
カスタマー製品注文書兼登録書

姓	 	 	 名	 	 														生年月日	

ご登録住所

電話番号	 	 	 携帯電話番号	 	 															電子メール	

支払方法　　□振込　　　□カード　（□Master　□Visa　□JCB）

カード番号											 	 	 有効期限（月／年）							CVVコード	 															カード名義（注文者本人に限ります）	

スポンサー名

スポンサーID
(ご紹介者)

SRSパッケージ （おすすめのセット品です。セット内容につきましては、HPまたはカタログをご覧ください。）

CATEGORY 1: CLEANSE/EXFOLIATE ($19.99 PER PRODUCT FOR BUNDLES)

製　品　名 小売価格
（税込）

VIP/エリートカスター価格
税込                    （税抜） BV 数量 金額 香り (いずれかを✓)

リコメンドパック ノーマル ¥47,841 ¥25,000 (¥23,148) 120 ______ ______ □オーシャンミスト　□ざくろ　□ミルクアンドハニー
リコメンドパック オイリー ¥50,060 ¥25,000 (¥23,148) 120 ______ ______ □オーシャンミスト　□ざくろ　□ミルクアンドハニー
リコメンドパック ドライ ¥51,511 ¥25,000 (¥23,148) 120 ______ ______
マッドタイム ¥18,040 ¥11,280 (¥10,444) 50 ______ ______
ザ・デモ ¥25,810 ¥11,510 (¥10,657) 50 ______ ______ □オーシャンミスト　□ざくろ　□ミルクアンドハニー
ボディレジメン ¥20,850 ¥11,340 (¥10,500) 50 ______ ______ □オーシャンミスト　□ざくろ　□ミルクアンドハニー
ファミリーパック ¥20,860 ¥12,140 (¥11,241) 50 ______ ______
ニューリッシュ ¥24,180 ¥12,690 (¥11,750) 50 ______ ______
リバイビファイ ¥69,120 ¥24,000 (¥22,222) 117 ______ ______
ザ・ワウ ¥83,160 ¥34,560 (¥32,000) 145 ______ ______

OCEAN MIST | POMEGRANATE | MILK & HONEY

製　品　名 小売価格
（税込）

VIP/エリートカスタマー価格
税込　　　　　　（税抜） BV 数量 金額

ミネラルアンドオイルスクラブ 400g ¥7,560 ¥3,710 (¥3,435) 16 ____ 　____　 □オーシャンミスト　□ざくろ　□ミルクアンドハニー
ボディバター 250ml ¥7,560 ¥3,710 (¥3,435) 16 ____ ____ □オーシャンミスト　□ざくろ　□ミルクアンドハニー
ボディローション 200ml ¥3,130 ¥2,000 (¥1,852) 8 ____ ____ □オーシャンミスト　□ざくろ　□ミルクアンドハニー
ハンドクリーム 150ml ¥5,080 ¥3,710 (¥3,435) 16 ____ ____
フットクリーム 150ml ¥5,080 ¥3,710 (¥3,435) 16 ____ ____
ミネラルソープ 125g ¥2,380 ¥2,150 (¥1,991) 8 ____ ____
ミネラルリッチ ハイドレ
マットシャンプー 500ml ¥5,940 ¥3,710 (¥3,435) 15 ____ ____
ミネラルリッチ バイタル
マット コンディショナー 500ml ¥7,460 ¥4,710 (¥4,361) 19 ____ ____
ネイルケア コレクション 1SET ¥7,560 ¥3,710 (¥3,435) 15 ____ ____
ネイル バッファー 1SET ¥2,430 ¥1,490 (¥1,380) 7 ____ ____
マットソープ 125g ¥2,700 ¥2,150 (¥1,991) 9 ____ ____
フェイシャル クレンジング ミルク 210ml ¥7,350 ¥4,710 (¥4,361) 20 ____ ____
ミネラルリッチ トナー 210ml ¥5,080 ¥3,710 (¥3,435) 14 ____ ____
ピーリング ミルク 150ml ¥7,560 ¥4,710 (¥4,361) 19 ____ ____

