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FAXでのご注文

0120－040－959

24時間自動受信

資料をご請求いただき、誠にありがとうございます。
この度は、資料請求いただき、誠にありがとうございます。
当ショップでは、商品を販売するだけではなく、皆様の健康を第一に考え、安心且つ満足していただけるよう全力で
サポートさせていただきます。また、飲用をお考えの方や飲用中の方々と信頼関係を築けるよう、お客様との関わりを
大切にしたいと考えております。
本商品資料をご一読いただき、ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

医療機関専用サプリメント
「 ブ ラ ウ ン ア ル ジ ー シ リ ー ズ 」 誕生

～ 誕生のきっかけは、患者様と医療現場からの強い想いでした。～
アンクレアでは、より良い商品づくりを目指す活動のひとつとして、商品に
使用している原材料の有用性や安全性評価などの研究開発に取り組んで
参りました。研究開発を続ける中、医療現場からの様々な声や、医療に
携わる方の想いにふれることも度々ありました。

健康を守るためには、定期的に健診を受け、病気を早期発見することがとても大切です。しかし、早期発見ができ、公的医療
保険制度を用いて最善の治療を施したとしても、満足する治療効果が伴わない場合や、医師から病状を見守るしかないとの
厳しい判断がされることもあります。それでも患者様やご家族の方は、「他に何か出来ることはないか」、健康を取り戻すために
「出来ることがあるならば何でもしたい！」という切実な想いを持っています。
また、医療現場においては、そういった患者様の想いを受け止め、療養の向上を目的として「何とかその声に応えたい」との
気持ちから、使命感を持って患者様に向き合っておられます。
そこで、私共はこの両者の強い想いにお応えできる商品の開発に取り組みました。
その結果、さらにバージョンアップした医療機関専用サプリメント 『ブラウンアルジーTL』『ブラウンアルジーHL』 が誕生しました。

アンクレアは、医療機関専用サプリメントの提供を通して、一人でも多くの方のお力になれるよう、今後も誠心誠意取り組んで
参りますので、今後ともよろしくお願いいたします。
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ブラウンアルジーTL＆HLについて
最新の研究では「マグジサリシレート®」と「フコキサンチン」が注目されています。
褐藻抽出成分は、1996年「第55回日本癌学会」にて発表された論文が起点となり、その有用性
が一躍注目を浴びるようになりました。
その後、研究機関や大学等で研究が進んだ結果、当時癌学会で発表された有用性の多くは、
褐藻類に極わずかに含まれる成分「マグジサリシレート®」と「フコキサンチン」の作用機序である
ことが解明されました。

「マグジサリシレート®」と 「フコキサンチン」は褐藻類に含まれる希少な天然成分です。
®

マグジサリシレート は褐藻類の細胞内に含まれる成分で、原料1kgから約5g程度抽出されます。
モズクやワカメにはない作用を持ち合わせており、研究機関などでは非常に関心が深く、注目を集めている有用性の高い成分
です。また、世界に先駆け日本の研究者が発見した特許成分となっています。
フコキサンチンは、自然界に約750種類あると言われているカロテノイドの一種です。特殊な作用を持ち、主に褐藻類に含まれて
いる成分で、こちらも研究機関などで注目を集めています。
フコキサンチンの有用性については数年前から解明されていましたが、原料に対して含有が少なく、原料1kgから約50～100mg
程度しか抽出できないため、驚くような高値で取引されています。

ブラウンアルジーTL＆HLに含まれる「マグジサリシレート®」と 「フコキサンチンテトラ®」
【マグジサリシレート®とは？】
褐藻類には同じような作用を持つものがありますが、全てメカニズムが
異なり、原料の種類や抽出方法、配合によっても作用は異なります。マグ
®
ジサリシレート には特異的な作用があり、独自の抽出法を用いることで、
製品化が実現しました。また、世界に先駆け日本の研究者が発見した
特許成分ですが、一般的には流通しておらず、入手が非常に困難です。

【フコキサンチンテトラ®とは？】
一般的な方法で抽出されたフコキサンチンとは異なり、特殊な技術を用い
て抽出・精製されたもので、他の製品で配合されているフコキサンチンと
は大きく異なります。個別に抽出することが困難であることに加え、大変
不安定な成分であるため、機能性を維持したまま安定抽出することは非常
に高度な技術を必要とします。

