
     　　　  　　　　　　   様 ver.2.8
記入日   　　　　　　　　　　  

以下の表に個数（半角で入力）や品質保持期限をご記入の上、添付ファイルにてご返信ください。
ファイル名はそのままでも、ご変更頂いてもかまいません。
個数のご記入のない行も削除せずそのままでお願い致します。
行番号が決まっていますので、行は増やさないでください。
複数の品質保持期限がある場合は備考欄にご記入下さい。
FAXでお送り頂く場合は記入のあるページのみで結構です(FAX0182-33-4757)

MODERE
ヘルス＆ウエルネス 個数 賞味期限等

ジェネラルヘルス
16006 モデーア ミネラルソリューションズ
17028 モデーア ハワイアンノニドリンク
16004 モデーア マルチビタミン
16012 モデーア グリーンエクストラクト
17009 モデーア ファイバー
16000 モデーア CoQ10
16008 モデーア チュアブルカルシウム

ターゲットヘルス
17047 モデーア プロバイオティック
17014 モデーア エキナセア
17020 モデーア W ビューティーパウダー
17019 モデーア マリアアザミ
17010 モデーア ビーポーレン
17015 モデーア プロポリス
17024 モデーア ドリアンドリンク
17026 モデーア アロエベラドリンク
17004 モデーア ルテイン

エイジングヘルス
16002 モデーア リベノール
15507 モデーア オメガ３
15509 モデーア 冬虫夏草＆霊芝
15500 モデーア フォーカス
15505 モデーア グルコサミン
17017 モデーア ノコギリヤシ

ウエイトマネージメント
17070 モデーア ロジック
17566 モデーア トリム ココナッツライム味
17573 モデーア トリム チョコレート味
17015 モデーア マルベリーティー
17521 モデーア チョコレート ミールリプレイスメント
17513 モデーア バニラ ミールリプレイスメント
17511 モデーア FTX
17505 モデーア くずの花イソフラボン（PEP）
17509 モデーア CLA



17502 モデーア CBX
17581 モデーア リキッドバイオセルピュア

アクティブヘルス
16501 モデーア アサイドリンク （90ml×12本）

パーソナルケア

アクティブヘルス
16506 モデーア スポーツラブ

セルプルーフ
17585 モデーア リキッドバイオセル スキン
11045 モデーア セルプルーフ セラム
11051 モデーア セルプルーフ モイスチャライザー
11053 モデーア セルプルーフ インターフュージョン
61926 モデーア セルプルーフ デュオセット
61927 モデーア セルプルーフ エッセンシャルセット
61948 モデーア セルプルーフ トータルビューティセット
62060 モデーア セルプルーフ スペシャルスターターセット

ベーシックスキンケア
11008 モデーア アイメイクアップリムーバー
11012 モデーア リフレッシングクレンザー （混合肌用）
11017 モデーア モイスチャライジングクレンザー （乾性肌用）
11003 モデーア マイルドスクラブ
11010 モデーア リフレッシングローション （混合肌用）
11009 モデーア モイスチャライジングローション （乾性肌用）
11002 モデーア リテンションエッセンス
11005 モデーア デイモイスチャライザー SPF15・PA++ （混合肌用）

11004 モデーア デイクリーム（乾性肌用）
11007 モデーア ナイトモイスチャライザー （混合肌用）
11006 モデーア ナイトクリーム （乾性肌用）
11022 モデーア デュアルアクションアイジェル
11001 モデーア Cコンプレックス
11035 モデーア I/D アドバンススキンケアシステム
11020 モデーア フェイスオイル

ホワイトニング
10502 モデーア Wクレンジングミルク
10503 モデーア W フォーミングクレンザー
10504 モデーア W ローション
10505 モデーア W セラム
10506 モデーア W デイモイスチャライザー（SPF25・PA++）
10507 モデーア W ナイトクリーム
10511 モデーア W コンセントレートマスク
60091 モデーア W スキンケア トライアルセット

ベースメイクアップ
13500 モデーア ファンデーション アイボリー （SPF20・PA++）
13501 モデーア ファンデーション ライトアイボリー （SPF20・PA++）

13502 モデーア ファンデーション ライトベージュ （SPF20・PA++）



13503 モデーア ファンデーションケース

メイクアップ
13505 モデーア メイクアップパレット モダンナチュラル
13508 モデーア メイクアップパレット ベージュカクテル

メンズ
13008 モデーア クレンザー メン
13007 モデーア ボディウオッシュ メン （ポンプ付）
13010 モデーア ローション メン
13014 モデーア ヘアジェル メン
13006 モデーア フレッシュシート メン （10枚×4パック）
13002 モデーア アフターシェーブクリーム メン
13005 モデーア シャンプー メン
13001 モデーア ヘアクリーム メン

サンケア
12018 モデーア サンスクリーン　（SPF30・PA+++/ウォータープルーフ）

12002 モデーア サントリートメントローション
11019 モデーア リップクリームUV　（SPF15）

バス＆ボディ
12001 モデーア ボディブライトナー
60114 モデーア ボディーバー
12014 モデーア ボディローション
12009 モデーア シャワージェル （ポンプ付）
12016 モデーア バブルバス
12024 モデーア ボディウオッシュ
12020 モデーア ハーバルフレッシュ
10510 モデーア W バスエッセンス
17000 モデーア ハーモナイジングクリーム
15015 モデーア ハンドウオッシュ

ヘアケア
11508 モデーア シャンプー （オールヘアタイプ）
11510 モデーア モイスチャライジングシャンプー （ドライ/ダメージヘアタイプ）

11512 モデーア コンディショナー（オールヘアタイプ）
11514 モデーア モイスチャライジングコンディショナー （ドライ/ダメージヘアタイプ）

11501 モデーア ディープトリートメントマスク
11500 モデーア ヘアセラム

マウスケア
12502 モデーア マウスリンス (500ml)
12506 モデーア トゥースペースト

ハウスホールド

ランドリー


