
※価格は本体価格（税抜）です。消費税についてはお問い合わせください。

湿気が多い梅雨どきはヘアスタイルが思ったようにまとまらず、

紫外線が強い真夏はパサつきや切れ毛、フケ、かゆみなどに悩まされ……。

気になる夏のヘアトラブルから解放されるには、頭皮を健康にすること。

クーの薬用スカルプシャンプー＆スカルプコンディショナーには、

グリチルリチン酸ジカリウムや９種のハーブエキスなどが配合。

頭皮を整え、ハリ・コシ・ツヤのある、ふんわりボリューム髪に導きます。

（左）クー　薬用スカルプシャンプー  (400ml) 

3,800円 （税抜） 医薬部外品

（右）クー　薬用スカルプコンディショナー  (400ml) 

3,800円 （税抜） 医薬部外品

湿気にも紫外線にも負
けない !

ハリ
・・

コシ
・・

もっとキレイに、もっと元気に、もっと自由に。

vol.46 秋号2015年

美肌シーズン到来！ この時季のお手入れが美肌の分かれ道です

秋のスキンケアカレンダー

※価格は本体価格（税抜）です。消費税についてはお問い合わせください。

秋の夜長は、バスタイムがいっそう楽しみになります。ローズとラベ

ンダーの天然精油の香りで、自宅でエステ気分が味わえると評判

なのが、ボディ用マッサージソルト『アロマボディスクラブ』。湯船で

温まったあと、濡れたボディに適量取ってマッサージすると、海塩の

スクラブ作用で洗い流した肌はすべすべに。さらに、酵母培養液、

ヒアルロン酸、コラーゲンなどの保湿効果でしっとりうるおいます。

アロマボディスクラブ（海塩入り）
400ｇ   5,000円 （税抜）

ボディーアロマ
マッサージ
ボディーアロマ
マッサージ

秋の夜長はお
風呂で

ご注文方法

お電話

FAX

インターネット

※詳しくは、下記までお問い合わせください。

※価格は本体価格（税抜）です。消費税についてはお問い合わせください。

［ご注文・美容カウンセリング窓口］

http://www.coointer.co.jp/

専用注文書にご記入のうえ、投函ください。

お客様のお名前・ご住所などの情報は、お知らせや商品のお届けなど、弊社の活動に限って使用させていただいております。また、外部への流出を防ぐため、管理を徹底しております。

受付時間 

03-3541-4105

0120-50-4959

Coo INTERNATIONAL CO.,LTD.
クー･インターナショナル株式会社 銀座事業部
〒104-0061　東京都中央区銀座2-16-11　　　　
　 0120-50-4959  FAX:03-3541-4105
http://www.coointer.co.jp/

24時間受付

月曜日～土曜日
（祝日除く）

10:00～21:00

お届け方法 お支払い方法

送料

お届け先

お届け日時
ご指定

返品

カウンセリング

本品をお買い上げいただいたお客様には、専門のカウンセラーがお電話でご相談をお受けしております。
お肌の悩み、商品についてのご質問にお答えするのはもちろん、お客様の美や健康についてまで、あらゆるご相談に無料でアドバイスしております。

届いた商品がお気に召さない場合は、到着後 8 日以内にご返品できます。期間内の返品の送料は当社負担となります。

お届けの日にち、時間をご指定ください。
＜ご指定可能時間帯＞
午前中、12-14 時、14-16 時、16-18 時、18-20 時
20-21 時（ヤマト運輸）、19-21 時（佐川急便）
※一部地域で日にち、時間のご指定ができない地域がございます。

※一度ご使用になられた商品、またはお客様のもとで損傷および破損が生じた商品につきましては、返品・交換をお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

■ お届け先 1 件につきお申し込み代金が
5,000 円（税込）以上の場合、送料無料でお届け
いたします。

■ 5,000 円（税込）未満の場合は、送料一律
500 円をお客様のご負担とさせていただきます。

商品のお届け先がご住所と異なる場合は、お届け
先のご住所をご指定ください。
ＦＡＸ、郵送の際は、ご注文用紙に分かるように
ご記入ください。

郵送

①コンビニ振込

②クレジットカード

③代金引換
■ 商品お届け時に配達員に商品代金をお支払いください。手数料は無料です。

※ご利用の際には、クレジットカード会社、ご名義人（ご本人のみ利用可）、カード番号（16 桁）、
カードの有効期限、お支払い回数（一括・分割・ボーナス一括・リボルビング）をお伝えください。

■ 各クレジット会員規約に基づき、お客様ご指定の口座から自動的に引き落としさせていただきます。

※コンビニ振込については一部で、お取り扱いできない地域もございます。
※一部商品で、コンビニ振込をご指定いただけない場合がございます。

■ 商品に同封された振込用紙にて、商品到着後記載されている支払期限内にご入金をお願いいたします。

④佐川急便 e- コレクト
■ 佐川急便の e- コレクトサービスがご利用いただけます。
商品お届け時に、下記クレジットカードにて商品代金をお支払いください。

※JCB、VISA、ダイナース、アメリカンエクスプレスのマークが入っているクレジットカードはすべてご使用になれます。
※ご利用の際には、自筆のサインが必要なため、ご注文者以外のカードはご使用いただけません。

※クレジットカードまたは代金引換でのお支払いをお願いする場合もございます。
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