監修医 上羽医院
院長 上羽 毅

新たに解明されたフコキサンチンの「型」
作用機序について注目を集めていたフコキサンチンですが、複数の化学構造により「型」が存在し、その「型」の違いに
よって有用性が異なることが新たに解明されました。その結果、特殊な抽出・精製技術によって高品質なフコキサンチン
を安定的に抽出することが可能となりました。
®

そこで私どもは、独自成分であることから『フコキサンチンテトラ 』と称しています。
従来の精製方法から更に精度を高め、より機能性がグレードアップしております。
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ブラウンアルジーTLは、褐藻抽出成分の中でも特に重要度の高い「マグジサリシレート ®」 と
「フコキサンチンテトラ®」に着目した他に類を見ない商品です。高純度に精製されたこれらの
成分をバランス良く配合し、1つのカプセルに詰めました。
名

称

原材料名

ブラウンアルジーTL（褐藻抽出物加工食品）
褐藻抽出物（フコイダン・フコキサンチンテトラ®・マグジサリシレート®・エコール）、
ゼラチン、こめ油、タラ肝油抽出物（天然ビタミンＤ3）

内容量

28.8g（0.32g×90カプセル）
9.6g（0.32g×30カプセル）

分

試験依頼先：一般財団法人日本食品分析センター
分析試験成績書発行番号：第18056290001-0101号

析

・ 原材料の一部にゼラチンが含まれております。
・ 着色料・保存料などの食品添加物や化学合成成分は一切使用しておりません。
・ 100%天然の成分を使用しております。
栄養成分表示 90カプセル (28.8g) 当たり

ブラウンアルジーTL
（90カプセル）

エネルギー

たんぱく質

脂質

炭水化物

ナトリウム(食塩相当量)

129,600円（税込）

98.2kcal

7.32g

2.85g

10.83g

619mg(1.57g)

栄養成分表示 30カプセル (9.6g) 当たり

ブラウンアルジーTL
（30カプセル） お試しサイズ

エネルギー

たんぱく質

脂質

炭水化物

ナトリウム(食塩相当量)

45,360円（税込）

32.7kcal

2.44g

0.95g

3.62g

206mg(0.52g)

当社製品に関する「こだわり」
ブラウンアルジー（Brown algae）とは、日本語で褐藻類という意味です。
ブラウンアルジーシリーズは、「マグジサリシレート®」と「フコキサンチンテトラ®」に着目した『褐藻類由来の健康食品の中で唯一』の製品です。
最新の研究結果に基づいた、独自の抽出・精製技術を駆使し設計されたこれらの成分が高配合されており、異なる抽出方法を用いることで
成分の特性を最大限に活かした製品を開発することに成功しました。
また、食品添加物は一切使用せず、100％天然成分にこだわっております。安全性を最優先に考え、お客様に安心してお飲みいただけるよう
努めて参ります。

ブラウンアルジーHLは、褐藻抽出成分の有用性を考慮し、主に「養生中や体力が低下して
いる方」へ向けて健康維持を目的に開発しました。フコイダン・マグジサリシレート®を高配合し、
その他、体に必要とされる栄養素をバランス良く配合しました。
名

称

原材料名

ブラウンアルジーHL（褐藻抽出物加工食品）
褐藻抽出物（フコイダン・マグジサリシレート®・エコール）、ゼラチン、デキストリン、
コエンザイムQ10、ビタミンB6、葉酸、タラ肝油抽出物（天然ビタミンD3）、ビタミンB12

内容量

28.8g（0.32g×90カプセル）

分

試験依頼先：一般財団法人日本食品分析センター
分析試験成績書発行番号：第18056290002-0101号

析

・ 原材料の一部にゼラチンが含まれております。
・ 着色料・保存料などの食品添加物や化学合成成分は一切使用しておりません。
・ 100%天然の成分を使用しております。

栄養成分表示 90カプセル (28.8g) 当たり

ブラウンアルジーHL
（90カプセル）

エネルギー

たんぱく質

脂質

炭水化物

ナトリウム(食塩相当量)

32,400円（税込）

92.7kcal

7.66g

0.58g

14.20g

708mg(1.80g)

マグジサリシレート® と フコキサンチンテトラ® について
フコキサンチンテトラ®とは？

マグジサリシレート®とは？

一般的な方法で抽出されたフコキサンチンとは異なり、特殊な技術を用いて
抽出・精製されたもので、他の製品で配合されているフコキサンチンとは大き
く異なります。個別に抽出することが困難であることに加え、大変不安定な
成分であるため、機能性を維持したまま安定抽出することは非常に高度な
技術を必要とします。

