ツール製作格安！
Ａ4チラシ
B4チラシ

片面カラー

両面カラー

片面カラー

両面カラー

15,000円（税込）
20,000円（税込）

25,000円（税込）
35,000円（税込）

A4パンフレット

Ａ4ページもの編集

カラー（4ページ〜）

（1色or2色）

1ページ単価

10,000円（税込）

1ページ単価

6,000円（税込）

◆基本は、製作だけとなります。
◆校正はメールでのやり取りだけとなります。
◆原稿は、
ワード・エクセル・パワーポイント・ＰＤＦ・手書き・・・何でも可能です。
※手書き原稿の場合とワード・エクセル・パワーポイント・ＰＤＦのデータでテキストが抽出できない場合は文字入力が必要ですので、
原稿によりましては初版納品に時間がかかる場合がございます。

◆図・写真・イラストはデータ支給をお願いします。
◆以下の物の製作はお断り致します。
名誉や信用の毀損、貸金業法等特別法違反などの犯罪的行為や法令に違反するもの
※公序良俗に反するもの、
◆納品は、
トンボ付きのＰＤＦをメールにてお送りいたします。
※トンボ無しのＰＤＦでも納品は可能です。

◆印刷は、便利なWeb印刷をおススメします。
※印刷も一緒にご希望の方はお知らせください。その際は事前に見積もりをお送りいたします。

◆その他のサイズやページもの等はメールにてお問い合わせください。
見積もりをお送りいたします。
SSTTEEPP

1

SSTTEEPP

2

SSTTEEPP

3

原稿をメールにてお送りください。
※画像等の差し込みがある場合は、原稿と一緒にメールにてデータをお送りください。

メール受信後、
チラシ等は約2営業日後には、初版ができあがります。
※ページ数が多いものは、
もう数日かかります。

初版納品時に、
お振込みお願いいたします。
※初版ＰＤＦと一緒に、振込先口座をメールいたします。

SSTTEEPP

4

SSTTEEPP

5

初版の後の修正等は、3回まで可能です。
納品は、
トンボ付きのＰＤＦをメールで納品いたします。
※トンボ無しでも可能です。

お問い合わせ先はメールにてお願いします。
ツール製作担当

s-kikaku@exa11.co.jp
↑↑数字のイチイチです。

ツール製作格安！
印刷見本
2017年8月

ショッピングサイト ＥＸＡモールに
商品をご紹介ください♪

お肌に

悩 み

はありますか？

理想のお肌はありますか？

魅 力

美しく

健 や か

出品料・登録料等すべて無料！

のある肌…

な心身…

真

あなたの

他と比べて
何が違うの？？
の

美しさ

を

見つけてください。

Find your real beauty

全国各地の名産特産品・
ご自慢の商品
食品・日用品雑貨・生活用品全般
介護用品・ペット用品等
色々募集しています。

ヒアルロン酸
加水分解ヒアルロン酸

随時購入価格
美白エキス

ビタミンC

アーチチョーク葉エキス
ユキノシタエキス
オウゴンエキス

アスコルビン酸

パソコン
スマートフォン
（iPhone 等）

http://examall.jp

高分散性
ハイドロキシ
アパタイト

Hydroxyapatite for face care

インターネット

ブドウつるエキス

コンビニ決済可

0120-985-000

携帯電話の方はこちらから

03-6757-8892

クレジットカード利用可

24時間受付

インターネット・携帯電話から検索していただけます！

ＥＸＡモール
http://examall.jp

植物幹細胞エキス

詳しくは、
ショッピングサイトの「お問い合わせフォーム」
か
らご連絡いただくか、
お客様相談室までご連絡ください。
（03-6757-8901平日9時から17時）
●商品のお届けについて
商品代金の入金を会社が確認した後
（クレジットの場合
は、決済手続き完了後）、5営業日以内に商品を発送い
たします。
●個人情報の取り扱いについて
ご記入いただいた個人情報は、商品の発送、関連するア
フターサービス、当社および関連会社の商品・サービスに
関する情報、
エージェントの登録・委託・管理、
その他付随
する情報の提供のみに使用します。詳しくはホームページ
(http://www.exa11.co.jp/)をご確認ください。
個人情報に関しては当社お客様相談室までお問い合わ
せください。(個人情報責任者 担当取締役)
〈代理店使用欄〉

