
年以内に販売している新商品です。

料は全国一律700円(税抜)です。
北海道・沖縄(離島・一部地域)は、1,500円(税抜)となります。

料無料になります。

了承下さい。
料につきまして。

年10月改訂

金額
年　　　　　　　　月　　　　　　　　日



Fax : 03-6745-9307
お問合せ：0120-104-373 ※表示価格はすべて税抜価格です。

HEA HEB HEC
太さ 長さ 約8000本入り 個 個 太さ 長さ 約8000本入り 個 約2000本入り 個 N J C

6ｍｍ ¥9,000 6ｍｍ ¥8,500 ¥2,500 個 個 個
7ｍｍ ¥9,000 7ｍｍ ¥8,500 ¥2,500 7ｍｍ ¥6,000
8ｍｍ ¥9,000 8ｍｍ ¥8,500 ¥2,500 8ｍｍ ¥6,000
9ｍｍ ¥9,000 9ｍｍ ¥8,500 ¥2,500 0.1ｍｍ 9ｍｍ ¥6,000
10ｍｍ ¥9,000 10ｍｍ ¥8,500 ¥2,500 （内容量） 10ｍｍ ¥6,000
11ｍｍ ¥9,000 11ｍｍ ¥8,500 ¥2,500 約6300本 11ｍｍ ¥6,000
12ｍｍ ¥9,000 12ｍｍ ¥8,500 ¥2,500 12ｍｍ ¥6,000
13ｍｍ ¥9,000 13ｍｍ ¥8,500 ¥2,500 13ｍｍ ¥6,000
14ｍｍ ¥9,000 6ｍｍ ¥8,700 ¥2,600 Ｍｉｘ ¥6,500
6ｍｍ ¥9,200 7ｍｍ ¥8,700 ¥2,600 7ｍｍ ¥6,000
7ｍｍ ¥9,200 8ｍｍ ¥8,700 ¥2,600 8ｍｍ ¥6,000
8ｍｍ ¥9,200 9ｍｍ ¥8,700 ¥2,600 0.15ｍｍ 9ｍｍ ¥6,000
9ｍｍ ¥9,200 10ｍｍ ¥8,700 ¥2,600 （内容量） 10ｍｍ ¥6,000
10ｍｍ ¥9,200 11ｍｍ ¥8,700 ¥2,600 約4000本 11ｍｍ ¥6,000
11ｍｍ ¥9,200 12ｍｍ ¥8,700 ¥2,600 12ｍｍ ¥6,000
12ｍｍ ¥9,200 13ｍｍ ¥8,700 ¥2,600 13ｍｍ ¥6,000
13ｍｍ ¥9,200 Ｍｉｘ ¥6,500
14ｍｍ ¥9,200
8ｍｍ ¥9,400
9ｍｍ ¥9,400 太さ 長さ 約8000本入り 個 約2000本入り 個
10ｍｍ ¥9,400 8ｍｍ ¥9,500 ¥2,900
11ｍｍ ¥9,400 9ｍｍ ¥9,500 ¥2,900
12ｍｍ ¥9,400 10ｍｍ ¥9,500 ¥2,900
13ｍｍ ¥9,400 11ｍｍ ¥9,500 ¥2,900
14ｍｍ ¥9,400 12ｍｍ ¥9,500 ¥2,900

13ｍｍ ¥9,500 ¥2,900
8ｍｍ ¥9,700 ¥3,000

BBM BCM 9ｍｍ ¥9,700 ¥3,000
J C 10ｍｍ ¥9,700 ¥3,000
個 個 11ｍｍ ¥9,700 ¥3,000

3ｍｍ 約5500本 12ｍｍ ¥9,700 ¥3,000
4ｍｍ 約3500本 13ｍｍ ¥9,700 ¥3,000
5ｍｍ 約2500本 9ｍｍ ¥9,900 ¥3,100
3ｍｍ 約4500本 10ｍｍ ¥9,900 ¥3,100 ※代引きの場合の手数料につきまして。
4ｍｍ 約2000本 11ｍｍ ¥9,900 ¥3,100   ～   10,000円未満 ・・・  300円（税抜）
5ｍｍ 約1500本 12ｍｍ ¥9,900 ¥3,100 10,000円　～ 　30,000円未満 ・・・  400円（税抜）