褐藻類には同じような作用を持つものがありますが、全てメカニズムが異なり、
原料の種類や抽出方法、配合によっても作用は異なります。マグジサリシ
®
レート には特異的な作用があり、独自の抽出法を用いることで、製品化が
実現しました。また、世界に先駆け日本の研究者が発見した特許成分ですが、
一般的には流通しておらず、入手が非常に困難です。

新たに解明されたフコキサンチンの「型」
作用機序について注目を集めていたフコキサンチンですが、複数の化学構造により「型」が存在し、その「型」の違いによって有用性が異なることが新たに解明
されました。その結果、特殊な抽出・精製技術によって高品質なフコキサンチンを安定的に抽出することが可能となりました。
®

そこで私どもは、独自成分であることから『フコキサンチンテトラ 』と称しています。

ブラウンアルジーTL＆HL よくあるご質問
Q いつ飲めばいいですか？

Q 副作用はありますか？

A 基本的にはいつお飲みいただいても構いませんが、より効率よく摂りたい方
には何回かに分けてこまめに補っていただくことをおすすめします。

A 食品になりますので副作用はありません。
ただ、繊維質を多く含む褐藻類から抽出された成分を使用しているため、
個人差はありますが便が緩くなることがございます。

Q 水以外の飲み物で飲用しても大丈夫ですか？
A 大丈夫です。水・白湯・ジュース類等の飲み物であれば問題ありません。

Q 子供やお年寄りが飲んでも大丈夫ですか？
A お飲みいただいても大丈夫です。

Q カプセルの中の粉末を水に溶かして飲用しても問題ありませんか？
A 問題ありません。
※飲み物に溶かして飲用される場合は、中の粉末が固まることがあります
ので、スプーン等で少量ずつ溶かしていただくことをおすすめします。
Q 薬や他の健康食品といっしょに飲んでも構いませんか？
A 食品になりますので基本的には問題はありません。

Q 賞味期限は？
A 製造日から2年となります。
商品ラベルに記載されている賞味期限内にお飲みください。
※開封されても賞味期限は変わりません。
※賞味期限の過ぎたものは保障できかねますので、必ず期限内にお飲み
ください。
Q 保管方法は？

Q 体質に合わないことはありますか？
A ほとんどの方にお飲みいただけます。ただ、食品アレルギーの心配がある
方は、体質に合わない場合がございます。
ご利用前に原材料をご確認ください。
※体質に合わない場合はすぐに飲用を中止してください。
Q ヒ素・ヨウ素（ヨード）は含まれていますか？
A ヒ素・ヨウ素は除去しております。
※食品衛生法が定める検出方法による検査では検出されておりません。

A 主成分の特性が、非常に吸湿性の高いものとなりますので、直射日光や高温
多湿を避け、冷暗所で保管してください。カプセルの表面がべたついている
ことがありますが、品質には問題ございません。
※しっかりフタをして、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。
※ボトルの中に入っている乾燥剤は捨てないようにしてください。
Q 冷蔵庫で保管しても大丈夫ですか？
A 大丈夫です。特に、湿度の高い季節は、冷蔵庫での保管をおすすめします。
Q カプセルの中の粉末が固まっているのですが・・・

Q 被包材（カプセル）のカロリーや大きさはどの程度ですか？
A カロリーは1カプセル当たり約0.268kcalです。
カプセルの大きさは、1号サイズ（約18mm）ですのでお子様でもお飲みいた
だくことができます。

A 粉末をサラサラにする成分（滑沢剤）など余分な成分を一切使用していない
ため、中の粉末が固まり、黒っぽくなることがありますが、品質には問題ござ
いません。
Q カプセル形状なのはなぜですか？

Q ニオイはありますか？
A 褐藻類から抽出した成分を使用しているため、希にニオイが強く感じること
がありますが、品質には問題ございません。

A カプセルであれば添加物や保存料などを必要としないため、無添加での製造
が可能となるからです。
Q 携帯ケースなどの別の容器に移し替えても良いですか？

Q 前回購入したものと色やニオイが違うのですが・・・
A 当製品は100％天然成分を使用しています。そのため、原料の採取時期等
によっては、カプセル内の粉末の色調やニオイが異なる場合がございます
が、品質には問題ございませんので、安心してお飲みください。

A 移し替えていただいて大丈夫です。携帯ケースは外出先や旅行先でも手軽
に摂れるよう作られたものなので、長時間の保管には適していません。必要な
分量を小分けして移し替えていただくことをおすすめします。

