
















2022CHARLEY　Spring　Gift　予約注文書 !
"#$%&'(')*)(!+++ ,

"#$

-./ 商品名 JANコード 入数 数量

! ウィズフローラ　ミルキーバスソルト　ミモザ＆シャボン ,01)),!'!20)& ¥200 (税込¥220) !2

2 ウィズフローラ　ミルキーパウダーバス　３包入り
ミモザ＆シャボン ,01)),!'!20'1 ¥500 (税込¥550) !2

+ ウィズフローラ　オーガンジーセット　ミモザ ,01)),!'!200* ¥680 (税込¥748) !2

, ウィズフローラ　フレグランスボディミスト
ミモザ＆シャボン ,01)),!'!+&&! ¥900 (税込¥990) '

【Mimosa Handcare】 -./ 商品名 JANコード 入数 数量

) ウィズフローラ　ハンドソープ　ミモザ＆シャボン ,01)),!'!20*! ¥600 (税込¥660) '

' ウィズフローラ　ハンドクリーム＆ネイルオイルセット
ミモザ＆シャボン ,01)),!'!201, ¥680 (税込¥748) !2

【Mimosa Fragrance】 -./ 商品名 JANコード 入数 数量

1 ウィズフローラ　ルームフレグランスジェル　ミモザブーケ ,01)),!'!+++0 ¥800 (税込¥880) *

* ウィズフローラ　フレグランスディフューザー　ミモザブーケ ,01)),!'!++,' ¥1,800 (税込¥1,980) +

0 ウィズフローラ　インセンス　ミモザブーケ ,01)),!'!++!) ¥680 (税込¥748) !&

!& ウィズフローラ　フレグランスサシェ　ミモザブーケ ,01)),!'!++22 ¥500 (税込¥550) !2

【BATH-vol.1】 -./ 商品名 JANコード 入数 数量

! サンキューブーケギフト　ピンク ,01)),!'!+2), ¥1,300 (税込¥1,430) '

2 サンキューブーケギフト　イエロー ,01)),!'!+2'! ¥1,300 (税込¥1,430) '

+ メルシーフルールバスコンフェティ　ピンク ,01)),!'!!'&! ¥550 (税込¥605) *

, メルシーフルールバスコンフェティ　レッド ,01)),!'!!'!* ¥550 (税込¥605) *

) メルシーフルールバスコンフェティ　イエロー ,01)),!'!!'2) ¥550 (税込¥605) *

' メルシーオーガンジーギフト　ピンク ,01)),!'!+2+& ¥600 (税込¥660) !2

1 メルシーオーガンジーギフト　ホワイト ,01)),!'!+2,1 ¥600 (税込¥660) !2

* メルシーブーケ　スタンドギフト　ピンク ,01)),!'!!',0 ¥1,500 (税込¥1,650) '

0 メルシーブーケ　スタンドギフト　レッド ,01)),!'!!')' ¥1,500 (税込¥1,650) '

!& ブーケコンフェティ　ピンク ,01)),!'&*2+' ¥1,500 (税込¥1,650) '

!! ブーケコンフェティ　レッド ,01)),!'&0*2& ¥1,500 (税込¥1,650) '

オオサカ　 〒550-0027　大阪市西区九条1-27-6 3456&'(')*)(!++!7"#$6&'(')*)(!+++8

トウキョウ 〒107-0052　東京都港区赤坂4-9-25 新東洋赤坂ビル6Ｆ 3456&+(',+,()2'07"#$6&+(',+,()2108 999/:;<=>?@(AAA/:.B

予約制ではありませんが、デリバリーをスムーズにする為、予め確定した数量がございましたら事前にFAXをお願いします。

上代 希望納期

上代 希望納期

上代 希望納期

貴社名

345

希望納期
【Mimosa Bath&

skincare】
上代

株式会社チャーリー
JANコードの赤文字５ケタは商品コードです

2&2!/!2/&0
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【BATH-vol.2】 ./0 商品名 JANコード 入数 数量

+! サンキューハンドジェルギフト　ラフェ　ピンク -12))-+'+,!2* ¥480 (税込¥528) +!

+, サンキューハンドジェルギフト　ラフェ　グリーン -12))-+'+,!*) ¥480 (税込¥528) +!

+- サンキューハンドジェルギフト　リッスン　ピンク -12))-+'+,!1! ¥530 (税込¥583) +!

+) サンキューハンドジェルギフト　リッスン　イエロー -12))-+'+,,&* ¥530 (税込¥583) +!

