
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 期   間 ： 8 月 1 日（木）～ 8 月 31 日（土） 

 

◆ 対 象 商 品 ： コッカスドリンクゴールド＆ロイヤル 

 

◆ ご注文単位 ： 1 箱（50 本入） 

 

◆ ご注文方法 ： 専用リピート用紙にてお申し込み下さい。 

 

◆ 定   価 ： コッカスドリンクゴールド（1 箱税込）  48,600 円 

 

 ： コッカスドリンクロイヤル（1 箱税込） 108,000 円 

 

◆ 計 算 式 ： 税込定価×仕切率×95％（下記“キャンペーン価格表”をご参考にしてください。） 

 

■■■■キャンペーン価格表キャンペーン価格表キャンペーン価格表キャンペーン価格表（税込） 

 

 

準特約店 

（10％） 

特約店 

販売店 

（25％） 

特約店 

販売店

（30％） 

代 理 店 

地域販売店 

（40％） 

代理店 

（42％） 

代理店 

（43％） 

代理店 

（44％） 

ゴールド（1 箱） 

※送料 702 円含 

￥42,255 ￥35,329 ￥33,021 ￥28,404 ￥27,480 ￥27,018 ￥26,557 

ゴールド（2 箱） ￥83,106 ￥69,255 ￥64,638 ￥55,404 ￥53,557 ￥52,633 ￥51,710 

ロイヤル（1 箱） ￥92,340 ￥76,950 ￥71,820 ￥61,560 ￥59,508 ￥58,482 ￥57,456 

 

 

代理店 

（45％） 

総代理店 

総販社 

（50％） 

総代理店

（51％） 

総代理店 

（52％） 

総代理店 

（53％） 

総代理店 

（54％） 

総代理店 

（55％） 

ゴールド（1 箱） 

※送料 702 円含 

￥26,095 ￥23,787 ￥23,325 ￥22,863 ￥22,401 ￥21,940 ￥21,478 

ゴールド（2 箱） ￥50,787 ￥46,170 ￥45,246 ￥44,323 ￥43,399 ￥42,476 ￥41,553 

ロイヤル（1 箱） ￥56,430 ￥51,300 ￥50,274 ￥49,248 ￥48,222 ￥47,196 ￥46,170 

 

注 1）コッカスドリンクゴールド 1 箱のみをご注文の場合は、送料 702 円を頂戴しております。 

注 2）上位店様へのフィーお支払いは、ポジション価格から 5％引いた税抜購入代金を基に算定されます。 

注 3）ゴールド・ロイヤル合計 50 箱に達した時点での終了となります。予めご了承ください。 

注 4）営業日 15 時までのお振込で翌営業日発送となります。※商品の発送は、配送センターもしくはメーカー直送となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

夏季夏季夏季夏季休業休業休業休業のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

商品商品商品商品発送スケジュール発送スケジュール発送スケジュール発送スケジュール    

AugustAugustAugustAugust....2012012012019999    

1 本でアイフローラ約 4 本分!! 

液体だから吸収しやすい♫ 

1 本で 

2 兆 7,500 億個の 

ヒト由来乳酸菌♪ 

    ８月８月８月８月 10101010 日日日日((((土土土土))))    ～～～～    8888 月月月月 11115555 日日日日((((木木木木))))    

誠に勝手ながら弊社では、上記日程を夏季休業とさせていただきます誠に勝手ながら弊社では、上記日程を夏季休業とさせていただきます誠に勝手ながら弊社では、上記日程を夏季休業とさせていただきます誠に勝手ながら弊社では、上記日程を夏季休業とさせていただきます。。。。    

    

8888 月月月月 11116666 日日日日((((金金金金))))より通常通り営業致します。より通常通り営業致します。より通常通り営業致します。より通常通り営業致します。    

コッカスドリンク GOLD は特殊熱水処理加工した 

腸内細菌や酵母の入った清涼飲料水です。 

        

8 月 9 日(金)  

ご注文及びご入金確認 

※ドリンクは 15 時ご注文及びご入金まで 

8888 月月月月 16161616 日日日日((((金金金金))))発送発送発送発送    

８月 10(土)～8 月 16 日(金)  

ご注文及びご入金確認 

※ドリンクは 15 時ご注文及びご入金まで    

8888 月月月月 19191919 日日日日((((月月月月))))発送発送発送発送    8888 月月月月 20202020 日日日日((((火火火火))))発送発送発送発送    

8 月 17 日(土)～8 月 19 日(月) 

ご注文及びご入金確認 

※ドリンクは 15 時ご注文及びご入金まで    

    

※アイフローラは 17 時、コッカスドリンクは 15 時までのお振込で、毎営業日の締切りとさせて頂いております。 

※ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。 



  

みなさんは元気なとき、健康について考えますか？ 8 月 10 日は『健康ハートの日』だそうです。元気だから

こそ、健康について考えてみましょう。まずは、生活のことがらから、そして今月はハートの日にちなんで心臓

のことも考えてみてはいかがでしょう？  

 

■生活習慣を見直そう!! 

