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平成 26年 2月 吉日 

お客様各位 

エキスパートアライアンス株式会社 

 

 

消費税率変更に伴うお知らせ 

 

いつもご愛顧いただき誠にありがとうございます。 

平成 26 年 4 月 1 日から消費税が 8％へ引き上げられますが、弊社における対

応は下記および別紙のとおりとなりますので、お知らせいたします。 

ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

＜価格変更日時＞ 

2014 年 4 月 1日（火）0：00 

  ※2014 年 3 月 31 日までのお申込みにつきましては、現行の価格での取り扱

いとさせていただきます。なお、各申込方法の締め切り時間は以下の通

りになります。締め切りを過ぎた場合は、別紙のとおりの価格での取り

扱いになります。 

申込方法 締め切り 

ＷＥＢ申込 2014 年 3 月 31 日 23 時 59 分 

電話申込 2014 年 3 月 31 日 21 時 00 分 

ＦＡＸ申込 2014 年 3 月 31 日 17 時 00 分 

申込書の郵送申込 2014 年 3 月 31 日 到着 

 

＜ＷＥＢ申込のご利用について＞ 

 2014 年 4 月 1 日（火）0：00 より、メンテナンスのため一旦システムを停止

いたしますので、2014 年 3 月分のご購入のお手続きは、メンテナンスが開始

されるまでに終了していただきますようにお願いいたします。 

 

＜端数処理＞ 

端数の処理については切り捨てをする予定です。 

 

＜お問合せ先＞ 

エキスパートアライアンス株式会社 お客様相談室 

電話番号 03-6757-8901 

受付時間 9：00～17：00 （土日・祝日・年末年始を除く） 

以上 
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消費税率変更に伴うお知らせ（別紙） 

 

＜価格の見直し一覧＞ 
各種サービス等 2014/3/31 まで ⇒ 2014/04/01 以降 

ＥＸＡオリジナル物販商品 「別表」の通り ⇒ 「別表」の通り 

ＥＸＡモール商品 
各税込価格（税率 5％） 

ＥＸＡモールサイトに記載 
⇒

各税込価格（税率 8％） 

ＥＸＡモールサイトに記載 

送料 税込価格（税率 5％） ⇒ 税込価格（税率 8％） 

代引き手数料（1 万円未満） 税込価格 \315 ⇒ 税込価格 \324 

代引き手数料（1 万円以上） 税込価格 \420 ⇒ 税込価格 \432 

コンビニ払込手数料 税込価格 \100 ⇒ 変更なし 

クレジットカード決済手数料 無料 ⇒ 変更なし 

 

「別表」 ＜ＥＸＡオリジナル物販商品＞ （本体価格および送料無料に変更ありません。）  

【随時購入】 

2014/3/31 まで 

⇒

2014/04/01 以降 

本体 

価格 

消費税 

（5%） 

合計 

金額 

本体 

価格 

消費税 

（8%） 

合計 

金額 

エキスパート 
α ¥7,000 ¥350 ¥7,350 ⇒ ¥7,000 ¥560 ¥7,560 

100 ¥12,000 ¥600 ¥12,600 ⇒ ¥12,000 ¥960 ¥12,960

大麦若葉茶 
30 袋 ¥4,400 ¥220 ¥4,620 ⇒ ¥4,400 ¥352 ¥4,752 

90 袋 ¥9,000 ¥450 ¥9,450 ⇒ ¥9,000 ¥720 ¥9,720 

大麦若葉茶＋α セット ¥10,000 ¥500 ¥10,500 ⇒ ¥10,000 ¥800 ¥10,800

ナノディーバ 

セット ¥12,000 ¥600 ¥12,600 ⇒ ¥12,000 ¥960 ¥12,960

洗顔 ¥3,000 ¥150 ¥3,150 ⇒ ¥3,000 ¥240 ¥3,240 

化粧水 ¥4,000 ¥200 ¥4,200 ⇒ ¥4,000 ¥320 ¥4,320 

美容液 ¥6,000 ¥300 ¥6,300 ⇒ ¥6,000 ¥480 ¥6,480 

ＡＭＥＤＥＡ ¥9,000 ¥450 ¥9,450 ⇒ ¥9,000 ¥720 ¥9,720 
    

【定期購入】 

2014/3/31 まで 

⇒

2014/04/01 以降 

本体 

価格 

消費税 

（5%） 

合計 

金額 

本体 

価格 

消費税 

（8%） 

合計 

金額 

エキスパート 
α ¥6,600 ¥330 ¥6,930 ⇒ ¥6,600 ¥528 ¥7,128 

100 ¥11,400 ¥570 ¥11,970 ⇒ ¥11,400 ¥912 ¥12,312

大麦若葉茶 
30 袋 ¥4,000 ¥200 ¥4,200 ⇒ ¥4,000 ¥320 ¥4,320 

90 袋 ¥8,400 ¥420 ¥8,820 ⇒ ¥8,400 ¥672 ¥9,072 

大麦若葉茶＋α セット ¥9,400 ¥470 ¥9,870 ⇒ ¥9,400 ¥752 ¥10,152

ナノディーバ 

セット ¥11,400 ¥570 ¥11,970 ⇒ ¥11,400 ¥912 ¥12,312

洗顔 ¥2,800 ¥140 ¥2,940 ⇒ ¥2,800 ¥224 ¥3,024 

化粧水 ¥3,800 ¥190 ¥3,990 ⇒ ¥3,800 ¥304 ¥4,104 

美容液 ¥5,600 ¥280 ¥5,880 ⇒ ¥5,600 ¥448 ¥6,048 

ＡＭＥＤＥＡ ¥8,400 ¥420 ¥8,820 ⇒ ¥8,400 ¥672 ¥9,072 

 


