
お名前

【見積り依頼シート 送付先】

FAX 0120-821-827

MAIL http://onlinekaitori.com/purchase/contact

商品リストに、必要事項を入力して弊社宛てにお送りください。

賞味期限や品質保持期限がある商品は、品質保持期限をご記入ください。

また、リニューアル前の旧製品・箱汚れ等も備考欄にご記入をお願いいたします。

コード 商品名 個数 品質保持期限・備考

【ファーマネックス】

3001981 ユーススパンR

3003763 ユーススパン

3136701 ジェンロック アールスクエア

3003894 ジェンロック アールスクエア　リニュー(ReNEW)

3003895 ジェンロック アールスクエア　リチャージ(ReCHARGE)

3004252 ライフパック ナノ プラス

3003610 ライフパック ナノ EX　

3003627 ライフパック タブレット

3003088 ライフパック

3001956 ジャンガマルズ チューワブル　※リニューアル

3003687 ジャンガマルズ チューワブル

3003688 g3 (ジースリー)

3003857 ジースリー スポーツ

3003536 マリンオメガ　※リニューアル

3003103 オプティマムオメガ

3002091 キッズオメガ　※リニューアル

3003726 キッズオメガ

3102992 バイトックス

3003214 アミノ ビネガー

3003606 スプラッシュクリスタル （レモン）

3003607 スプラッシュクリスタル （オレンジ）

3003728 霊芝 EX

3102993 ティグリーン

3003863 バイオギンコ

3003727 カーティレックス

3003521 ディープリリーフ

3131499 ナノコーキューテン

3131337 グルコイーズ

3102996 コレスティン

3135175 オイスターマックス

3131825 プロポリス

3003715 ディーティーエックス ケア

3131501 ローヤルゼリー

3003483 ベニックス

3102995 コーディマックス

3003327 セントジョンズワート

3003588 アイフォーミュラ

3003509 アレルリリーフ

3003520 プロバイオピーシーシー

3003331 アイソフレックスシーエイ

3003283 バイテックス

ニュースキン見積り依頼シート　有限会社ベストケアオンライン宛



3003734 アイアンエッセンシャルズ

3003512 エストロケア

3102989 オーバードライブ

3003541 TRA エッセンシャルズ　※リニューアル

3003661 ファイバーネット

3003107 イメージエイチエヌエス

3131339 イメージホワイト

3004196 ファーマネックス グリーン プラス

【genLOC】

3136649 genLOC ルミスパ スターター キット（ノーマル）

3136650 genLOC ルミスパ スターター キット（デリケート）

3136651 genLOC ルミスパ スターター キット（さっぱり）

3136652 genLOC ルミスパ スターター キット（しっとり）

3001492 genLOC ルミスパ トリートメント クレンザー（ノーマル）

3001491 genLOC ルミスパ トリートメント クレンザー（デリケート）

3001493 genLOC ルミスパ トリートメント クレンザー（さっぱり）

3001494 genLOC ルミスパ トリートメント クレンザー（しっとり）

3310013 genLOC ルミスパ トリートメント ヘッド（標準タイプ）

3310014 genLOC ルミスパ トリートメント ヘッド（やさしいタイプ）

3310015 genLOC ルミスパ トリートメント ヘッド（しっかりタイプ）

3001567 ageLOC ルミスパ アイディアル アイズ

3310050 genLOC ルミスパ ルミスパ アクセント

3101335 genLOC ガルバニックボディスパ　

3003902 genLOC ガルバニックボディジェル ※２年以上経過商品は買取不可

3003903 genLOC ダーマティックエフェクツ

3003883 genLOC フューチャー セラム

3136025 genLOC エレメンツ パッケージ II

3003887 genLOC エレメンツ　パッケージ

3003892 genLOC ハイドレイティング ローション

3003882 genLOC ジェントルクレンズ＆トーン

3003904 genLOC レディアントディ　SPF22 

3003880 genLOC トランスフォーミング　ナイト

3101332 ageLOC ガルバニック スパ 

3001876 ageLOC ガルバニック スパ フェイシャル ジェル

3003876 genLOC ガルバニック スパ フェイシャル ジェル

3102892 ageLOC トゥルー フェイス エッセンス プラス ※リニューアル

3003906 genLOC トゥルー フェイス エッセンス プラス

3002108 ageLOC ルバニック スパ パワーチャージ マスク

3002149 ageLOC ニュートリオール スカルプ&ヘアー セラム

3001951 ageLOC ブースト スターター キット

3001928 ageLOC ブースト ブライト トリートメント

●TR90

3136779 genLOC TR90 ボディ システム パッケージ

3003577 genLOC TR90 シェイク (バニラ味)