生活習慣病は“生活習慣”が発症、進行に大きく関与する病気をいいます。飲酒、食事、運動、休養・睡眠、

喫煙などは、疾病のリスクとなりえるので気を付けましょう。日本人の死因では、心疾患、脳血管疾患、悪性

新生物(がん)が上位を占めますが、いずれも“生活習慣”と関連のあることが知られています。不健康な生活

習慣は様々な疾患の要因となり、日常生活に支障が出たり、介護が必要になったり、時には死に至る病気につ

ながることも。“生活習慣”を見直して、寿命＝健康寿命でいられるように頑張りましょう!! 

 

■動脈硬化を防ごう!! 

簡単にいうと「動脈硬化」は血管の老化です。老化でシワやシミが出来るのと同じで、血管も弱くなったり、

傷ついたり、たるんだりして、血管が硬くなり柔軟性がなくなっている状態です。血管は本来、血流に合わせ

て伸縮しますが、動脈硬化が進むと固くなった血管が柔軟に伸縮できずに高血圧の原因になります。ひどくな

ると狭くなった血管に血栓ができて詰まったり、血流に耐えきれず破裂したりすることが起こりやすくなり、

その障害の場所によって「心筋梗塞」「脳梗塞」「大動脈瘤」といった深刻な症状を起こすリスクが上がります。 

動脈硬化予防には、『適度な運動をする』『バランスのいい食事をとる』『酒、タバコを控える』などの生活習

慣改善が有効です。※心臓病の危険因子には高血圧、高脂血症、肥満、糖尿病、喫煙などがあります。 

 

■今回は『適度な運動をする』に注目し、第二の心臓といわれる足を考えてみましょう‼ 

血液は心臓から送りだされていますが、身体の中で心臓から一番遠い足裏まで届いた血液は、重力に逆らって

心臓まで上る必要があります。そこで活躍するのが、ポンプの働きをしてくれる足というわけです。足が「第

二の心臓」と呼ばれる理由はそこにあります。この第二の心臓の働きが悪くなれば血流も悪くなり、結果的に

健康に影響を与えてしまいます。足も健康を左右する重要な場所なのです。 

 

■日ごろから足の筋肉を使うことを心がけてください‼ 

足の筋肉を動かすことで静脈を外から収縮・弛緩させ、血液を心臓へと送り返しています。血管の機能を強く

して心臓をサポートしましょう！ 

日常の中で、積極的に「歩く」を実践しましょう。エレベーターやエスカレーターの使用を減らし階段で上り

下り。公共の交通機関などは、車から電車やバスへ、歩ける距離であれば電車やバスから徒歩へ。食後の散歩

で歩数を増やし気分転換など。可能な範囲で歩いて筋肉を使いましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おかげさまで「1 粒 100 食コッカス海から山から畑から」及び「イブフローラ商品」は完売致しました。 

誠にありがとうございました。今後も、株式会社アイフローラを宜しくお願い申し上げます。 

8888 月月月月 10101010 日は健康ハートの日日は健康ハートの日日は健康ハートの日日は健康ハートの日    

●血圧とコレステロールを正常に 

（太りすぎ、糖尿病には注意して） 

●脂肪の摂取は、植物性を中心に 

●食塩は調理の工夫で、無理なく減塩 

（1 日、6g 未満を目標に） 

●食品は、栄養バランスを考えて 

（１日、30 食品を目標に） 

●食事の量は、運動量とのバランスで 

甘いものには要注意 

●つとめて歩き、適度な運動 
●お酒の量は、自分のペースでほどほどに 

●ストレスは、工夫をこらして上手に発散 

●タバコは吸わない。頑固に禁煙 

●定期検診わすれずに 

（毎年一度は健康診断） 

『健康ハート 10 ヵ条』 

公益財団法人日本心臓財団 