携帯はこちらから

http://examall.jp/m

【ログイン方法】
初めてログインする方はログイン ID に「エージェント ID」
、
パスワードには「生年月日 (西暦 )8ケタ」をご入力ください。

リンゴ果実培養細胞エキス

E- mail：s - kikaku @ exa11.c o.jp

クレジットカード利用可

固定電話からの受付に限ります。(03 〜 IP 電話含む)
※携帯電話・非通知・公衆電話・IP電話 (050〜) からの受付はできません。

レスベラトロール

商品に関するお問い合わせ先

定期購入価格

11,400円

（税抜価格10,556 円）

受付時間 9：00 〜 21：00〈年中無休〉

ローヤルゼリーエキス
サトザクラ花エキス
ダイズ種子エキス
ライチ種子エキス
アロエベラエキス

携帯サイト

600円お得！

12,000円

（税抜価格11,111 円）

フリーダイヤル

抗老化エキス

http://examall.jp/m/

携 帯

植物にはいい微生物が共存しています。それらのいい微生物も人間の
健康に役立つのです。 人間の腸の中にも人の為に日々働いてくれてい
る微生物がいます。いい微生物を丸ごと取り入れることが大事で、その
ためには農薬を使った野菜はつかえません。日本人の従来の食べ物を
取り戻し、そして毎日良い発酵食品を取って腸内環境を整える、これが
健康で長生きへの近道です。

なぜ無農薬に
こだわるの？？

セットがおススメです。
（洗顔・化粧水・美溶液）

ショッピングサイト
URL

何百種類もの素材を使って作られている酵素もあ
りますが、何でも入れればいいというものではあり
ません。当社の「ギュッ!と酵素」は、デザイナーズ
フーズ・プログラムを元に、無農薬の厳選された素
材を使って昔ながらの製法で作られています。なの
で、日本人に合う日本人のための酵素に仕上がって
います。

