2022CHARLEY CHRISTMAS & WINTER GIFT 予約注文書

※６月末締め切り・完全予約制
デリバリーは１０月中旬〜末の予定です。

./0

【BATH-vol.2】

!"#
#$%

商品名

JANコード

上代

入数

!

シーズングリーティング パウダーバス レッド

&'())&!*!+*!"

¥180 (税込¥198)

!"

"

シーズングリーティング パウダーバス グリーン

&'())&!*!+*"'

¥180 (税込¥198)

!"

+

シーズングリーティング バスフィザー レッド

&'())&!*!+*+*

¥350 (税込¥385)

!"

&

シーズングリーティング バスフィザー ゴールド

&'())&!*!+*&+

¥350 (税込¥385)

!"

)

シーズングリーティング キューブバスギフト レッド

&'())&!*!+*),

¥500 (税込¥550)

!"

*

シーズングリーティング キューブバスギフト グリーン

&'())&!*!+**(

¥500 (税込¥550)

!"

(

シーズングリーティング ボックスセット レッド

&'())&!*!+*(&

¥1,100 (税込¥1,210)

*

-

シーズングリーティング ボックスセット グリーン

&'())&!*!+*-!

¥1,100 (税込¥1,210)

*

JANコード

上代

入数

#$%

'

【BATH-vol.3】

"

1234,*5*)-)5!+++

貴社名

【BATH-vol.1】

!

商品名
シーズングリーティング ペーパーギフト ベア

&'())&!*!+(**

¥550 (税込¥605)

!"

!,

シーズングリーティング ペーパーギフト キャット

&'())&!*!+((+

¥550 (税込¥605)

!"

!!

シーズングリーティング ペーパーギフト スノーマン

&'())&!*!+(-,

¥550 (税込¥605)

!"

!"

シーズングリーティング ハンドクリーム２Pセット

&'())&!*!+(!!

¥680 (税込¥748)

!"

!+

スノードームボディウォッシュ レッド

&'())&!*!+*'-

¥700 (税込¥770)

*

!&

スノードームボディウォッシュ グリーン

&'())&!*!+(,&

¥700 (税込¥770)

*

!)

シーズングリーティング オーガンジーギフト レッド

&'())&!*!+('(

¥650 (税込¥715)

!"

!*

シーズングリーティング オーガンジーギフト ホワイト

&'())&!*!+-,+

¥650 (税込¥715)

!"

#$%

商品名

JANコード

上代

入数

!(

シーズングリーティング タオルハンカチ

&'())&!*!+("-

¥600 (税込¥660)

*

!-

シーズングリーティング ハンカチ＆ハンドクリームセット

&'())&!*!+(&"

¥950 (税込¥1,045)

*

!'

薬用入浴剤 夢見るグースーピー【医薬部外品】
ホワイトブーケ

&'())&!,'*&&*

¥200 (税込¥220)

!"

",

薬用入浴剤 夢見るグースーピー【医薬部外品】
ベルガモット＆スイートオレンジ

&'())&!,'*&)+

¥200 (税込¥220)

!"

"!

SUMOU バスソルト【医薬部外品】 大金星

&'())&!*,)&"*

¥180 (税込¥198)

!"

""

SUMOU バスソルト【医薬部外品】 祝優勝

&'())&!*!&,&*

¥180 (税込¥198)

!"

"+

空想バスルーム 夢見るすてきな願いごと

&'())&!,'))!(

¥150 (税込¥165)

",

"&

空想バスルーム ロッヂで過ごす星月夜

&'())&!,'))"&

¥150 (税込¥165)

",

")

オンセンジャポンジャポン ホリデースペシャルバス
【医薬部外品】 ホワイトツリー

&'())&!*,,**(

¥100 (税込¥110)

",

"*

オンセンジャポンジャポン ホリデースペシャルバス
【医薬部外品】 フォレストグリーン

&'())&!*,,*(&

¥100 (税込¥110)

",

"(

オンセンジャポンジャポン ホリデースペシャルバス
【医薬部外品】 ホーリーレッド

&'())&!*,&,)&

¥100 (税込¥110)

",

数量

希望納期

数量

希望納期

数量

希望納期

2022CHARLEY CHRISTMAS & WINTER GIFT 予約注文書

※６月末締め切り・完全予約制
デリバリーは１０月中旬〜末の予定です。

./0

!"#

【Mimi Charlotte】 "#$

【

6#789:;<6=>?:7
@:ABCDE8FG:>=

6#789:;<6=>?:7
1>:H>:FG=

!

