












2022CHARLEY　ゆず&りんご　予約注文書 !
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。 "

!"#

【BATH-vol.1】 #$% 商品名 JANコード 入数 数量

! フルーツメドレー パウダーバス　ゆず &'())&!*!&!*' ¥180 (税込¥198) !"

" フルーツメドレー パウダーバス　りんご &'())&!*!&!(* ¥180 (税込¥198) !"

+ フルーツメドレー バスソルト2包入り
土佐生まれゆずの香り &'())&!*!&!,+ ¥380 (税込¥418) !"

& フルーツメドレー バスソルト2包入り
たわわに実るりんごの香り &'())&!*!&!'- ¥380 (税込¥418) !"

) 重炭酸バスタブレット【医薬部外品】　ゆずの香り（YE） &'())&!-'),&) ¥150 (税込¥165) !"

* 重炭酸バスタブレット【医薬部外品】　りんごの香り（RD） &'())&!-'*-"* ¥150 (税込¥165) !"

( <New>重炭酸バスタブレット６Ｐセット【医薬部外品】
ゆずの香り &'())&!("!&-' ¥900 (税込¥990) *

, <New>重炭酸バスタブレット６Ｐセット【医薬部外品】
りんごの香り &'())&!("!&!* ¥900 (税込¥990) *

【BATH-vol.2】 #$% 商品名 JANコード 入数 数量

' フルーツメドレー ハンドクリーム２Ｐセット
ゆず/ゆず＆ジンジャー &'())&!*!&-,& ¥680 (税込¥748) !"

!- フルーツメドレー ハンドクリーム２Ｐセット
りんご/りんご＆はちみつ &'())&!*!&-'! ¥680 (税込¥748) !"

!! フルーツメドレー ハンドクリーム＆ネイルオイルセット
ゆず &'())&!*!&!-( ¥680 (税込¥748) !"

!" フルーツメドレー ハンドクリーム＆ネイルオイルセット
りんご &'())&!*!&!!& ¥680 (税込¥748) !"

!+ サンキューペーパーソープセット　ゆず &'())&!*!&"'' ¥460 (税込¥506) !"

!& サンキューペーパーソープセット　りんご &'())&!*!&+-) ¥460 (税込¥506) !"

!) サンキューハンドジェルセット　ゆず &'())&!*!&"&& ¥530 (税込¥583) !"

!* フルーツメドレー ハンドフレッシュジェル　ゆず &'())&!*!!-"! ¥350 (税込¥385) !"

!( スタンドギフト　ゆず &'())&!*!"+") ¥550 (税込¥605) !"

!, スタンドギフト　りんご &'())&!*!"++" ¥550 (税込¥605) !"

!' オーガンジーセット　ゆず &'())&!*!&"-* ¥600 (税込¥660) !"

"- オーガンジーセット　りんご &'())&!*!&"!+ ¥600 (税込¥660) !"

【BATH-vol.3】 #$% 商品名 JANコード 入数 数量

"! だるまカップギフト　ゆず &'())&!*!&!"! ¥600 (税込¥660) !"

"" だるまカップギフト　りんご &'())&!*!&!+, ¥600 (税込¥660) !"

"+ ３包セット　ゆず &'())&!(!!*,& ¥500 (税込¥550) !"

"& ３包セット　りんご &'())&!-'&&+) ¥500 (税込¥550) !"

") カゴギフト　ゆず &'())&!*!&!&) ¥1,100 (税込¥1,210) *

"* カゴギフト　りんご &'())&!*!&!)" ¥1,100 (税込¥1,210) *

"( ボックスギフト　ゆず &'())&!*!&""- ¥1,300 (税込¥1,430) *

", ボックスギフト　りんご &'())&!*!&"+( ¥1,300 (税込¥1,430) *
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★・・・7/1より価格を改定いたします。JANコードの変更はございません。
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2022CHARLEY　ゆず&りんご　予約注文書 !
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。 !

