
お名前 ご注文日

送り先住所

ご連絡先

品番 商品名 容量 定価（税抜） 定価（税込） 取扱店 数量 計

店販用　基礎化粧品

クレンジングとローション

JB004 レ デマキャン BIO 300ml　ボトル ¥6,500 ¥7,150 ¥4,290

JB018 アイ デマキャン BIO 100ml ボトル ¥5,000 ¥5,500 ¥3,300

JB002 ローション４６ ノーマル BIO 300ml　ボトル ¥6,500 ¥7,150 ¥4,290

JB003 ローション４８ スペシャル BIO 300ml　ボトル ¥6,500 ¥7,150 ¥4,290

JB010 アイローション BIO 100ml　ボトル ¥3,900 ¥4,290 ¥2,574

レ デマキャン BIO 100ml　ボトル ¥3,750 ¥4,125 ¥2,475

ローション４８ スペシャル BIO 100ml　ボトル ¥3,750 ¥4,125 ¥2,475
デイクリーム

JB021 クレーム SH 50g　チューブ ¥9,800 ¥10,780 ¥6,468

JB020 クレーム オコラジェン 50 g　チューブ ¥9,800 ¥10,780 ¥6,468

JB023 クレーム　レジェネラトリス 50g　チューブ ¥11,000 ¥12,100 ¥7,260

JB022 フレッシュクリーム 50g　チューブ ¥9,800 ¥10,780 ¥6,468
店販用　スペシャルケア

ゴマージュ

JB013 ケラトリス 100ml　ボトル ¥4,500 ¥4,950 ¥2,970

JB017 ゴマージュ　ヴィザージュ　（バンブー） 50g　チューブ ¥7,000 ¥7,700 ¥4,620
マスク

JB014 マスククレームアンチアージュ BIO 50g　チューブ ¥5,800 ¥6,380 ¥3,828

JB015 マスクドボーテ 50g　チューブ ¥6,900 ¥7,590 ¥4,554
ソワンドヴィザージュ

JB012 ジュネピデルム 30ｍｌ ¥28,500 ¥31,350 ¥18,810

JB011-1 ソワンコントゥールデジュー 2枚 × 6袋 ¥6,800 ¥7,480 ¥4,488

JB016 ノバデルム 50g　ポット ¥15,750 ¥17,325 ¥10,395
ボディケア

JB032 ゴマージュ　コー　(アプリコット） 200g　チューブ ¥9,400 ¥10,340 ¥6,204

JB031 スペシャルコー 300ml　ボトル ¥5,500 ¥6,050 ¥3,630

JB030 パットドヴェロル 5 g　チューブ ¥5,800 ¥6,380 ¥3,828
ＵＶ

JB035 ＴＯＭＯＫＯ　ボタニカルUVブロック 30g　チューブ ¥4,200 ¥4,620 ¥2,772
業務用　基礎化粧品

クレンジングとローション

JB1006 業務用　レ デマキャン 1000ml　ボトル ¥14,250 ¥15,675 ¥10,189

業務用　アイ デマキャン BIO 200ml ボトル ¥9,000 ¥9,900 ¥6,435

JB1007 業務用　ローション４６ ノーマル 1000ml　ボトル ¥14,250 ¥15,675 ¥10,189

JB1008 業務用　ローション４８ スペシャル 1000ml　ボトル ¥14,250 ¥15,675 ¥10,189

JB1005 業務用　アイローション 1000ml　ボトル ¥25,350 ¥27,885 ¥18,125
デイクリーム

JB1020* 業務用　クレーム SH 100g チューブ ¥12,900 ¥14,190 ¥9,224

JB1028 業務用　クレーム オコラジェン 100g チューブ ¥12,900 ¥14,190 ¥9,224

JB1023 業務用　クレーム レジェネラトリス 100g チューブ ¥14,300 ¥15,730 ¥10,225

JB1024 業務用　フレッシュクリーム 100g チューブ ¥12,900 ¥14,190 ¥9,224
業務用　スペシャルケア

ゴマージュ

JB1013 業務用　ケラトリス 1000ml　ボトル ¥29,000 ¥31,900 ¥20,735

JB1022 業務用　ゴマージュヴィザージュ 200g　チューブ ¥16,500 ¥18,150 ¥11,798
マスク

JB1018 業務用　マスククレームアンチアージュ 200g　チューブ ¥13,200 ¥14,520 ¥9,438

JB1002* 業務用　マスク モデラン 250g 袋入り ¥6,910 ¥7,601 ¥4,941

JB1001* 業務用　マスク テルミック 250g 袋入り ¥4,190 ¥4,609 ¥2,996

JB1003* 業務用　マスク プードル 290g ポット ¥7,300 ¥8,030 ¥5,220

JB1010 業務用　スックドレチュ 1000ml　ボトル ¥14,700 ¥16,170 ¥10,511

JB1012-1 マスクコラーゲンシート １枚 ¥4,500 ¥4,950 ¥3,218
ソワンドヴィザージュ

JB1019 ジュネピデルム 30ml ¥27,000 ¥29,700 ¥19,305

JB1021-1 業務用　ソワン コントゥール デジュー ２枚×１０袋 ¥7,500 ¥8,250 ¥5,363

JB1011 業務用　ノバデルム 100ml　ポット ¥16,500 ¥18,150 ¥11,798

JB1025 業務用　クレーム　ド　モデラージュ 100ml　ポット ¥13,500 ¥14,850 ¥9,653
ボディケア

JB1014 業務用　スペシャルコー 1000ml　ボトル ¥9,450 ¥10,395 ¥6,757

JB1016 業務用　パットドヴェロル 200g　チューブ ¥13,920 ¥15,312 ¥9,953

JB1017 業務用　ゴマージュコー 200g　チューブ ¥6,100 ¥6,710 ¥4,362

JB1004 業務用　ローションカンフレ 1000ml　ボトル ¥11,250 ¥12,375 ¥8,044

JB1000* 業務用　マスクオザルグ 500g　ポット ¥15,000 ¥16,500 ¥10,725

1000mlボトル用ポンプディスペンサー 1000ｍｌボトル用 ¥300 ¥330 ¥215

合計

※　業務用1000mlボトルタイプには、ポンプノズルは付属しておりません。
　　 業務用1000mlボトルタイプをご注文の際には、別途ポンプノズルを必要数ご注文ください。

フランソワーズモリス　御注文書