3003578 genLOC TR90 シェイク (チョコレート味)

3003577 genLOC TR90 シェイク (ヨーグルト味)

3003750 ジェンロック TR90 ジャンプスタート

3003751 ジェンロック TR90 フィット

3003752 ジェンロック TR90 コントロール

【フェイスケア】

3102886 クレンジングオイル

3102696 クレンジングオイル

3102887 フェイスクレンジングジェル

3102888 フェイスクレンジングフォーム 

3110310 クリーミークレンジングローション ※リニューアル

3110309 ピュアクレンジングリキッド ※リニューアル



3102889 Q10 スキン ローション ※リニューアル

3002015 pH リッチ トーナー  ※リニューアル

3102690 pHバランスリッチトーナー 

3110312 pHバランストーナー ※リニューアル

3101226 モイスチャーミスト ※リニューアル

3102890 ミルク ローション リッチ ※リニューアル

3001362 ミルク ローション SPF ※リニューアル

3110308 エンハンサー ※リニューアル

3110258 リジューベネイティングクリーム

3110257 モイスチャーライジングクリーム

3102709 フェイシャルスクラブ

3101192 クレイパック　※リニューアル

3110262 フェイスリフトパック　

3110263 フェイス リフト パウダー

3110264 フェイスリフトリキッド

3101349 ビューティー エッセンス デュオ

3131809 Q10エッセンス

3001337 クリアエッセンス　

3131701 フェイシャルモイスチャーライジングマスク

●トゥルーフェイスシリーズ

03102704 トゥルー フェイス ペプタイド ジェル

●TS トゥルーフェイス シリーズ

03101370 ティ・エス トゥルー フェイス ラインズ

03101371 ティ・エス トゥルー フェイス アイズ

03102895 ティ・エス スカルプ 薬用エッセンス ⅩⅦ 【医薬部外品】

●ホワイトシステム

03102734 ホワイト システム

03102729 ホワイト クレンザー

03102733 ホワイト トーナー

03102730 ホワイト エッセンス

03102731 ホワイト ミルク ローション

03102732 ホワイト クリーム

●エクストラマイルドシステム

03136267 エクストラマイルドトータルシステム　(リニューアル)

03102818 エクストラマイルドフェイシャルクレンザー 　 (リニューアル)

03102814 エクストラマイルドスキンローション　 (リニューアル)

03102815 エクストラマイルドエッセンス　 (リニューアル)

03102816 エクストラマイルドミルクローション　 (リニューアル)

03102817 エクストラマイルドクリーム　 (リニューアル)

●ニュートリセンシャルズ

03001780 ニュートリセンシャルズ ハイドラクリーン
03001781 ニュートリセンシャルズ トゥー ビー クリア
03001784 ニュートリセンシャルズ イン バランス
03001786 ニュートリセンシャルズ デイ ドリーム プロテクティブ ローション 
03001793 ニュートリセンシャルズ モイスチャーライズ ミー
03001787 ニュートリセンシャルズ　スキンダルジェント

【メイクアップ】

●ベースメイク

03160813 メイクアップベース（クリア）

03160814 メイクアップベース（グリーン）

03160815 メイクアップベース（ラベンダーピンク）

03161909 パウダー ファンデーション (レフィル)　ピンク

03161910 パウダー ファンデーション (レフィル)　ピンクオークル

03161911 パウダー ファンデーション (レフィル)　オークル

03161912 パウダー ファンデーション (レフィル)　ミディアムオークル

03161913 パウダー ファンデーション (レフィル)　ベージュ



03161914 パウダー ファンデーション (レフィル)　ミディアムベージュ

03161915 パウダー ファンデーション (レフィル)　ダークオークル

03161916 パウダー ファンデーション コンパクト (スポンジ付き)

