
  受付番号□□□□－□□□□□□□ 

健康関連商品注文書（一般者用）（ＦＡＸ専用用紙） 

                              ご注文日 □□年□□月□□日 
  

 フリガナ  
 
  生年月日  西暦    年  月  日 

 年齢                    才  
 

氏  名 
 

 
 
 
 

   性  別      男  ・  女 
 
     既婚   ・  独身 

 〒  
 

住 所  
 
                            連絡先       （    ）     ＦＡＸ   （    ） 
              Ｅ－ＭＡＩＬ 

  
商品コード 商品名 希望小売価格（税込） 数量 単位 購入価格（税込み）

LS010006 プチシルマ ゲルマニウム粒１０粒１００シート GE-1 29,400  個  

LS010007 プチシルマ 替プラスター１００シート GE-2 2,625  個  

LS010002 レダシルマ ネックレス 55Cm SI-1001-55 102,900  個  

LS010014 レダシルマ インゴット（ダイヤ付）SI-2003 72,450  個  

LS010005 レダシルマ インゴット SI-1003 19,950  個  

LS010001 レダシルマ［ｅ‘ｓ］SI-1000 
（ネックレス・インゴット・プチシルマ３点セット） 152,250  個  

LS010013 レダシルマ［ｄ‘ｉ］SI-2000 
（ネックレス・インゴットダイヤ付・プチシルマ３点セット） 204,750  個  

HS100002 ハンドレッドシルマ H-R1-M ブレスレット 89,250  個  

HS100005 ハンドレッドシルマ H-Premium ブレスレット  
0.16ctダイヤ 126,000  個  

HS100008 ハンドレッドシルマ H-Leda SILMA バングル（男女兼用） 63,000  個  

HS100001 ハンドレットシルマ プレミアムセット 
（ブレス、インゴット、カード３点セット）限定ＪＵＭＢＯ 157,500  個  

     

LO010001 ルルドの奇蹟水Ｌｏｕｒｄｅｓ３２ ５g粉末×３個 42,525  箱  

LO010002 ルルドの奇蹟水Ｌｏｕｒｄｅｓ３２ ５g粉末×３個（８箱） 322,350  SET  

LO020001 Lourdes32 携帯用200ccボトル１ 眼指用ボトル5cc２ 525  SET  

     

AH010001 AgaricusHCC100（６０包入顆粒） 36,750  箱  

AH010002 AgaricusHCC100（３０包入顆粒） 18,900  箱  

AH010003 AgaricusHCC95（１瓶１５０粒錠剤） 23,100  箱  

AH010004 AgaricusHCC50（３０包入顆粒） 18,900  箱  

AT010001 アガリクス茸＜謹製＞ 37,800  箱  

AT010002 貴茸露（１００ml×１５袋） 26,250  箱  

AT020001 アガリクス95（１瓶） 12,600  箱  

AHD30001 アガリクスHCCペット（犬用）１２０粒 10,290  箱  

AHC30002 アガリクスHCCペット（猫用）１２０粒 6,300  箱  

     

SE010001 協和アガリクス 仙生露 エキスセレクト（70m×30袋） 23,625  箱  

SE010002 協和アガリクス 仙生露 エキスゴールド（100ml×30袋） 39,690  箱  

SE010004 協和アガリクス 仙生露 エキスロイヤル（50ml×60袋） 83,160  箱  

SG010001 協和アガリクス 仙生露 顆粒スタンダード 
（1,200mg×30袋） 

11,340  箱  

SG010002 協和アガリクス 仙生露 顆粒ゴールド（1,800mg×30袋） 17,010  箱  

SGB01001 協和アガリクス 仙生露 ビフィズスロンガム 
（1,500mg×30袋） 12,096  箱  

SGP01001 協和アガリクス 仙生露プロポリス 11,340  個  

     

     

     

     

 

