粒タイプ　1Ｌ ¥1,760 ¥1,815

バイオの惠粉粒タイプ18L ¥11,000 ¥12,100

いつでもお湯キレイ　くまモンver. ¥1,848 ¥1,925

ヨウ素DEスッキリ！　お風呂用除菌＋皮脂キャッチ ¥2,178 ¥2,200

ペット FAB耳洗浄リキッド犬猫用 ¥1,078 ¥1,100

新生活応援セット ¥3,300 変更なし

くまモンセット ¥5,500 変更なし

with BIOおうちキレイプレミアムギフト ¥5,500 変更なし

バイオでおうちキレイギフトAセット ¥4,400 変更なし

バイオでおうちキレイギフトBセット ¥3,300 変更なし

トライアルセットA【クリックポスト対応商品】 ¥1,100 変更なし

トライアルセットB【クリックポスト対応商品】 ¥1,100 変更なし

その他 くまモン保冷箱 ¥660 ¥770
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