ミネラルリッチ フェイシャルジェル
（ピーリングタイプ） 50ml ¥10,750 ¥7,560 (¥7,000) 35 ____ ____
バランシング フェイシャルセーラム 30ml ¥14,580 ¥7,800 (¥7,222) 35 ____ ____
BBクリーム 50ml ¥10,800 ¥6,410 (¥5,935) 26 ____ ____
インテンシブ モイスチャー
フェイスクリーム 50ml ¥9,600 ¥6,270 (¥5,806) 26 ____ ____
エッセンシャル ニュートリション アイジェル 50ml ¥14,580 ¥7,800 (¥7,222) 35 ____ ____
ミネラルリッチ マットマスク

（普通肌～オイリースキンの方へ） 100ml ¥12,960 ¥8,560 (¥7,926) 40 ____ ____
M4 ミネラルリッチ マグネティック マットマスク

（乾燥肌～普通肌の方へ） 55ml ¥34,560 ¥18,530 (¥17,157) 84 ____ ____
アドバンスド ソリューションズ
アイセーラム 30ml ¥34,560 ¥18,530 (¥17,157) 84 ____ ____
アドバンスド ソリューションズ
アイクリーム 30ml ¥34,560 ¥18,530 (¥17,157) 84  ____  ____

アドバンスド ソリューションズ
フェイスセーラム 50ml ¥34,560 ¥18,530 (¥17,157) 84 ____ ____
アドバンスド ソリューションズ
Vモイスチャーライザー 50ml ¥34,560 ¥18,530 (¥17,157) 84 ____ ____
アドバンスド ソリューションズ
ミネラルリッチ スクラブ＆マスク 50ml ¥34,560 ¥18,530 (¥17,157) 84 ____ ____
Ｒ-デイマスク 3.3g x 8 ¥48,600 ¥25,660 (¥23,759) 115 ____    ____  
アイメイクアップリムーバー 100ml ¥8,000 ¥4,000 (¥3,704) 19 ____    ____
ディープクレンジングホットマスク 50ml ¥41,040 ¥18,530 (¥17,157) 84 ____    ____
バスソルト 400g ¥3,670 ¥2,270 (¥2,102) 7 ____    ____
ソルトスクラブ（オーシャンミスト） 350g ¥9,720 ¥4,710 (¥4,361) 20 ____    ____

初回限定特典
VIP/ エリート価格（税、送料抜）で合計1万
円以上ご注文いただくと、その時点でVIP
カスタマーにランクアップ！

西暦　　　　年　　　月　　　日

本書はカスタマーご本人が保管してください。

三井住友銀行　神田支店
普通　3091321
シークレットダイレクト
         ジャパン合同会社

お
振
込
口
座

保証、返品、返金：理由は必要ありません！
お客様には当社製品にご満足いただけるものと思っています。万が一ご満足いただけない場合は返金いたします。
製品を開封された場合でも、使用された場合でも、理由を問わず、購入日から30日以内に製品を返品していただけ
れば、代金を全額お返しいたします（ただし、出荷手数料は返金できません）。未開封の場合は、購入日から6か月以内
であれば、製品を交換することもできます。詳細は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

カスタマーサービス：　フリーダイヤル 0800-888-0311    Eメール jp-cc@seacretdirect.com

FAX.03-6206-2725

①合計 _________円

②合計 ___________円
①＋②合計 ___________円 +　　　　   ＝ 総合計

BC100090

JP_JP_Customer_OF_160121

注文日　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

出荷手数料
　 ¥864 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿円

＠

署名　　　　以上、カスタマー登録及び注文と支払いに同意します。　　　　　　　署名

香り （いずれかを✓）

※（出荷手数料 無料）
※（出荷手数料 無料）
※（出荷手数料 無料）

※リコメンドパックと他の製品を一緒に注文する場合は出荷手数料（¥864）が必要です。

（ご注文製品合計額が¥15,000以下の場合は、出荷手数料（¥864）が必要です。）

427278

大市明子