03161138 アドバンスド ティンテッド モイスチャーライザー　ピンク

03161136 アドバンスド ティンテッド モイスチャーライザー　ピンクオークル

03161135 アドバンスド ティンテッド モイスチャーライザー オークル

03161137 アドバンスド ティンテッド モイスチャーライザー ミディアムオークル

03161139 アドバンスド ティンテッド モイスチャーライザー ベージュ

03161140 アドバンスド ティンテッド モイスチャーライザー ミディアムベージュ

03160864 アドバンスド リキッド フィニッシュ ピンク

03160865 アドバンスド リキッド フィニッシュ ピンクオークル

03160863 アドバンスド リキッド フィニッシュ オークル

03160866 アドバンスド リキッド フィニッシュ ミディアムオークル

03160862 アドバンスド リキッド フィニッシュ ベージュ

03160867 アドバンスド リキッド フィニッシュ ミディアムベージュ

03002051 バイオ アダプティブ BB+ ファンデーション / アイボリー 1.1

03002056  バイオ アダプティブ BB+ ファンデーション / オークル 2.3

03002058 バイオ アダプティブ BB+ ファンデーション / ミディアム オークル 3.2

03002057 バイオ アダプティブ BB+ ファンデーション / ナチュラル ベージュ 3.1

03002060 バイオ アダプティブ BB+ ファンデーション / ベージュ 3.4

03002061 バイオ アダプティブ BB+ ファンデーション / ミディアム ベージュ 4.1

●ブラッシュ

03161306 スティック コンシーラー　クリーム

03161307 スティック コンシーラー　ライトオークル

03161308 スティック コンシーラー　ダークオークル

03160427 ルース パウダー

03160426 プレスト パウダー

03161908 プレスト パウダー 詰め替え用レフィル (パフなし)