+' ハンカチ＆ハンドクリームセット　ミラ　ピンク -12))-+2!&)', ¥850 (税込¥935) '

+2 ハンカチ＆ハンドクリームセット　ミラ　レッド -12))-+2!&)2& ¥850 (税込¥935) '

+* ハンカチ＆ハンドクリームセット　イエロー -12))-+2!++'- ¥850 (税込¥935) '

+1 ハンカチ＆ハンドクリームセット　野イチゴ -12))-+'&1',1 ¥850 (税込¥935) '

!& ハンカチ＆ハンドクリームセット　ピンク -12))-+2!++2+ ¥850 (税込¥935) '

!+ ハンカチ＆ハンドクリームセット　グリーン -12))-+2!++** ¥850 (税込¥935) '

!! ハンカチ＆ハンドクリームセット　ブルー -12))-+2!++1) ¥850 (税込¥935) '

!, バトンハンカチ＆バスセット　ピンク -12))-+2!&1-) ¥1,000 (税込¥1,100) '

!- バトンハンカチ＆バスセット　グリーン -12))-+2!&1)! ¥1,000 (税込¥1,100) '

!) バトンハンカチ＆バスセット　ネイビー -12))-+2!&1'1 ¥1,000 (税込¥1,100) '

【BATH-vol.3】 ./0 商品名 JANコード 入数 数量

!' ラトリエ・ミラ　バスソルトパウダー
ラズベリー＆スイートピー（PK) -12))-+&1)))) ¥180 (税込¥198) +!

!2 ラトリエ・ミラ　バスソルトパウダー
ピーチ＆ホワイトティー（RD) -12))-+&1))'! ¥180 (税込¥198) +!

!* ラトリエ・ミラ　ボディウォッシュ
ラズベリー＆スイートピー（PK) -12))-+&1)'!, ¥200 (税込¥220) +!

!1 ラトリエ・ミラ　ボディウォッシュ
ピーチ＆ホワイトティー（RD) -12))-+&1)',& ¥200 (税込¥220) +!

,& ラトリエ・ミラ　ハンドクリーム＆ネイルオイルセット
ラズベリー＆スイートピー（PK) -12))-+2!&)-1 ¥680 (税込¥748) '

,+ ラトリエ・ミラ　ハンドクリーム＆ネイルオイルセット
ピーチ＆ホワイトティー（RD) -12))-+2!&))' ¥680 (税込¥748) '

,! ラトリエ・ミラ　オーガンジーギフト　ピンク -12))-+2!&)!) ¥600 (税込¥660) +!

,, ラトリエ・ミラ　オーガンジーギフト　レッド -12))-+2!&),! ¥600 (税込¥660) +!

,- ラトリエ・ミラ　ペーパーソープ　ラズベリー（PK) -12))-+&1)''+ ¥350 (税込¥385) +&

,) ラトリエ・ミラ　ペーパーソープ　ピーチ（RD) -12))-+&1)'2* ¥350 (税込¥385) +&

,' ラトリエ・ミラ　ハンドフレッシュジェル　ラズベリー（PK) -12))-+&+2'*2 ¥350 (税込¥385) +!

,2 ラトリエ・ミラ　ハンドフレッシュジェル　ピーチ（RD) -12))-+&+2'1- ¥350 (税込¥385) +!

,* mano a mano　ハンドリフレッシュセット
フルーティーベリーの香り（PK) -12))-+2!&')) ¥680 (税込¥748) '

,1 mano a mano　ハンドリフレッシュセット
フレッシュシトラスの香り（YE) -12))-+2!&''! ¥680 (税込¥748) '

-& mano a mano　ハンドリフレッシュセット
ボタニカルフラワーの香り（BL) -12))-+2!&'21 ¥680 (税込¥748) '

-+ mano a mano　泡ハンドソープ
フルーティーベリーの香り（PK) -12))-+&+22&& ¥600 (税込¥660) '

-! mano a mano　泡ハンドソープ
シトラスハーブの香り（YE) -12))-+&+22+2 ¥600 (税込¥660) '

-, mano a mano　泡ハンドソープ
フローラルシャボンの香り（BL) -12))-+&+22!- ¥600 (税込¥660) '

オオサカ　 〒550-0027　大阪市西区九条1-27-6 3456&'(')*)(+,,+7"#$6&'(')*)(+,,,8

トウキョウ 〒107-0052　東京都港区赤坂4-9-25 新東洋赤坂ビル6Ｆ 3456&,('-,-()!'17"#$6&,('-,-()!218 9990:;<=>?@(AAA0:/B

予約制ではありませんが、デリバリーをスムーズにする為、予め確定した数量がございましたら事前にFAXをお願いします。

貴社名

345

上代 希望納期

上代 希望納期

株式会社チャーリー
JANコードの赤文字５ケタは商品コードです

!&!+0+!0&1
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【BATH-vol.4】 -./ 商品名 JANコード 入数 数量

