全ての女性に「健康」と「快適」をお届けする

デリケーソゾーン専用化粧品 CITUCA［ちつ花］
ご協力薬局様を募集しております
約 90％の女性がデリケートゾーンにお悩みを抱えていますが、誰かに相談したことがある方は
わずか 20％位に過ぎず、約 80％の方が相談できておりません。
Q：デリケートゾーンで悩んだことは？

Q:デリケートゾーンの悩みを誰かに
相談したことは？

約 90％があると回答

相談しにくい（恥ずかしい）うえ
誰かと比べる事ができない部位なの
で、何が正常なのか異常なのか自分
自身も判断ができないのが原因かと
思われます。
婦人科や泌尿器科に行くまでもな
い（行きたくない）と考える女性は薬

約 80％がないと回答
資料：ユニ・チャーム株式会社
http://www.unicharm.co.jp/company/news/2014/1195337_3930.html

局に行く場合が多く、質の良いデリ
ケートゾーン専用商品を求めており
ます。

CITUCA は泌尿器科 Dr.推薦商品として『婦人公論』
『講談社 web マガジン ミモレ』に掲載されご好評を
頂いておりますが、ご購入希望の方には Web での注文が難しいご高齢の方も数多くいらっしゃいます。ま
た、医療機関にもお取扱い頂いておりますが、受診が必要なくなった方からどこで購入できるのかのお問合
せも頂いております。
近くの薬局で取扱いがありましたら皆さん安心してご購入して頂けます。
薬局のスタッフに聞くのも恥ずかしい方もいらっしゃいますので、CITUCA カタログを手に取りやすい所に置いて
頂けましたら、悩んでいる方もスムーズに購入できます（販促什器有）

ご協力薬局になって頂くには
●初回のみ、下記 CITUCA［ちつ花］ケアシリーズアイテム（組合せ自由、スターターキッド除く）
を最低 10 個ご購入して頂きます。※販促什器・お悩み別テキストプレゼント
2 回目以降は 1 個よりご購入可能です。
（※ご購入 3 万円未満は送料を頂きます。）
●HAP 会員様 卸値は定価の 70％です。
CITUCA ケアソープ 120ｍL/定価 2,900 円
CITUCA ケアオイル 20ｍL/定価 3,100 円

CITUCA ケアミスト 30ｍL/定価 2,900 円
CITUCA ケアクリーム 50g/定価 3,900 円（全て税抜価格）

●CITUCA カタログ等を手に取りやすい場所に置いて頂く（販促什器有）
ご協力頂ける薬局様は HAP 会員様専用申込書に記載の上、FAX をお願い致します。
追って CITUCA 専用 FAX 注文書を送らせて頂きます。
また、ご希望の薬局様には、弊社ホームページ［お取り扱い医療機関］に掲載させて頂きます。
※何を購入すれば良いか迷われる場合は弊社までお問い合わせください。
株式会社アニモメディカル
〒111-0032 東京都台東区浅草 3-4-4
TEL:03-5824-0636 FAX:03-5824-0637
Email:animo-support@animomedical.co.jp

www.animomedical.co.jp

CITUCA 使い方動画

HAP 限定申込

CITUCA 取扱ご協力薬局様 申込書（HAP 紹介）
(HAP CITUCA)

FAX 番号 03-3876-9084
株式会社アニモメディカル 行き
登録者記入欄

申請日：西暦

年

月

日

フ リ ガ ナ

法人名/店舗名
（代表者）
住

所

○
印
〒

電話番号

FAX 番号

E-Mail
ご担当者

㈱アニモメディカルホームページ掲載希望

有

・

無

個人情報のお取り扱いについて
株式会社アニモメディカルは、ご登録の際にご記入頂きましたお客様の個人情報を、お客様とのお取引を正確に進め、より良い商品・サービスを提
供させて頂くために使用させて頂きます。
具体的には商品及びご請求書の発送、当社からの各種ご案内に使用致します。
個人情報の取扱いに際しては、安全対策を行い、お客様の個人情報の保護に努めます。