03160334 クチュール ブラッシュ　シャンパン ビーズ

03160335 クチュール ブラッシュ　ピンク ビーズ

03160336 クチュール ブラッシュ　ローズ ビーズ

03160337 クチュール ブラッシュ　オレンジ ビーズ

●リップメイク

03160121 クチュール リップスティック　プリティ ピンク

03160122 クチュール リップスティック　ジェラート ピンク

03160123 クチュール リップスティック　シアー ピンク

03160124 クチュール リップスティック　オールド ローズ

03160125 クチュール リップスティック　フラッシュド

03160126 クチュール リップスティック　ダスティ ピンク

03160127 クチュール リップスティック　エレガント レッド

03160128 クチュール リップスティック　マンダリン

03160129 クチュール リップスティック　コーラル グロー

03160130 クチュール リップスティック　モカ ブラウン

03160907 クチュール リップ グロス　クリア

03160908 クチュール リップ グロス　コーラル

03160909 クチュール リップ グロス　ピンク

03160910 クチュール リップ グロス　シアー ベージュ

03160911 クチュール リップ グロス　ゴールド

●アイメイク

03160296 クチュール アイシャドウ　ミント ブルー

03160297 クチュール アイシャドウ　シャンパン ピンク

03160298 クチュール アイシャドウ　ライラック

03160299 クチュール アイシャドウ　ベージュ ブラウン

03160200 クチュール アイシャドウ　プラム ブラウン

03160507 クチュール マスカラ　ブラック

03160508 クチュール マスカラ　ブラウン



03160727 クチュール アイライナー　ブラック

03160728 クチュール アイライナー　ダーク ブラウン

03160729 クチュール アイライナー ブラウン

03161021 クチュール アイブロウ レフィル　ブラウン

03161022 クチュール アイブロウ レフィル　トフィー

03161023 クチュール アイブロウ レフィル　グレー

03136275 クチュール アイブロウ ホルダー

03161801 ニュートリオール　アイラッシュ　トリートメント

●ブラシ

03136329 パウダー ブラシ

03136333 ブラッシュ ブラシ

03136330 アイシャドウ ブラシ

3136328 携帯用 リップ ブラシ

3136327 ブラシ コレクション

【ボディケア】

03110353 ボディーバー

03102776 ボディーバー　レフィル（２個入り）

03110354 ボディーバー　レフィル（５個入り）

03101216 リキッドボディバー（250mL）

03101217 リキッドボディバー（500mL）

03101223 ボディークレンジングジェル（250mL）

03101224 ボディークレンジングジェル（500mL）

03102717 リキッドボディールフラ

03101239 ボディースムーザー

03100875 ニュースキン　ペレニアル　インテンスボディモイスチャーライザー

03110329 ハンドローション

03001344 サンライト 35 （SPF35・PA+++）

03001345 サンライト 50 （SPF50・PA++++）

03110380 サンライト アロエ ジェル 

03110367 サンライト リップ バーム 

【ヘアケア】

03101350 モイスチャーライジングシャンプー250ｍｌ

03101325 モイスチャーライジング シャンプー ～しっとり～ 1000ｇ

03101354 リッチ コンディショナー ～しっとり～ 250ｇ

03101328 リッチ コンディショナー ～しっとり～ 1000ｇ

03101351 バランシング シャンプー ～さらさら～ 250ｇ

03101326 バランシング シャンプー ～さらさら～ 1000ｇ

03101353 ウェイトレス コンディショナー ～さらさら～ 250ｇ

03101327 ウェイトレス コンディショナー ～さらさら～ 1000ｇ

03101352 クラリファイング シャンプー 250mL

03101356 レニュー ヘアー マスク 100ｇ

03100639 ストロングホールド　ヘアースプレーアルコールフリー

03101218 ニュートリオール ヘアー フィットネス トリートメント

【エスネピックシリーズ】

03102811 アバプヒモニ　コンディショニング　シャンプー（250mL）

03001993 アバプヒモニ　コンディショニング　シャンプー（750mL）※リニューアル

03110013 アバプヒモニ　コンディショニング　シャンプー（750ｍL）

03102812 アバプヒモニ　コンディショナー（250mL）

03001992 アバプヒモニ　コンディショナー（750ｍL）※リニューアル

03110014 アバプヒモニ　コンディショナー（750ｍL）

03001994 ポリッシングバー ※リニューアル

03110803 ポリッシングバー

03002025 ポリッシングバー（3個）※リニューアル

03110808 ポリッシングバー（3個）

03102837 イン アンド ヤン マスク

03110800 グレーシャル マリーン マッド 



03110833 ハンドサニタイザー

03110826 ファイヤーウォーカー

03001995 ベビーヘア＆ボディウォッシュ　※リニューアル

03102897 ベビーヘア＆ボディウォッシュ

03102803 アイスダンサー

【オーラルケア】

03001647 AP-24 ホワイトニング トゥースペースト【医薬部外品】※リニューアル

03111155 AP-24 ホワイトニング トゥースペースト【医薬部外品】

03111151 AP-24 ホワイトニング 歯周ケア トゥースペースト 【医薬部外品】

03111377 AP-24 歯ブラシ アドバンス （3本入り）

03111152 マウスウォッシュ

03111154 ブレススプレー

【ディヴィデンズシリーズ】

03101456 ディヴィデンズ　シェーブクリーム　

03101457 ディヴィデンズ　アフターシェーブバーム　

【エコスフィア】

3136441 エコスフィア ランドリーリキッド(洗濯用液体洗剤)

3136442 エコスフィア ランドリーリキッド レフィル（洗濯用液体洗剤 詰め替え）

3136443 エコスフィア ディッシュ ソープ（台所用液体洗剤）

3136444 エコスフィア ディッシュ ソープ レフィル（台所用液体洗剤 詰め替え）

【reDESIGN スターターパッケージ】

03136144 reDESIGN ボディ スパ スターター パッケージ 250

03136148 reDESIGN フェイス スパ スターター パッケージ 250

03136153 reDESIGN ニュートリション スターター パッケージ 250

【スポンサリング プロダクト パッケージ】

03135967 トップリーダー パッケージ 400A

03135969 トップリーダー パッケージ 400B

03135968 トップリーダー パッケージ 200A

03135970 トップリーダー パッケージ 200B

03136019 トップリーダー パッケージ 200C

【セールスエイド】

●パーソナルケア 小物

3000231 ミスト用 スプレー ポンプ

3135277 ローション用ポンプ

3000260 リフト　ブラシ（3個入り）

3000265 ファン　リフトブラシ(3個入り)

3121486 フェイス　リフト　ディッシュ

3131298 スパチュラ（3個入り）

3102774 コスメティックミラー

3121173 ブラシコレクション　ケース

3136348 ニューカラー　パウダーファンデーション　パレット

3121001 あぶらとり紙（120枚入り）

3121143 トラベルキット

3121455 コットン　パッド（100枚入り）

3121456 モイスチャーテッシュペーパー（240枚ｘ120組）

3121457 ローションマスク（10個入り）

3121458 ポイントマスク（32枚入り）

3131475 アイラッシュカーラー（替えゴム2個入り）

3131512 アイラッシュカーラー 替えゴム

3136331 ニュー カラー パウダー ファンデーション用 スポンジ

3136332 ニュー カラー プレスト パウダー用 スポンジ パフ

3136321 ニュー カラー ルース パウダー パフ

86036704 モイスチャーミストシート



【メッセージ】

この度は、製品のお見積りをご依頼いただき、誠にありがとうございます。

正確なお見積りを後ほどご連絡させていただきます。

※土曜・日曜・祝日の定休日や営業時間外のお申込は、営業時間になりましてからご返信いたします。

※ メールでのご返信をご希望のお客様は、

　　「info@onlinekaitori.com」からメールが届くよう、ご設定をお願いいたします。

MLM買取専門店　ベストケアオンライン
〒880-0005　宮崎県宮崎市南高松町6番29号 ジーピー11番館1F
TEL/FAX　0120-821-827　[平日9時～12時 / 13時～18時] [土日祝日は定休日]

MAIL info@onlinekaitori.com
URL http://onlinekaitori.com/

・買取について　　http://onlinekaitori.com/purchase

・よくあるご質問　　http://onlinekaitori.com/qa