妊娠中・産後間もない方、薬を服用中の方、通院中の方は、医師・薬剤師等の専門家にご相談することをおすすめします。
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サービス案内
当ショップでは、安心してご購入・ご飲用していただくために、さまざまなサービスでお客様のサポートを行っています。

全国の専門医によるブラウンアルジーTL飲用相談サービス
当ショップでブラウンアルジーTLをご購入いただいている方には、
「NPO法人快適医療ネットワーク」との提携により、全国の専門医
による飲用相談をご利用いただけます。
ドクターアンジュ

快適医療
ネットワーク

全国の専門医

全国一律送料・代引手数料無料
全国どこでも離島でも送料無料、代引手数料も無料です。
ヤマト運輸でお届けいたしますので、お届け日指定、時間帯指定も可能となっております。
※商品の発送は国内のみとなり、海外発送は対応しておりません。

安心の30日返品保証
未開封の商品に限り、商品ご到着より30日以内であれば返品を承ります。安心してお買い求めください。
※返品の際は、事前にお電話にてご一報ください。
TEL：0120－040－787（フリーダイヤル）
※返品の際の送料は、お客様負担となります。
※未開封であっても、お客様の過失による破損等が認められた場合は、返品対象外となることがございます。

様々なお支払い方法をご用意
下記の決済方法からお選びいただけます。
クレジットカード
事前銀行振込
代金引換（現金払いのみ）
※海外で発行されたカードはご利用になれません。
※海外の銀行もしくは日本の銀行の海外支店からは、お振込をお受けできません。

お電話は、通話料無料のフリーダイヤル
当ショップへお電話をいただく際は、通話料無料のフリーダイヤルをご利用いただけます。
通話料を気にせずに、ご質問・ご不明な点などをお問い合わせください。
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専門医へのご相談
ブラウンアルジーTLをご購入いただいた方には、是非ご利用いただきたい当ショップにしか
ないサービスです。

NPO法人快適医療ネットワークとの提携により実現いたしました。
当ショップでは「NPO法人快適医療ネットワーク」との提携により、全国の専門医に「ブラウンアルジーTL」の飲用に関するご相談をして
いただけるサービスをご提供しております。
当ショップにてブラウンアルジーTLをご購入いただいている方を対象といたしますが、安心してご飲用いただくために専門医から飲用
方法や飲用量のアドバイスを受けていただくことができます。

NPO法人快適医療ネットワークとは
「患者中心医療」の普及という活動趣旨に賛同いただいた全国の医師・医療機関と連携し、疾患の研究・臨床
活動などの情報交換を行い、患者が一番求めている「疾患克服」への正しい知識や理解を、一般の人々に
普及させることを目的として活動している非営利団体です。
（登録医師64名）

ご相談方法
電話でのご相談

来院でのご相談

無料電話相談の予約を行ってください。
専門医への相談時の通話料のみ、お客様負担となります。

来院には、必ず日時の予約が必要となります。
相談料は医療機関により異なり、お客様負担となります。

安心してご飲用いただくためにも、是非、当サービスをご利用ください。
専門医からお客様に合ったアドバイスを受けていただける心強いサービスとなります。

ご相談に関するお問い合わせ
専門医へのご相談サービスの詳細については、下記のフリーダイヤルまでお問い合わせください。

特定非営利活動法人（NPO法人） 快適医療ネットワーク

0120－050－262

営業時間：10時～18時（土・日・祝除く）

当ショップのプライバシーポリシーに基づき、当サービス利用対象者のお客様が、いつでも本サービスをご利用可能とする為に、当ショップから快適医療ネット
ワークへ、そのサービス提供に必要な範囲の情報のみ提供（開示）しております。予めご了承ください。

ドクターアンジュ
株式会社アンクレア
https://dr-ange.jp

お電話でのご注文・お問い合わせ
FAXでのご注文

0120－040－787
0120－040－959

平日10時～18時
24時間自動受信

インターネット注文について
STEP1
弊社ホームページ（https://dr-ange.jp）よりご注文商品と数量をお選びいただき、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。
カートの内容をご確認いただき、会員の方はログイン後、ナビゲーションに従ってお進みください。
会員でない方は「注文手続きへ」ボタンをクリックし、ナビゲーションに従って必要事項のご入力を行ってください。
※会員登録は任意となります。ご登録された場合は、今後のご購入の際に最小限のご入力で商品が購入できます。