※送料は全国一律700円（税抜）です。 30,000円　～　100,000円未満 ・・・  600円（税抜）
　但し、北海道・沖縄(離島・一部地域)は、1,500円(税抜)となります。 100,000円　～　300,000円未満 ・・・1,000円（税抜）
※商品10,000円以上のお買い上げの場合は送料無料になります。
※平日13:00までのご注文は原則、当日発送させて頂きますが、発注数や商品数により、当日発送が出来ない可能性が御座います。

　TEL（　　　）　　　　　　―

　〒（　　　　　　－　　　　　　）

BCM お届け先住所

お届け先名

BA型番 BB

太さ

BAMBBM 型番
約2000本入り 長さ

オーダーシート 2015年10月改訂

¥2,700

Page 2
J カール（バラタイプ） N カール（バラタイプ） ハイブリットエクステンション（シートタイプ）

型番

価格

0.2mm

0.1mm

¥2,700
¥2,700
¥2,700

0.1mm

¥2,700

¥2,700
¥2,700
¥2,700

0.15mm

¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800

¥2,900
¥2,900 型番 BC

¥2,800
¥2,800 C カール（バラタイプ）

0.15mm

¥2,700

下まつげ

0.15mm太さ 長さ 内容量 価格

0.1ｍｍ
¥2,800
¥2,800

0.2mm

¥2,900

0.1mm

¥2,900
¥2,900
¥2,900
¥2,900

このページの
合計金額 円

¥16,800

ご注文日¥2,800 　　　年　　　　　　月　　　　　　日

0.13ｍｍ
¥2,800
¥2,800
¥2,800

0.1ｍｍセット（3ｍｍ～5ｍｍ）
¥8,400

全6種セット

¥8,400
0.13ｍｍセット（3ｍｍ～5ｍｍ）



                     Fax : 03-6745-9307 ※★印は半年以内に販売している新商品です。

お問合せ：0120-104-373 ※表示価格はすべて税抜価格です。 Page 3

FLA FLB FLC FLD 型番 価格 個数
N J C D e-palette初回導入セット(全20種)
個 個 個 個 長さ（mm） 11 13 11 13 ※【特典】三角POP/ポスター/素材写真CDデータ/

6mm ¥3,500 PA クリスタル ¥2,000 デザインマニュアル
7ｍｍ ¥3,500 PB オーロラ ¥2,000 上まつげJカールセット(CB、WB 各 9・11・13mm）6種
8ｍｍ ¥3,500 PC ピンク ¥2,000 ※【特典】三角POP/デザインマニュアル

0.1ｍｍ 9ｍｍ ¥3,500 PD ゴールド ¥2,000 上まつげCカールセット(CB、WB 各 9・11・13mm）6種
（内容量） 10ｍｍ ¥3,500 PE ブルー ¥2,000 ※【特典】三角POP/デザインマニュアル
約6560本 11ｍｍ ¥3,500 PF レッド ¥2,000

12ｍｍ ¥3,500 PG オールカラー（各1本） ¥2,500 ★EPCBJ01205 ¥4,500
13ｍｍ ¥3,500 ★EPCBJ01207 ¥4,500
14ｍｍ ¥3,500 ★EPCBJ01209 ¥4,500
Ｍｉｘ ¥4,000 ★EPCBJ01211 ¥4,500
6mm ¥3,500 ★EPCBJ01213 ¥4,500
7ｍｍ ¥3,500 ★EPCBC01205 ¥4,500
8ｍｍ ¥3,500 長さ（mm） 11 13 11 13 ★EPCBC01207 ¥4,500

