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香川県庁消費生活協同組合 組合員のみなさまへ

組合員様限定特別価格にてご提供致しま丸
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人気アイテムアウトレットセール 職域斡旋限定の特価30%～50%OFF
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中性脂肪サポート
15日分
(1日 4粒 60粒入り)

雙鑢隕餞置鑢増撃礎環薦

メーカー希望小亮無纏罐′OS申渕(畿K)

540円 (税込)

蒻蘊隕メリロート20日分
鰈蝙m(1日 8粒 160粒入り)

蠍雛鐵粽麟輪虚鵞奪4周
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700円 (税込)

サプリメント軽減税率消費税8%
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賞味期限2021年 11月         賞味期限2021年9月

メーカー希望小売価格503円 (税込)     メーカー希望小売価格1,372円 (税込)

250円 (税込)         680円 (税込)

FANCL
フアンケル人気アイテムアウトレットセール申込書

アウ トレッ トセール品の為、斡旋期間中でも商品が品切れになる場合がありますのでご了承 ください。

申込締切:2021年 4月 28日 (水)生協売店必着
商品お届け予定 : お申込から2週間前後
申込方法 :申込書に必要事項を記入後、生協売店 担当山本にお渡しください。

香川県庁消費生活協同組合   県 庁 生 協 販売課 山本  IL087-832-3829

〔連絡先             内線     〕

県庁生協WEBページ

http://www.kenchoselkyo.com/
メール

Sinbun@kenChOSeiり 0.COm

FAX 087-834-3862

酔轟機鬱プ讐メント

所属名 所属コー ド 氏  名 組合員コード お支払方法 (○印)

天 引 ・ 現 金

商   品   名  (内容)
メーカー希望小売価格 斡旋価格 数 量 金額

■ マイルドクレンジングジェル 120g 1′ 870 935
2 マイルドクレンジングオイル 120m1 2,本糸且 (120ml× 2本 ) 3′ 520 2′460
3 洗諺買ノヾウダーリッチモイスチャー 50g 1′ 595 790
4 汐L彦買ノfウ ダ̈- 50g 2:本 晰目 (50g× 21本こ) 2′ 525 1′760
5 シャンプートリートメントセット シヤンフ

°-60mi トリートメント50g 878 439
6 ウルオイトラベルセツトローソン 1′628 814
7 ホワイトニングセット化粧液10mi乳液10mi美 白美容液5包 1′ 518 759
8 中性脂肪サポート15日 分  (1日 4粒 60粒入り) 1′080 540
9 メリロート20日う|) (1日 8オ立 160米立入り) 1′404 700
10 カルシウム15日 ラ|) (1日 5米立 75米立入り)× 21膝:セット 508 250
11 30代からサプリメント女性用15日 分  (1日 1袋 15袋入り) 1′ 372 680

表示価格は消費税込価格です。
(8～ 11サプリ軽減税率対象8% その他消費税10%)

合 計 金 額 /ヽ
〒

プレゼント包装・個別包装や宅配サービスはおこなつておりませんのでご了承ください。
チラシに掲載の商品は印刷物のため、現物と多少異なる場合がございます。