1234-*5*),)5%+++

貴社名

【

!

】

】

【TEA&SWEETS】

商品名

%

ミミ・シャルロット ハンドクリーム２Pセット
リリー/ジャスミン（RD）

!

ミミ・シャルロット ハンドクリーム２Pセット
ローズ/ピオニー（PK)

+

JANコード

上代

入数

&'())&%*%+',,

¥680

(税込¥748)

%!

&'())&%*%+'')

¥680 (税込¥748)

%!

ミミ・シャルロット ハンドクリーム＆ネイルオイルセット
リリー＆ジャスミン（RD)

&'())&%*%&--,

¥680 (税込¥748)

%!

&

ミミ・シャルロット ハンドクリーム＆ネイルオイルセット
ローズ＆ピオニー（PK)

&'())&%*%&-%)

¥680 (税込¥748)

%!

)

ミミ・シャルロット ボックスギフト リリー＆ジャスミン（RD)

&'())&%*%&-!!

¥900 (税込¥990)

*

*

ミミ・シャルロット ボックスギフト ローズ＆ピオニー（PK)

&'())&%*%&-+'

¥900 (税込¥990)

*

"#$

商品名

JANコード

上代

入数

%

ホリデーハーバル バスソルト アップルブーケ

&'())&%*%+,%-

¥200 (税込¥220)

%!

!

ホリデーハーバル バスソルト オレンジ＆ユーカリ

&'())&%*%+,!(

¥200 (税込¥220)

%!

+

ホリデーハーバル パウダーバス３包入り
アップルブーケ

&'())&%*%+,+&

¥550 (税込¥605)

%!

&

ホリデーハーバル パウダーバス３包入り
オレンジ＆ユーカリ

&'())&%*%+,&%

¥550 (税込¥605)

%!

)

ホリデーハーバル フェイスマスクセット レッド

&'())&%*%+,),

¥500 (税込¥550)

*

*

ホリデーハーバル フェイスマスクセット ネイビー

&'())&%*%+,*)

¥500 (税込¥550)

*

(

ホリデーハーバル オーガンジーセット レッド

&'())&%*%+,,'

¥720 (税込¥792)

%!

,

ホリデーハーバル オーガンジーセット ネイビー

&'())&%*%+,'*

¥720 (税込¥792)

%!

'

ホリデーハーバル ハンドソープ＆ハンドローションセット
アップルブーケ

&'())&%*%+'-!

¥1,100 (税込¥1,210)

*

%-

ホリデーハーバル ハンドソープ＆ハンドローションセット
オレンジ＆ユーカリ

&'())&%*%+'%'

¥1,100 (税込¥1,210)

*

%%

ホリデーハーバル ボディケアセット アップルブーケ

&'())&%*%+'!*

¥1,100 (税込¥1,210)

*

%!

ホリデーハーバル ボディケアセット オレンジ＆ユーカリ

&'())&%*%+'++

¥1,100 (税込¥1,210)

*

%+

ホリデーハーバル ハンドクリーム２Pセット

&'())&%*%+,(!

¥680 (税込¥748)

%!

"#$

商品名

JANコード

上代

入数

%

ホリデーハーバル ルームフレグランスジェル オレンジ

&'())&%*%+'*&

¥900 (税込¥990)

,

!

ホリデーハーバル フレグランスディフューザー オレンジ

&'())&%*%+'(%

¥1,800 (税込¥1,980)

+

+

ホリデーハーバル フレグランスサシェ オレンジ

&'())&%*%+'&-

¥500 (税込¥550)

%!

&

ホリデーハーバル コーン型インセンス オレンジ

&'())&%*%+')(

¥680 (税込¥748)

%-

"#$

商品名

JANコード

上代

入数

%

ロンヌヌースティー オレンジバニラ（RD)

&'())&%*'%%((

¥380 (税込¥410)

,

!

ロンヌヌースティー キャラメルミルク（NV）

&'())&%*'%%,&

¥380 (税込¥410)

,

+

ハッピーチアーズティー グレープ＆ラズベリー（RD)

&'())&%*'%%'%

¥380 (税込¥410)

%!

&

ハッピーチアーズティー フレッシュマスカット（WH）

&'())&%*'%!-(

¥380 (税込¥410)

%!

)

ハッピースイーツセット イエロー

&'())&%*'%!%&

¥500 (税込¥540)

%-

*

ハッピースイーツセット レッド

&'())&%*'%!!%

¥500 (税込¥540)

%-

数量

希望納期

数量

希望納期

数量

希望納期

数量

希望納期