＊ QRコードリーダー対応の携帯電話をお使いの方は、右記のQRコードからアクセスが可能です。

STEP2
ご注文確認ができましたら、それぞれの決済方法に従って商品を発送いたします。
※土日祝及び営業時間外にいただきましたご注文確認は、翌営業日となりますのでご了承願います。
※商品の発送準備が整い次第、メールにてお知らせいたします。

1 クレジットカード
クレジットカードは5大ブランド（VISA、Master Card、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club International）に対応しています。
カード情報入力画面では、カード番号、カード名義人、有効期限、セキュリティコード、支払回数のご入力が必要です。
WEB上で即座に決済審査が行われご購入いただけます。弊社にて決済の確認後、商品を発送いたします。
※クレジットカード決済は、ヤマトフィナンシャル株式会社の決済代行サービスを利用しております。
※クレジットカード決済時の決済手数料は弊社が負担させていただきます。 但し、分割手数料はお客様のご負担となります。
（カードのご契約内容によっては、分割払いをご利用いただけない場合がございます。予めご了承ください。）
※上記のご案内カードであっても海外で発行されたカードはご利用になれません。

2 代金引換（現金払いのみ）
ご注文いただいた内容で商品を発送いたします。
商品がご自宅に届きましたら商品と引換に弊社利用配送業者（ヤマト運輸）のドライバーに代金をお支払いください。
※代引手数料は、弊社が負担させていただきます。
※配送先が注文者住所と異なる場合は、代金引換はご利用になれません。ご利用いただけるお支払い方法は、クレジットカード
払いのみとなります。
※商品代金の合計が30万円を超える場合は、合計金額が30万円未満になるよう、複数回に分けてご注文ください。
例：ブラウンアルジーTL（90カプセル）を3個ご希望の場合
⇒ブラウンアルジーTL（90カプセル）を2個と1個で、2回に分けてご注文ください。

ドクターアンジュ
株式会社アンクレア
https://dr-ange.jp

お電話でのご注文・お問い合わせ
FAXでのご注文

0120－040－787
0120－040－959

平日10時～18時
24時間自動受信

電話注文について
STEP1
下記のフリーダイヤルにお電話いただくと、オペレーターがご注文内容をお伺いいたします。
携帯・PHSからもお電話いただけます。

0120－040－787

営業時間：10時～18時（土・日・祝除く）

STEP2
それぞれの決済方法に従って商品を発送いたします。

1 クレジットカード
クレジットカードは5大ブランド（VISA、Master Card、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club International）に対応しています。
お電話にて、カード番号等、必要な項目についてお伺いさせていただき、即座に決済審査を行います（通常は1分以内）。
審査が通りましたら、ご注文いただいた内容で商品を発送いたします。
※クレジットカード決済は、ヤマトフィナンシャル株式会社の決済代行サービスを利用しております。
※クレジットカード決済時の決済手数料は弊社が負担させていただきます。 但し、分割手数料はお客様のご負担となります。
（カードのご契約内容によっては、分割払いをご利用いただけない場合がございます。予めご了承ください。）
※上記のご案内カードであっても海外で発行されたカードはご利用になれません。

2 事前銀行振込
ご注文のお支払い金額とお振込口座を口頭にてお伝えし、お客様から振込予定日をお伺いいたします。
お伺いした予定日までに下記口座へ代金のお振込をしてください。
お振込の確認後、ご注文いただいた内容で商品を発送いたします。
＜お振込口座＞
●銀行名：三菱UFJ銀行
●口座番号： ０００５２４１

●支店名：天満（テンマ）支店
●口座種別：普通口座
●口座名義：株式会社アンクレア

※海外の銀行、もしくは日本の銀行の海外支店からは、お振込をお受けできません。
※振込手数料は、お客様のご負担となりますので、ご了承願います。
※15時までにお振込確認が取れた商品は、当日に発送させていただきます。（15時以降の場合は、翌営業日の発送となります。）

3 代金引換（現金払いのみ）
ご注文いただいた内容で商品を発送いたします。
商品がご自宅に届きましたら商品と引換に弊社利用配送業者（ヤマト運輸）のドライバーに代金をお支払いください。
※代引手数料は、弊社が負担させていただきます。