TEL：03 - 6757- 8 8 9 9

（エス ハイフン キカク＠イーエックスエー ジュウイチ）

エキスパートアライアンス株式会社 商品エントリー窓口

随時購入価格

→裏面もご確認ください。

1st step

洗 顔

マイクロサイズ
ハイドロキシアパタイト

クリアな透明感のある素肌へ…

弾力のあるクリーミーな

NANODIVAʼs Advice
アゴから上へ、

余分な皮脂

古い角質

〈販売者〉

定期購入価格

12,300円

高分散性ハイドロキシアパタイト
をメインとした6つの機能性成分

（税抜価格11,389 円）

冬のギフト

マイクロサイズのハイドロキシアパタイトが
お肌の古い角質や余分な皮脂を吸着し、落とします。

face wash

うるおいを残して、

660円お得！

12,960円

（税抜価格12,000 円）

012002201-1604PPA

※SODとはスーパーオキシドディスムターゼと言い、
活性酸素を消去する酵素のことです。

2017

最大で2分、
通常は30秒から1分以内で

乾燥を感じさせない

FAX.03-6757-8897 http://www.exa11.co.jp

SOD酵素活性があります。

泡立ちの洗顔料です。

しっとりとした洗いあがりに…

TEL.03-6757-8900

カタログ有効期限：2017年12月19日

中心から外側に向けて

やさしく汚れを取り除き、

〒104-0042 東京都中央区入船 1-1-26 永井ビル 4F

手早く、そしてやさしく
洗うのがポイントです。

無香料
マイクロサイズ
ハイドロキシアパタイト
（洗顔成分）配合

※図はイメージです

無着色

洗顔 単品購入価格

nd step

化粧水
Lotion

3,240円（税抜価格3,000円）

※１

およそ４０ナノメートルというナノサイズの
ハイドロキシアパタイトが、
お肌の奥深く浸透し、ハリを持たせます。

※１：平均粒径40ナノメートル
※２：お肌の奥＝角質層

※2

NANODIVAʼs Advice

ナノサイズ
ハイドロキシアパタイト

高分子ヒアルロン酸
しっとりとうるおってもちもちの肌へ…

低分子ヒアルロン酸

乾燥しやすい肌をうるおいで満たし、

手のひらで軽くあたため、

ハリのある肌へと導く化粧水

顔全体になじませた後、

みずみずしくなめらかな感触で

ふっくらとつややかな肌へと導きます

額、両頬、
アゴなど広い部分に

角
質
層

軽くやさしくおさえます。

職人独自の絶妙な塩加減で茹で上げしました。
風味、
美味しさを損なわぬように急速冷凍しております。

ヒアルロン酸
（保湿成分）配合

※

ナノサイズ

アレルギー
テスト済

ハイドロキシアパタイト
）
（ハリを与える成分）
配合

※図はイメージです

無着色
色
無香料

化粧水 単品購入価格

※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。

Essence

ナノサイズのハイドロキシアパタイトと2つの美容成分が
お肌の内側に潤いを与え、
キープします。

たっぷりとしたうるおいと、

高分子ヒアルロン酸

弾けるようなハリを・・・

低分子ヒアルロン酸

角
質
層

乾燥の気になる部分や
年齢の表れやすいところに
なじませます。

※

無香料
無

アレルギー
テスト済

※図はイメージです

無着色
色

（美肌成分）配合

美溶液 単品購入価格

※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。

フリーダイヤル

クレジットカード利用可

コンビニ決済可

0120-985-000

携帯電話の方はこちらから

03-6757-8892

受付時間 9：00 〜 21：00〈年中無休〉
固定電話からの受付に限ります。(03 〜 IP 電話含む)
※携帯電話・非通知・公衆電話・IP電話 (050〜) からの受付はできません。

クレジットカード利用可

インターネット

￥0 送料無料
沖縄除く

目や口の周り、
ビタミンC誘導体

ヒアルロン酸
（保湿成分）配合

ビタミンC
誘導体

冷凍
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〈内容量〉800g（北海道またはロシア産）

顔全体になじませた後、

みずみずしいテクスチャーが肌の上で

ような弾力感を実感してください。

ナノサイズ
ハイドロキシアパタイト
（ハリを与える成分）
）
配合

ポイント

1-01-0028-0024
8,000円(税込)

EXAモール価格

やさしくおさえるようにして

高機能な成分を思う存分に閉じ込め、

もちもちに変化し、手のひらに吸い付く

※２：お肌の奥＝角質層

NANODIVAʼs Advice

ナノサイズ
ハイドロキシアパタイト

ワンランク上の体感を…

特大 ボイル毛ガニ 800g
商品番号

※2

のし

3rd step 美容液

4,320円（税抜価格4,000円）

かにしゃぶ、カニステーキ、カニ鍋にどうぞ
獲れたての蟹の足を、食べやすいように殻をむいておりますので、自然解凍後、
そのままかにしゃぶ、カニステーキ、蟹鍋などにご利用いただけます。

原料の野菜・果物は栽培期間

食べ応えバッチリ！
身入り90％以上のデカタラバガニ足が登場！
見た目も味も衝撃的！

農薬・化学肥料不使用

6,480円（税抜価格6,000円）

詳しくは、
ショッピングサイトの「お問い合わせフォーム」
か
らご連絡いただくか、
お客様相談室までご連絡ください。
（03-6757-8901平日9時から17時）
●商品のお届けについて
商品代金の入金を会社が確認した後
（クレジットの場合
は、決済手続き完了後）、5営業日以内に商品を発送い
たします。