お申込人様記入 配送先同様 



商品コード 商品名 希望小売価格（税込） 数量 単位 購入価格（税込み）

RE010001 くおけつ霊芝 （１瓶３００粒錠剤） 24,150  箱  

HB010001 海草亜鉛ひばまた （１瓶３００粒錠剤） 15,750  箱  

HB010002 海草亜鉛ひばまた （１パック１５０粒錠剤） 7,875  箱  

HRS01001 海草亜鉛ひばまた&くおけつ霊芝 35,910  箱  

A04-0801 水さばき（１瓶３００粒） 12,600  箱  

RJS01001 森川健康堂ローヤルゼリー スーパーゴールド750 
（60球入り） 

7,875  箱  

RJS01002 森川健康堂ローヤルゼリー スーパーゴールド750 
（180球入り） 

21,000  箱  

RJR01001 森川健康堂ローヤルゼリー ローヤルプロスタ（60粒入り） 6,825  箱  

RJR01002 森川健康堂ローヤルゼリー ローヤルプロスタ（120粒入り） 12,600  箱  

PH010001 森川健康堂プロポリス ハードカプセル（90粒入り） 6,300  箱  

GVE01001 森川健康堂まろやか健康青汁（90袋入り） 9,975  箱  

GES01001 
ゲルマニウムセット 
（プチシルマ ゲルマニウム粒１０粒１００シート GE-1、 

ルルドの奇蹟水Ｌｏｕｒｄｅｓ３２ ５g粉末×３個） 
68,250  個  

HRS01001 
健康増進 強セット 
（デラックスひばまた １瓶３００粒錠剤、 
 くおけつ霊芝 １瓶３００粒錠剤） 

35,910  個  

PRS01001 
ミツバチの贈り物セット 
（ローヤルゼリー スーパーゴールド750 60球入り、 
 プロポリス ハードカプセル 90粒入り） 

12,758  個  

     

LS999902 書籍「ＬｅｄａＳＩＬＭＡ」ＢＯＯＫ 630  冊  

LS999903 あなたのからだで起きた小さな“大きな健康”です 0  部  

LS999904 書籍「健康ゲルマニウム革命」 現代書林 1,200  冊  

AH999901 書籍「超薬アガリクスＨＣＣの奇跡」ごま書房 1,260  冊  

     

KKC01001 健輝 コラーゲン （６０包入り） 31,500  箱  

KKM01001 健輝 メシマコブ （１８０粒入り） 31,500  瓶  

DKS01001 シルクウォーター 電解還元水浄水器 365,400  台  

A04-1601 サメ軟骨オーシャンクリーン（１瓶１００カプセル） 10,290  箱  

A04-2101 野生カバノアナタケ 12,600  袋  

A04-2301 ベリールテイン（１瓶１００粒） 7,140  箱  

A04-2601 セルライトスリム（１瓶８０粒） 10,500  箱  

A04-2901 黒土快髪（１本１１５ｍｌ） 9,450  箱  

A04-1801 健康黒酢（１瓶１２０粒） 10,500  箱  

商品合計金額（税込）  

送料800円（商品合計金額1万円以上は無料）  

合計金額（振込金額）  

 
振込予定日                           決済方法 

   □□年□□月□□日        □銀行振込 □代金引換 □ｅ－コレクト □コンビニ決済 

 ご注文は 

 
健康生活会 

0120-012-959  fax. 03-5292-1962           
午前１０：００～午後１９：００まで（土日・祝祭日は休業）ＦＡＸは２４時間 年中無休       
※ホームページよりご注文の際は http://www.kenkouseikatsu.jp/order/よりご注文頂けます。 
※商品到着から７日以内の返品可（送料お客様負担）。開封後の返品不可） 
※各種クレジットカード決済システムとして、佐川急便 e-コレクトをご利用いただけます。（手数料無料） 

 

※商品代金引換、現金書留でのお支払いもご利用いただけます。（代引手数料無料） 
※銀行振り込みによるお支払いの場合は下記の口座にお振込みください。 

振込みの際の手数料はお客様ご負担でお願いします。また、お振込み予定日をお知らせください。 
振込先 三井住友銀行 新宿通り支店  普通 3643432 コンツェルンキャピタル株式会社 

※コンビニ決済も行えます。ご希望の方は注文時にお知らせ下さい。 
  
 
 
 
 
〒169-0072 東京新宿区大久保１丁目２番３号新宿サンエービル９階 
URL  http://www.kenkouseikatsu.jp/   E-mail  info@kenkouseikatsu.jp 

Yoshinori Takahashi
四角形