ドクターアンジュ
株式会社アンクレア
https://dr-ange.jp

お電話でのご注文・お問い合わせ
FAXでのご注文

0120－040－787
0120－040－959

平日10時～18時
24時間自動受信

FAX注文について
STEP1
別紙の「FAX注文書」に、ご注文内容をご記入の上、下記フリーダイヤルまでFAXしてください。

0120－040－959 （24時間自動受信）
STEP2
「FAX注文書」が届きましたら、ご注文内容確認のお電話をさせていただきます。
※土日祝日及び営業時間外にいただきましたFAXの注文確認は、翌営業日となりますので、ご了承願います。

STEP3
お電話にてご注文確認ができましたら、それぞれの決済方法に従って商品を発送いたします。

1 クレジットカード
クレジットカードは5大ブランド（VISA、Master Card、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club International）に対応しています。
ご注文確認のお電話を差し上げた際、カード番号等、必要な項目についてお伺いさせていただき、電話口で即座に決済審査を
行います（通常は1分以内）。審査が通りましたら、ご注文書の内容で商品を発送いたします。
※クレジットカード決済は、ヤマトフィナンシャル株式会社の決済代行サービスを利用しております。
※クレジットカード決済時の決済手数料は弊社が負担させていただきます。 但し、分割手数料はお客様のご負担となります。
（カードのご契約内容によっては、分割払いをご利用いただけない場合がございます。予めご了承ください。）
※上記のご案内カードであっても海外で発行されたカードはご利用になれません。

2 事前銀行振込
ご注文確認のお電話を差し上げた際、お客様から振込予定日をお伺いいたします。
お伺いした予定日までに下記口座へ代金のお振込をしてください。
お振込の確認後、ご注文いただいた内容で商品を発送いたします。
＜お振込口座＞
●銀行名：三菱UFJ銀行
●口座番号： ０００５２４１

●支店名：天満（テンマ）支店
●口座種別：普通口座
●口座名義：株式会社アンクレア

※海外の銀行、もしくは日本の銀行の海外支店からは、お振込をお受けできません。
※振込手数料は、お客様のご負担となりますので、ご了承願います。
※15時までにお振込確認が取れた商品は、当日に発送させていただきます。（15時以降の場合は、翌営業日の発送となります。）

3 代金引換（現金払いのみ）
ご注文書の内容で商品を発送いたします。
商品がご自宅に届きましたら商品と引換に弊社利用配送業者（ヤマト運輸）のドライバーに代金をお支払いください。
※代引手数料は、弊社が負担させていただきます。

ドクターアンジュ
株式会社アンクレア
https://dr-ange.jp

お電話でのご注文・お問い合わせ
FAXでのご注文

0120－040－787
0120－040－959

平日10時～18時
24時間自動受信

ドクターアンジュ

FAX番号：0120－040－959

FAX 注文書
1．ご注文内容

申込日
商 品 名

月

数 量

単 価（税込）

日
購入金額

ブラウンアルジーTL（90カプセル）

個

129,600円

円

ブラウンアルジーHL（90カプセル）

個

32,400円

円

ブラウンアルジーTL（30カプセル）

個

45,360円

円

お支払方法
（○で囲んで下さい）

クレジット
カード

2．お届け日時のご指定

・

事前
銀行振込

・

合計金額

円

※地域や交通事情により、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。

日付指定

指定なし

時間指定

指定なし

（○で囲んで下さい）

代金引換
（現金のみ）

月

※指定日は注文書送付日の翌営業日より3日以降
としてください。

日

午前中

・

14時～16時

18時～20時

・

19時～21時

・

16時～18時

時頃

3．ご注文される方

記

※2回目以降ご注文のお客様は、下記欄の情報に変更がなければお名前・フリガナ・電話番号のみ、ご記入いただければ結構です。

ドクターアンジュ

FAX注文の方には、弊社よりご注文確認のご連絡をさせていただきますので、平日10時から
17時の間でご連絡がつきやすい時間帯を記載してください。

フリガナ

お名前

欄

電話番号

(

)

－

電話番号

(

)

－

（日中のご連絡先）

〒

FAX番号

都 道
府 県

ご住所

4．お届け先

(

)

－

市 郡
区
（マンション・ビル名）

※上記住所と別の住所に配送を希望する場合にのみ、ご記入ください。

フリガナ

お名前
(

)

－

〒

都 道
府 県

ご住所

市 郡
区
（マンション・ビル名）

ドクターアンジュ

株式会社アンクレア

〒530－0041 大阪府大阪市北区天神橋6－6－11
TEL：0120－040－787 FAX：0120－040－959

ドクターアンジュ

電話番号
（日中のご連絡先）

FAX番号：0120－040－959

入

FAX番号：0120－040－959