24時間受付

●個人情報の取り扱いについて
ご記入いただいた個人情報は、商品の発送、関連するア
フターサービス、当社および関連会社の商品・サービスに
関する情報、
エージェントの登録・委託・管理、
その他付随
http://examall.jp/m する情報の提供のみに使用します。詳しくはホームページ
(http://www.exa11.co.jp/)をご確認ください。
【ログイン方法】
個人情報に関しては当社お客様相談室までお問い合わ
初めてログインする方はログイン ID に「エージェント ID」
、
せください。(個人情報責任者 担当取締役)
パスワードには「生年月日 (西暦 )8ケタ」をご入力ください。

150g（5 g×30包）／1箱

インターネット・携帯電話から検索していただけます！

ＥＸＡモール
http://examall.jp

携帯はこちらから

特大タラバガニ足 800g

1-01-0028-0026
EXAモール価格 5,800円(税込)

商品番号

〈内容量〉500g（ロシアまたはカナダ産）

〈内容量〉800g（ロシア産）
ポイント

冷凍
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のし

のし

ポイント

〒104-0042 東京都中央区入船 1-1-26 永井ビル 4F
TEL.03-6757-8900 FAX.03-6757-8897
http://www.exa11.co.jp

＜お召し上がり方＞
1日1包を目安にそのままお召し上がりください。

1-01-0028-0023
EXAモール価格 8,800円(税込)
原材料名

〈代理店使用欄〉

〈販売者〉

ズワイガニかにしゃぶポーション 500ｇ
商品番号

冷凍

23

￥0 送料無料

￥0 送料無料

沖縄除く

沖縄除く

カニ3商品共通 〈賞味期限〉冷凍で90日

〈送

有機プルーン、有機脱脂大豆、有機アガべシロップ、キャベツ、大根、かき、トマト、ゆず、ネギ、夏ミカン、しゅんぎく、かぶ、
にんじん、有機黒糖、しょうが、ほうれんそう、ブロッコリー、アカシソ、はっさく、有機すだち、アオシソ、こまつな、モロヘイヤ、
マクワウリ、かぼちゃ、有機玄米粉末、チンゲンサイ、ふき、いちじく、アケビの実、ケール、芽キャベツ、なす、ピーマン、エゴマ、
ごぼう、しいたけ、温州みかん、タマネギ、ニラ、ゴーヤ、みずな、きゅうり、カリフラワー、ズッキーニ、にんにく、有機イチゴ、
レモン、アガリクス、まいたけ、コンブ、ヒバマタ、有機大麦若葉、パセリ、キンカン、桑の実、カバノアナタケ、ブルーベリー、
ヨモギ、ブラックベリー