【確認事項】
1.本申込書にて、契約成立とさせて頂きます。
2.商品の発注は、［CITUCA 専用 FAX 注文書］にてお願い致します。
3.発注単位は最小ロット 1 個からとします（※１回の発注合計金額が３万円（税抜）未満の場合、送料がかかりま
す。）但し、初回のみ最低ロット 10 個（組合せ自由）でお願い致します。※販促什器・お悩み別テキストプレゼント
4.商品の返品及び交換は原則として行いません。
商品到着後 3 日以内に検収し、商品に瑕疵がある場合はご連絡下さい。但し、輸送中の事故による毀損、破損等による
不良については、配送業者に直接補償請求を行って下さい。
5.販売方法は対面販売を原則とし、インターネットでの販売・通信販売は禁止とさせて頂きます。
6.納品場所は日本国内 1 箇所でお願いします。
7.仕入れる場合は、買取仕入でお願いします。
8.支払い条件は、月末締め翌月末支払いでお願いします。
9.卸価格は定価の 70％です。（スターターキッド除く）
10.商品の価格は、将来経済情勢の変動及び商品仕様の変更、取引形態の変更等お申込時と事情が異なった場合、価
格を変更することがあります。
※下記、株式会社アニモメディカル使用欄
≪備考≫

株式会社アニモメディカル
URL:www.animomedical.co.jp
〒111-0032 東京都台東区浅草 3-4-4
TEL:03-5824-0636

FAX:03-5824-0637

【取扱ご協力薬局様用】

※「CITUCA取扱ご協力薬局様申込書」に
ご記入いただいた薬局様

HAP_CITUCA

FAX専用注文書

FAX：03-3876-9084
（2021/9/17 HAP薬局様用_CITUCA)
発注日： 西暦

株式会社 アニモメディカル

お客様コードNO.

4

年

月

日

株式会社アニモメディカル
〒111-0032 東京都台東区浅草3-4-4
TEL:03-5824-0636 FAX:03-5824-0637

行き

70

ご発注者様名称
〒

TEL：

様

品

目

FAX：

［ご担当者様：

単価

数量

］

単位

金額

定価（税抜）

CITUCAケアソープ〈洗浄料〉

2,030

本

¥2,900

CITUCAケアクリーム〈保湿クリーム〉

2,730

個

¥3,900

CITUCAケアミスト〈保湿ミスト〉

2,030

本

¥2,900

CITUCAケアオイル〈スキンオイル〉

2,170

本

¥3,100

1,200

個

オープン

［販促品］
CITUCAケアシリーズスターターキッド

合

計

（スタータキッド抜）合 計
＊ご注文合計金額が30,000円（税抜）未満の場合は送料を頂きます。（全て税抜価格）
関東・信越・北陸・中部地方・・・600円

東北・関西・中国地方・・・700円

四国・九州・北海道・・・800円

沖縄・・・900円
＊販促品/CITUCAケアシリーズスターターキッドは、ご注文合計金額には含まれません。

【個人様用】
HAP_CITUCA

FAX専用注文書

FAX：03-3876-9084
(2021/9/17 HAP個人様用_CITUCA)
発注日： 西暦

株式会社 アニモメディカル

お客様コードNO.

4

年

月

株式会社アニモメディカル
〒111-0032 東京都台東区浅草3-4-4
TEL:03-5824-0636 FAX:03-5824-0637

行き

90

ご発注者様名称
〒

TEL：

FAX：

様

品

目

単価

数量

単位

金額

定価（税抜）

CITUCAケアソープ〈洗浄料〉

2,610

本

¥2,900

CITUCAケアソープ〈洗浄料〉
泡だて器セット CITUCAケアミスト（小）付

2,810

式

サービスセット

CITUCAケアクリーム〈保湿クリーム〉

3,510

個

¥3,900

CITUCAケアミスト〈保湿ミスト〉

2,610

本

¥2,900

CITUCAケアオイル〈スキンオイル〉

2,790

本

¥3,100

CITUCAケアシリーズスターターキッド

1,200

個

オープン

合

計

（スタータキッド抜）合 計
＊ご注文合計金額が5,000円（税抜）未満の場合は送料を頂きます。（全て税抜価格）
関東・信越・北陸・中部地方・・・400円

東北・関西・中国地方・・・500円

四国・九州・北海道・・・650円

沖縄・・・750円
＊販促品/CITUCAケアシリーズスターターキッドは、ご注文合計金額には含まれません。

日