,, サンクスカラフルギフト　レッド ,01)),+12&'0! ¥530 (税込¥583) +2

,) サンクスカラフルギフト　ピンク ,01)),+12&1&0 ¥530 (税込¥583) +2

,' サンクスカラフルギフト　オレンジ ,01)),+12&1+' ¥530 (税込¥583) +2

,1 サンクスカラフルギフト　グリーン ,01)),+12&12! ¥530 (税込¥583) +2

,* 〈New〉NOBANAフラワースキンケアバス
野ばらとスイートピー ,01)),+&0'2&& ¥200 (税込¥220) +2

,0 〈New〉NOBANAフラワースキンケアバス
カモミールとひなげし ,01)),+&0'2+1 ¥200 (税込¥220) +2

)& 〈New〉NOBANAフラワースキンケアバス
ラベンダーとなでしこ ,01)),+&0'22, ¥200 (税込¥220) +2

)+ 〈New〉NOBANAフラワースキンケアバス
野イチゴと菜の花 ,01)),+&0'2!+ ¥200 (税込¥220) +2

)2 〈New〉NOBANAサンクスプチギフト
ピンク（野ばらとスイートピー） ,01)),+12+&,+ ¥380 (税込¥418) +2

)! 〈New〉NOBANAサンクスプチギフト
イエロー（カモミールとひなげし） ,01)),+12+&)* ¥380 (税込¥418) +2

), 〈New〉NOBANAサンクスプチギフト
パープル（ラベンダーとなでしこ） ,01)),+12+&') ¥380 (税込¥418) +2

)) 〈New〉NOBANAサンクスプチギフト
グリーン（野イチゴと菜の花） ,01)),+12+&12 ¥380 (税込¥418) +2

)' 〈New〉NOBANAフェイスマスク　野ばらとスイートピー ,01)),+&+10+) ¥250 (税込¥275) +2

)1 〈New〉NOBANAフェイスマスク　カモミールとひなげし ,01)),+&+1022 ¥250 (税込¥275) +2

)* 〈New〉NOBANAフェイスマスク　ラベンダーとなでしこ ,01)),+&+10!0 ¥250 (税込¥275) +2

)0 〈New〉NOBANAフェイスマスク　野イチゴと菜の花 ,01)),+&+10,' ¥250 (税込¥275) +2

'& 〈New〉NOBANAフェイスマスクギフト　野ばらとスイートピー ,01)),+12+&*0 ¥500 (税込¥550) '

'+ 〈New〉NOBANAフェイスマスクギフト　カモミールとひなげし ,01)),+12+&0' ¥500 (税込¥550) '

'2 〈New〉NOBANAフェイスマスクギフト　ラベンダーとなでしこ ,01)),+12++&2 ¥500 (税込¥550) '

'! 〈New〉NOBANAフェイスマスクギフト　野イチゴと菜の花 ,01)),+12+++0 ¥500 (税込¥550) '

', 〈New〉NOBANAUVハンドクリーム　野ばらとスイートピー ,01)),+&+10'& ¥850 (税込¥935) '

') 〈New〉NOBANAUVハンドクリーム　カモミールとひなげし ,01)),+&+10)! ¥850 (税込¥935) '

'' 〈New〉NOBANAUVハンドクリーム　ラベンダーとなでしこ ,01)),+&+1011 ¥850 (税込¥935) '

'1 〈New〉NOBANAUVハンドクリーム　野イチゴと菜の花 ,01)),+&+10*, ¥850 (税込¥935) '

'* フルールラフェ　ハンドクリーム＆ネイルオイルセット
ハニーサックル＆ローズ（PK) ,01)),+12&+*+ ¥680 (税込¥748) '

'0 フルールラフェ　ハンドクリーム＆ネイルオイルセット
ホワイトムスク＆ジャスミン（PU) ,01)),+12&+0* ¥680 (税込¥748) '

1& フルールラフェ　ペーパーソープ　ローズ（PK) ,01)),+&0)+'' ¥280 (税込¥308) +&

1+ フルールラフェ　ペーパーソープ　ジャスミン（PU) ,01)),+&0)+1! ¥280 (税込¥308) +&

オオサカ　 〒550-0027　大阪市西区九条1-27-6 3456&'(')*)(+!!+7"#$6&'(')*)(+!!!8

トウキョウ 〒107-0052　東京都港区赤坂4-9-25 新東洋赤坂ビル6Ｆ 3456&!(',!,()2'07"#$6&!(',!,()2108 999/:;<=>?@(AAA/:.B
株式会社チャーリー

JANコードの赤文字５ケタは商品コードです

2&2+/+2/&0

上代 希望納期

予約制ではありませんが、デリバリーをスムーズにする為、予め確定した数量がございましたら事前にFAXをお願いします。

貴社名

345
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【TEA & SWEETS】 -./ 商品名 JANコード 入数 数量