商品提供元／有限会社 道産ネットミツハシ

料〉全国送料無料（沖縄のみ3,000円）

11年連続モンドセレクション最高金賞受賞の辛子明太子

天塩

商品番号：1-13-0164-0216

400円（税込） ポイント1

商品番号：1-13-0164-0010

346円（税込） ポイント1
〈内容量〉700g
〈賞味期限〉なし

創健社
喜界島粗糖 500g

JITA コレクション
ボーンアドボーン
オーガニックブラウンシュガー 300g 有機ココナッツシュガー 250g

鹿児島県喜界島産さとうきび
を100％使用し、島内の製糖
工場で風味を生かした製法で
仕上げました。素材の良さを
引き出しますので、色々なお
料理にもお勧め。

有機栽培されたサトウキビを
搾り、煮詰めて乾燥させ角砂
糖にしました。
紅茶、特にミルクティーに
ぴったりの優しい甘さとコク
が特徴です。

商品番号：1-13-0164-0006

商品番号：1-13-0164-0109

756円（税込） ポイント2
〈内容量〉300g
〈賞味期限〉製造日より720日

商品番号：1-13-0164-0110

1,113円（税込） ポイント3
〈内容量〉250g
〈賞味期限〉1080日

バイオフーズジャパン
有機黒コショウ（粉）25g

バイオフーズジャパン
有機白コショウ（粉）25g

創健社
樽みそ一番（減塩）1kg

フェアトレードと有機JAS認
証を得た原材料を100％使用
した有機コショウ。

有機栽培で、ミネラル分が豊
富です。
刺激的な辛さの中にも、すっ
きり・爽やかな香りとまろや
かな味わい。

通常味噌の食塩量は平均13%
前後ですが、樽みそ一番減塩
は5%減塩し、8%にしまし
た。

商品番号：1-13-0164-0021

商品番号：1-13-0164-0023

商品番号：1-13-0164-0124

変更・新規募集期間

あなたが、
ＥＬＡプレミアを
直接募集すると、
契約月の翌月に
3,800円がもらえちゃう♪

2016年6月1日(水)〜
8月31日(水)まで

354円（税込） ポイント1

389円（税込） ポイント1
〈内容量〉25g
〈賞味期限〉製造日より1080日

本醸造醤油から独自の方法に
より旨味成分はそのままで、
食塩のみを50％カットした風
味豊かな減塩醤油です。空気
に触れず酸化しにくいボトル
容器入り。

創業２２０余年の伝統的手法によ
り、丸大豆、小麦、天日塩のみを原
料とし、ゆっくりと発酵・熟成させ
た本醸造・天然醸造醤油です。自然
の醸し出す豊かな香りとこくは昔な
がらの「しょうゆ」です。空気に触
れず酸化しにくいボトル容器入り。

商品番号：1-13-0164-0235

商品番号：1-13-0164-0122

商品番号：1-13-0164-0123

648円（税込） ポイント1

400円（税込） ポイント1
〈内容量〉200mL
賞味期限〉製造日より540日

368円（税込） ポイント1
〈内容量〉200mL
〈賞味期限〉製造日より540日

1万円以上全国送料無料！
！（※ただし沖縄は980円となります。）

商品提供元／株式会社 博多ふくいち

ポイント

冷蔵

5

〈内容量〉つけあげ(23g)ｘ4、しそ天(23g)ｘ2、イワシ天(20g)ｘ4、生姜天(23g)ｘ2、
さつま芋天(43g)ｘ2、野菜天(30g)ｘ2、ごぼう天(43g)ｘ3、れんこん天(43g)ｘ3
〈賞味期限〉要冷蔵で製造日より8日間
〈送 料〉北海道2,000円、青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島1,580円、茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 山梨 長野1,370円、
富山 石川 福井 岐阜 静岡 愛知 三重1,160円、滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 徳島 香川 愛媛 高知1,050円、
鳥取 島根 岡山 広島 山口 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島950円、沖縄1,680円
商品提供元／株式会社シュウエイ

1箱でいろんなおいしさを思う存分味わってください。

『スモッち』
よくばりセット
商品番号 1-03-0001-0003
EXAモール価格 3,681円(税込)

〈内容量〉
スモッち×15個、温泉卵×10個+万一破損した場合の備えとして
2個を同包しています。温泉卵のタレ×12個。
出羽の郷名水赤がら×20個＋万一破損した場合の備えとして3個
を同包しています。

冷蔵

〈賞味期限〉スモッち:製造日より21日、温泉卵:製造日より14日、
赤がら:採卵日より14日
〈送 料〉北海道1,188円、青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木
群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 山梨 長野864円、富山 石川 福井
岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山972円、
鳥取 島根 岡山 広島 山口1,296円、徳島 香川 愛媛 高知1,404円、
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島1,512円、
沖縄1,728円、離島配送不可

商品提供元／株式会社 半澤鶏卵
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誰でも簡単に、パリッとジューシーに焼けるギョーザです。
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真鯛を活〆し、独自の製法で
一枚ずつ丁寧に讃岐白味噌に
漬込みました。