0.15ｍｍ 9ｍｍ ¥3,500 PH グリーン ¥2,500 ★EPCBC01209 ¥4,500
（内容量） 10ｍｍ ¥3,500 PI ゴールド ¥2,500 ★EPCBC01211 ¥4,500
約4373本 11ｍｍ ¥3,500 PJ シルバー ¥2,500 ★EPCBC01213 ¥4,500

12ｍｍ ¥3,500 PK スカイブルー ¥2,500
13ｍｍ ¥3,500 PL パープル ¥2,500 ★EPWBJ01205 ¥4,500
14ｍｍ ¥3,500 PM ピンク ¥2,500 ★EPWBJ01207 ¥4,500
Ｍｉｘ ¥4,000 PN ブラック ¥2,500 ★EPWBJ01209 ¥4,500
10ｍｍ ¥3,500 PO ブルー ¥2,500 ★EPWBJ01211 ¥4,500

0.2ｍｍ 11ｍｍ ¥3,500 PP ホログラム ¥2,500 ★EPWBJ01213 ¥4,500
（内容量） 12ｍｍ ¥3,500 PQ レッド ¥2,500 ★EPWBC01205 ¥4,500
約3280本 13ｍｍ ¥3,500 ★EPWBC01207 ¥4,500

14ｍｍ ¥3,500 ※送料は全国一律700円(税抜)です。 ★EPWBC01209 ¥4,500
　但し、北海道・沖縄(離島・一部地域)は、1,500円(税抜)となります。 ★EPWBC01211 ¥4,500
※商品10,000円以上のお買い上げの場合は送料無料になります。 ★EPWBC01213 ¥4,500

カール ※平日13:00までのご注文は原則、当日発送させて頂きますが、
太さ 　発注数や商品数により、当日発送が出来ない可能性が御座います。

長さ（mm） 10 11 12 13 　予めご了承下さい。
PR ワイン ¥4,800 ※代引きの場合の手数料につきまして。
PS グリーン ¥4,800   ～   10,000円未満 ・・・  300円（税抜）
PT ダークブラウン ¥4,800 10,000円　～ 　30,000円未満 ・・・  400円（税抜）
PU パープル ¥4,800 30,000円　～　100,000円未満 ・・・  600円（税抜）
PV ブルー ¥4,800 100,000円　～　300,000円未満 ・・・1,000円（税抜）
PW レッド ¥4,800
PX ピンク ¥4,800
PY イエロー ¥4,800

備考

カラーエクステ（Style J）

型番 価格 0.15mm
J

ご注文日

このページの
合計金額

お届け先名

円
　　　TEL　（　　　　　）　　　　　　　　　―

　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

　〒（　　　　　　―　　　　　　）

e palette-C-WarmBrown-0.12mm-13mm

お届け先住所

Cool　Brown

e palette-C-WarmBrown-0.12mm-9mm

e palette-J-WarmBrown-0.12mm-7mm
e palette-J-WarmBrown-0.12mm-9mm
e palette-J-WarmBrown-0.12mm-11mm
e palette-J-WarmBrown-0.12mm-13mm

e palette-J-CoolBrown-0.12mm-11mm

e palette-J-CoolBrown-0.12mm-7mm

e palette-C-CoolBrown-0.12mm-5mm

e palette-C-CoolBrown-0.12mm-13mm
Warm Brown

e palette-C-WarmBrown-0.12mm-11mm

e palette-J-CoolBrown-0.12mm-9mm

e palette-J-WarmBrown-0.12mm-5mm

e palette-J-CoolBrown-0.12mm-5mm

e palette-C-CoolBrown-0.12mm-7mm
e palette-C-CoolBrown-0.12mm-9mm
e palette-C-CoolBrown-0.12mm-11mm

e palette-J-CoolBrown-0.12mm-13mm

商品名

2015年10月改訂

¥81,000

オーダーシート

★EPS005

★EPS004

★EPS002

¥27,000

¥27,000

★Feather Lash Extention（シートタイプ）
型番

ラメアイラッシュ　（20本入り）

e palette-C-WarmBrown-0.12mm-5mm
e palette-C-WarmBrown-0.12mm-7mm

e-paletteジュエリーアイラッシュ　（単色6本入り）

CJ
価格

CJ価格型番 カール

太さ 長さ 価格
カール

型番



年10月改訂

￥額金￥額金￥額金￥額金￥額金￥額金

￥額金￥額金￥額金￥額金￥額金￥額金

￥額金￥額金￥額金￥額金

料は全国一律700円(税抜)です。　但し、北海道・沖縄(離島・一部地域)は、1,500円(税抜)となります。
了承下さい。

料につきまして。 金額

年　　　　　　　月　　　　　　　日



                     