!"#

【BATH＆SKINCARE-vol.1】 "#$ 商品名 JANコード 入数 数量

% ハンドソープ　ゆず &'())&%*%!+&' ¥700 (税込¥770) *

! ハンドソープ　りんご &'())&%*%!+)* ¥700 (税込¥770) *

+ 空想ウォータリングハンドクリーム　もうすぐ届く柚子だより &'())&%,%(-'! ¥800 (税込¥880) %!

& 空想ウォータリングハンドクリーム　恋する果実と三日月と &'())&%,%(',- ¥800 (税込¥880) %!

) 空想バスルーム　もうすぐ届く柚子だより &'())&%,'))+% ¥150 (税込¥165) !,

* 空想バスルーム　恋する果実と三日月と &'())&%,'+)%+ ¥150 (税込¥165) !,

( 空想フェイスマスク　柚子が実るボクの村 &'())&%,%(,', ¥250 (税込¥275) %!

- 空想フェイスマスクギフト　柚子が実るボクの村 &'())&%(!,!+) ¥500 (税込¥550) *

' オンセンジャポンジャポン【医薬部外品】　ゆず &'())&%,'+'&, ¥100 (税込¥110) !,

%, オンセンジャポンジャポン【医薬部外品】　りんご &'())&%,')&'& ¥100 (税込¥110) !,

%% バスポップ　シトラス &'())&%,'&*%' ¥120 (税込¥132) %!

%! バスポップ　アップル &'())&%,')),, ¥120 (税込¥132) %!

%+ グリーティングバス（パウダータイプ）　シトラスフルーツ &'())&%,'),&+ ¥150 (税込¥165) %!

%& 柚子湯祭り薬草風呂【医薬部外品】 &'())&%,')(%) ¥180 (税込¥198) %!

【BATH＆SKINCARE-vol.2】 "#$ 商品名 JANコード 入数 数量

%) トラッドワセリン　ゆずの香り &'())&%,%*%%* ¥600 (税込¥660) %!

%* トラッドワセリンリップ　ゆずの香り &'())&%,%(&(! ¥600 (税込¥660) %!

%( トラッドマスクスプレー　ゆずの香り &'())&%,++*+! ¥850 (税込¥935) *

%- トラッドハンドクリーム　ゆずの香り &'())&%,%*&'' ¥1,000 (税込¥1,100) *

%' トラッドパウダーバス　ゆずの香り &'())&%,')!!( ¥180 (税込¥198) %!

!, トラッドフェイスマスク　ゆずの香り &'())&%,%(),! ¥250 (税込¥275) %!

!% トラッドフェイスマスクギフト　ゆず &'())&%(!,&') ¥500 (税込¥550) *

【with Flora 花柚子】 "#$ 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　花柚子 &'())&%*%,()- ¥180 (税込¥198) %!

! ウィズフローラ ハンドケアクリーム　花柚子 &'())&%*%,(!( ¥850 (税込¥935) *

+ ウィズフローラ インセンス　花柚子 &'())&%*%%-)& ¥680 (税込¥748) %,

& ウィズフローラ フレグランスディフューザー　花柚子 &'())&%*%%-(- ¥1,100 (税込¥1,210) *

【TEA＆DRINK】 "#$ 商品名 JANコード 入数 数量

% キセツノドリンク（粉末飲料）　ゆずとレモン &'())&%*'%!*' ¥480 (税込¥518) %!

! キセツノドリンク（粉末飲料）　りんごとレモン &'())&%*'%!(* ¥480 (税込¥518) %!

+ キセツノオチャ　ゆず＆はちみつ紅茶 &'())&%*',-'( ¥380 (税込¥410) %,

& キセツノオチャ　りんご＆生姜紅茶 &'())&%*',',+ ¥380 (税込¥410) %,

) クーミニョンティー　ゆず＆アールグレイ &'())&%*',&&* ¥380 (税込¥410) -

* クーミニョンティー　りんご＆はちみつ &'())&%*',&)+ ¥380 (税込¥410) -
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