
申込日

 購入したい商品のチェック項目の空欄に「○」をご記入下さい。

チェック 商品コード 購入区分 点数 税抜価格 税込価格 チェック 商品コード 購入区分 点数 税抜価格 税込価格

F100R1 通常購入 1点 ¥4,500 ¥4,950 F101R1 通常購入 1点 ¥7,500 ¥8,250

F100R2 通常購入 2点セット ¥7,200 ¥7,920 F101R2 通常購入 2点セット ¥11,250 ¥12,375

F100A1 定期1ヶ月 1点 ¥3,375 ¥3,713 F101A1 定期1ヶ月 1点 ¥5,250 ¥5,775

F100A2 定期1ヶ月 2点セット ¥6,300 ¥6,930 F101A2 定期1ヶ月 2点セット ¥9,750 ¥10,725

F102R1 通常購入 1点 ¥24,200 ¥26,620 F103R1 通常購入 1点 ¥14,900 ¥16,390

F102R2 通常購入 2点セット ¥36,300 ¥39,930 F103R2 通常購入 2点セット ¥20,860 ¥22,946

F102A1 定期1ヶ月 1点 ¥16,940 ¥18,634 F103A1 定期1ヶ月 1点 ¥9,685 ¥10,654

F102A2 定期1ヶ月 2点セット ¥31,460 ¥34,606 F103A2 定期1ヶ月 2点セット ¥17,880 ¥19,668

F104R1 通常購入 1点 ¥4,500 ¥4,950 F105R1 通常購入 1点 ¥18,900 ¥20,790

F104R2 通常購入 2点セット ¥7,200 ¥7,920 F105R2 通常購入 2点セット ¥26,460 ¥29,106

F104A1 定期1ヶ月 1点 ¥3,375 ¥3,713 F105A1 定期1ヶ月 1点 ¥12,285 ¥13,514

F104A2 定期1ヶ月 2点セット ¥6,300 ¥6,930 F105A2 定期1ヶ月 2点セット ¥22,680 ¥24,948

F106R1 通常購入 1点 ¥115,600 ¥127,160 F107R1 通常購入 1点 ¥11,800 ¥12,980

F107R2 通常購入 2点セット ¥18,880 ¥20,768

F108R1 通常購入 1点 ¥4,500 ¥4,950 F109R1 通常購入 1点 ¥4,500 ¥4,950

F108R2 通常購入 2点セット ¥7,200 ¥7,920 F109R2 通常購入 2点セット ¥7,200 ¥7,920

F108A1 定期1ヶ月 1点 ¥3,375 ¥3,713 F109A1 定期1ヶ月 1点 ¥3,375 ¥3,713

F108A2 定期1ヶ月 2点セット ¥6,300 ¥6,930 F109A2 定期1ヶ月 2点セット ¥6,300 ¥6,930

 ふりがな

名前

 ふりがな

　住所　（〒　　　　　-　　　　　　　）

午前中ご希望日時指定 　　年　　　　月　　　日  

代引き手数料 ＆ 送料

※離島の場合は、別途税込1,000円掛かります

ドクターム プレミアムメディスキンUC 10ml×2本

＜日焼け止め＞ ドクターム UVスキンプロテクト 38g

＜美顔器用ジェル＞

＜美顔器＞ ＜美容ローラー＞ リードロール

合計金額 (税込)

定期1ヶ月

＜ヘアミスト＞ ドクターム　ヘアサプリミスト 50ml

＜ローション＞＜洗顔石鹸＞ ドクターム エクストラウォッシュ 100g ドクターム TERMバランス ローション 150ml

＜特別セット＞

TEL

一律：￥1,000（税込）

＜ポイント美容液＞

年　 　月　　日 

￥25,000(税抜） ￥27,500(税込）4点セット

ドクターム スキンケア基本4点セット（洗顔石鹸 ＋ ローション ＋ 美容液 ＋ パック）

ドクターム　コラジェル 350ml

ＢＭＬ

F500S4

＜美容液＞ ドクターム アナザースキンエッセンス 30ml

＜パック＞ ドクターム アナザースキンマスク 120g

太枠内のご記入をお願いいたします。

12:00～14:00 14:00～16:00 18:00～21:0016:00～18:00



申込日

チェック 商品コード 購入区分 点数 税抜価格 税込価格 チェック 商品コード 購入区分 点数 税抜価格 税込価格

F110R1 通常購入 1点 ¥20,800 ¥22,464 F111R1 通常購入 1点 ¥20,800 ¥22,464

F110R2 通常購入 2点セット ¥31,200 ¥33,696 F111R2 通常購入 2点セット ¥31,200 ¥33,696

F110A1 定期1ヶ月 1点 ¥14,560 ¥15,725 F111A1 定期1ヶ月 1点 ¥14,560 ¥15,725

F110A2 定期1ヶ月 2点セット ¥27,040 ¥29,203 F111A2 定期1ヶ月 2点セット ¥27,040 ¥29,203

F112R1 通常購入 1点 ¥8,300 ¥9,130 F113R1 通常購入 1点 ¥3,300 ¥3,630

F112R2 通常購入 2点セット ¥13,280 ¥14,608 F113R2 通常購入 2点セット ¥5,280 ¥5,808

F112A1 定期1ヶ月 1点 ¥6,225 ¥6,848 F113A1 定期1ヶ月 1点 ¥2,475 ¥2,723

F112A2 定期1ヶ月 2点セット ¥11,620 ¥12,782 F113A2 定期1ヶ月 2点セット ¥4,620 ¥5,082

F114R1 通常購入 1点 ¥6,000 ¥6,480 F115R1 通常購入 1点 ¥1,250 ¥1,350

F114R2 通常購入 2点セット ¥9,600 ¥10,368 F115R2 通常購入 2点セット ¥2,000 ¥2,160

F114A1 定期1ヶ月 1点 ¥4,500 ¥4,860 F115A1 定期1ヶ月 1点 ¥938 ¥1,013

F114A2 定期1ヶ月 2点セット ¥8,400 ¥9,072 F115A2 定期1ヶ月 2点セット ¥1,750 ¥1,890

F116R1 通常購入 1点 ¥1,500 ¥1,620

F116R2 通常購入 2点セット ¥2,400 ¥2,592

F116A1 定期1ヶ月 1点 ¥1,125 ¥1,215

F116A2 定期1ヶ月 2点セット ¥2,100 ¥2,268

 ふりがな

名前

 ふりがな

　住所　（〒　　　　　-　　　　　　　）

ご希望日時指定 　　年　　　　月　　　日  

合計金額 (税込)

午前中

TEL

＜健康茶＞ オルゾ・モンド・ビオ 2g×10包

代引き手数料 ＆ 送料

※離島の場合は、別途税込1,000円掛かります
一律：￥1,000（税込）

年　 　月　　日 

＜サプリメント＞ ベルシエール アルファ 30包入

＜健康茶＞ コタラヒムティ 6g×30包 ＜健康茶＞ コタラヒムティ 6g×5包

 購入したい商品のチェック項目の空欄に「○」をご記入下さい。

＜入浴剤＞ シュアHリッチ 35g×20袋入 ＜入浴剤＞ シュアHリッチ 35g×7袋入

＜サプリメント＞ シンビアス 30包入

太枠内のご記入をお願いいたします。

12:00～14:00 14:00～16:00 18:00～21:0016:00～18:00