+ サンクフルティー　りんご紅茶 !01))!+&&)''& ¥300 (税込¥324) +2

2 サンクフルティー　いちご紅茶 !01))!+&&)'11 ¥300 (税込¥324) +2

, サンクフルティー　白桃紅茶 !01))!+&&)'*! ¥300 (税込¥324) +2

! グッデイグッティー３Pセット　アプリコットオレンジ !01))!+12+&+& ¥240 (税込¥259) +2

) グッデイグッティー３Pセット　キャラメルアップル !01))!+12+&21 ¥240 (税込¥259) +2

' グッデイグッティー３Pセット　メープルミルク !01))!+12+&,! ¥240 (税込¥259) +2

1 ウィズユーティー３Pセット　アールグレイ !01))!+12&1'+ ¥300 (税込¥324) +2

* ウィズユーティー３Pセット　アップル !01))!+12&11* ¥300 (税込¥324) +2

0 ウィズユーティー３Pセット　ストロベリー !01))!+12&1*) ¥300 (税込¥324) +2

+& ハッピーティーセット　レッド !01))!+'0+++) ¥390 (税込¥421) +2

++ ハッピーティーセット　ピンク !01))!+'0++22 ¥390 (税込¥421) +2

+2 コンフィチュール＆フレーバーティーセット　レッド !01))!+'0+&02 ¥500 (税込¥540) +2

+, コンフィチュール＆フレーバーティーセット　イエロー !01))!+'0++&* ¥500 (税込¥540) +2

【TEA】 -./ 商品名 JANコード 入数 数量

+ マリーブーケティー　ローズアップル !01))!+'0+&*) ¥380 (税込¥410) *

2 マリーブーケティー　フレッシュストロベリー !01))!+'0+&2, ¥380 (税込¥410) *

, キャトルールティー３Pセット　イチゴショートケーキ !01))!+12&+20 ¥300 (税込¥324) +2

! キャトルールティー３Pセット　ピーチアールグレイムース !01))!+12&+,' ¥300 (税込¥324) +2

) キャトルールティー３Pセット　アップルパイ !01))!+12&+!, ¥300 (税込¥324) +2

' チラクシング　ルイボスティー　レモン !01))!+&&),0! ¥380 (税込¥410) +&

1 チラクシング　ルイボスティー　ピーチ !01))!+&&)!&& ¥380 (税込¥410) +&

* チラクシング　ルイボスティー　バニラ !01))!+&&)!+1 ¥380 (税込¥410) +&

0 森のティーパーティー　ベリー＆アップル（RD) !01))!+&&)',0 ¥380 (税込¥410) +&

+& 森のティーパーティー　ピーチ＆マンゴー（YE) !01))!+&&)'!' ¥380 (税込¥410) +&

++ 森のティーパーティー　ブルーベリー（BL) !01))!+&&)'), ¥380 (税込¥410) +&

+2 テ アラ メゾン３Pセット　ピーチジャスミンティー !01))!+1+0*1+ ¥300 (税込¥324) +2

+, テ アラ メゾン３Pセット　ストロベリーフラワーティー !01))!+1+0*** ¥300 (税込¥324) +2

+! テ アラ メゾン３Pセット　キャラメルルイボスティー !01))!+1+0*0) ¥300 (税込¥324) +2

+) フィーカ　リズムコーヒー　アウェイク（YE) !01))!+&&)))! ¥150 (税込¥162) 2&

+' フィーカ　リズムコーヒー　ブレイク（BL) !01))!+&&))'+ ¥150 (税込¥162) 2&

+1 フィーカ　リズムコーヒー　チア（PK) !01))!+&&))1* ¥150 (税込¥162) 2&

+* ホールケーキティー　ベリーショートケーキ !01))!+&&)22' ¥850 (税込¥918) '

+0 ホールケーキティー　チョコレートナッツケーキ !01))!+&&)2,, ¥850 (税込¥918) '

オオサカ　 〒550-0027　大阪市西区九条1-27-6 3456&'(')*)(+,,+7"#$6&'(')*)(+,,,8

トウキョウ 〒107-0052　東京都港区赤坂4-9-25 新東洋赤坂ビル6Ｆ 3456&,('!,!()2'07"#$6&,('!,!()2108 999/:;<=>?@(AAA/:.B
株式会社チャーリー

JANコードの赤文字５ケタは商品コードです

2&2+/+2/&0

貴社名

345

上代 希望納期

上代 希望納期

予約制ではありませんが、デリバリーをスムーズにする為、予め確定した数量がございましたら事前にFAXをお願いします。