【STH018】 【STH001】 【STH002】 【STH003】 【STH005】

セット セット セット セット セット

金額 ￥ 金額 ￥ 金額 ￥ 金額 ￥ 金額 ￥

※サロンツールの合計金額が28,000円(税抜)以下の場合、通常の送料とは別に、702円の送料がかかります。

【BK001】

冊 台 台 台 個

金額 ￥ 金額 ￥ 金額 ￥ 金額 ￥ 金額 ￥

【JB001】 【JB002】 【JB007】

冊 冊 冊

金額 ￥ 金額 ￥ 金額 ￥

※送料は全国一律700円(税抜)です。　但し、北海道・沖縄(離島・一部地域)は、1,500円(税抜)となります。

※平日13:00までのご注文は原則、当日発送させて頂きますが、発注数や商品数により、当日発送が出来ない可能性が御座います。予めご了承下さい。

※代引きの場合の手数料につきまして。 ～ 　10,000円未満 ・・・ 　 300円(税抜)

～ 　30,000円未満 ・・・ 　 400円(税抜)

～ 100,000円未満 ・・・ 　 600円(税抜)

～ 300,000円未満 ・・・ 1,000円(税抜)

3,000円/6個

(500円/1個)

3DLash(6個セット)

発注ロット
6個/1セット

サロン卸価格 ご発注数

6本/1セット
上代

2,400円/1本

PHENIXアイラッシュサポートジェル
(6本セット)

発注ロット

ご発注数
10,080円/6本

サロン卸価格

(1,680円/1本)

ご発注数サロン卸価格

14,280円/6本

(2,380円/1本)

28,000円/5本

6本/1セット
上代

3,400円/1本

発注ロット

PAONまつげエクステ専用マスカラ
(6本セット)RE：LASH　(6本セット)

発注ロット

(5,600円/1本)

RERUJU eyelash essence pro 4ml

発注ロット
5本/1セット

上代
8,000円/1本

サロン卸価格 ご発注数
18,900円/6本

(3,150円/1本)

6本/1セット
上代

4,500円/1本

サロン卸価格 ご発注数

100,000円

サロン卸価格 ご発注数
7,800円/1台

サロン卸価格 ご発注数
4,600円/1台

UVクリーンシステム
WUV-710

カラー
ホワイト

30,000円

4,000円/1冊

JBCAアイラッシュ
テキスト3級

2,095円/1冊

サロン卸価格 ご発注数

サロン卸価格 ご発注数

8,800円/1台

2,095円/1冊

サロン卸価格

店販　オーダーシート Fax：03-6745-9307
お問い合わせ：0120-104-373

JBCAアイブロウ
テキスト3級

デザインブック
＆テカニカルメソッド(2冊組)

2015年10月改訂
Page 5

ご発注数
2,800円/1冊

カラー

　ホワイト/ブラウン
ブラック

スツールDX(ビニールレザー)フェイシャルベッド(無孔)

カラー
　ホワイト　/　ブラウン ホワイト

サロン卸価格 ご発注数

エステワゴン3段
(引き出し付)

ご発注数

10,000円

12,000円/1台

サロン卸価格

サロン卸価格 ご発注数

【ZZ19561】【10720】【Z12651・1652】
 【Z23123・23124・23125】

カラー

お届け先住所JBCAアイラッシュ・アイメイク
テキスト2級

お届け先名

　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

円

ご注文日

このページの
合計金額

　〒（　　　　　　―　　　　　　）

　TEL　（　　　　　　）　　　　　　　　　―