ＥＬＡプレミア タイプ変更・新規申込ＵＲＬ
⇩

https://ela-premiere.appspot.com/
※紙での変更届けも同封しています。
（ＦＡＸ可）

真鯛、
鰆、銀鮭の白味噌漬
商品番号 1-37-0007-0002
17
EXAモール価格 4,536円(税込)
ポイント

〈内容量〉真鯛70g×2切、鰆70g×2切、
銀鮭70g×2切
〈賞味期限〉出荷日より冷蔵で14日間
〈送 料〉全国送料無料

冷蔵

￥0 送料無料

商品提供元／富士産業株式会社

特製冷凍餃子(50個入り)
商品番号 1-27-0012-0125
EXAモール価格 3,669円(税込)

ポイント

8

のし

国内産の米と麦をじっくり熟
成させ、素材の味を活かした
合わせみそです。

〈内容量〉750g
〈賞味期限〉製造日より180日

無料通話付定額プラン！
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1-46-0002-0003
2,160円(税込)

EXAモール価格

のし

笛木醤油
金笛濃口醤油ボトル 200mL

商品番号

冷蔵

ポイント

直ダウンを5人募集したら、月額は実質無料になっちゃいます。
直ダウンの募集が1人でも2人でも、そのダウンがまた募集すれば、そのうち月額は実質無料に〜

735円（税込） ポイント2

笛木醤油
金笛減塩醤油ボトル 200mL

小田口屋
「さつま揚げ」詰合せ（大セット）

ポイント

1-40-0003-0006
8
3,240円(税込)

EXAモール価格

9

〈内容量〉1kg
〈賞味期限〉製造日より180日

創健社
合わせみそ一番 750g

商品番号

こんなにサービスがあって月額3,800円

ＥＬＡプレミア：月額3,800円
〈内容量〉25g
〈賞味期限〉製造日より1080日

博多ふくいちの辛子明太子 270g

〈内容量〉270g(6本前後)
〈賞味期限〉冷蔵で出荷日より10日間
〈送 料〉北海道1,604円、その他の地域324円、沖縄1,080円、
離島中継料1,604円

のし

368円（税込） ポイント1
〈内容量〉500g
〈賞味期限〉なし

ヤシの花蜜から作った無精製
の有機オーガニックココナッ
ツ砂糖です。
体に必要なミネラル（カルシ
ウム・鉄）をたっぷり含んで
います。香ばしくてくせにな
るやさしい甘さです。

あなたの直ダウンがＥＬＡプレミアに変更するだけで
2,000円がもらえちゃう♪
直ダウンでＥＬＡ
（エキスパート リビング アシスト）
にご加入の方が、
ＥＬＡプレミア
（エキスパート リビング アシストプレミア）月掛金3,800円に変更するだけで、
変更の翌々月に、
あなたに2,000円キャッシュバック！
さらに、
変更の翌々月からは、
コミッションは倍以上になります♪
ぜひ、
この機会にダウンの方におススメください。

のし

〈内容量〉65g
〈賞味期限〉製造日より1080日

薩摩地酒を用いた、風味豊かなさつま揚げです。
そのままでもお召し上がりいただけます。

創健社
地中海の天日塩 700g
南イタリアの海水を現地の伝
統的な天日塩田で長時間かけ
て天日乾燥・結晶化した、ま
ろやかなうまみの塩。

のし

塩・砂糖・
こしょう・みそ・
醤油・酢・
みりん・かけぽん

塩胡椒 65g

厳選した黒胡椒と天塩をひと
つにして顆粒状に仕上げまし
た。原料が片寄らないように
バランス配合にも心がけまし
た。粉末ではなく顆粒状のた
めに防湿性が高められていま
す。

冷凍

￥0 送料無料

〈内容量〉17g×50個
〈賞味期限〉冷凍で製造日より365日、
出荷日より180日以上
〈送 料〉全国送料無料

商品提供元／有限会社 ティ・アイ・ティ

2

ＥＸＡ・ホールディングス株式会社

東京都中央区入船1-1-26 永井ビル4Ｆ
ＴＥＬ：03-6757-8865 ＦＡＸ：03-6757-8897

