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世界の販売店が共に学び、昇格者を祝い、
明日へのエネルギーを獲得した！

2019 E8PA
グローバルコンベンション特集

2019 E8PA
グローバルコンベンション特集

2019 E8PA
グローバルコンベンション特集

2019 E8PA
グローバルコンベンション特集
６/21、22 サンディエゴ・コンベンションセンターに

２日間で世界38カ国の6,000人が参集！
６/21、22 サンディエゴ・コンベンションセンターに

２日間で世界38カ国の6,000人が参集！
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（株）エナジックインターナショナル 
CEO 大城博成

光り輝く人生の実現を通して
自由をわれらに
光り輝く人生の実現を通して
自由をわれらに！！

　自由。誰だって鎖で縛られず自由に生きたい。衰えていく身体や、

不健康な経済状況、わずらわしい人間関係などに捉えられたくあり

ません。その鎖を断ち切り誰にも奪われない、眩しく光り輝く幸せな

人生をおくりたいですよね。

　「自由」とは、わたしたちが生まれ持った権利です。わたしたちは、

受刑者でも誰かの奴隷でもありません。しかし、人生の中で上記の３

点（身体、経済、心）の健康のうち、どれか一つでも衰えていくと、自分

が自由であるという事実や夢を実現することを忘れてしまうのです。

ぜひ皆さんが持っている、その最高の権利を思い起こし、「自由」を追

い求め、そして獲得していただきたいと思います。

　自由を奪われた人がどうなるのか、わたしはこれまでに少なからず

目の当たりにしてきました。わたし自身も、生まれ持った自由という権

利を見失ったさいに感じる苦痛を体験しています。憂鬱で不機嫌にな

り、引きこもったり、怒りが出たり、非常に寂しくなったりします。

　わたしたちエナジックのミッションは、真の自由を手に入れた時に

しかわからない、内在的な力を蘇らせることです。わたしたちはエナ

ジックによって実現した３つの健康を通して自由とパワーを獲得でき

ます。それを見れば、誰しも本来の自分を探し求めはじめるでしょう。

つまり皆さん自身が見本となり、自由の種を蒔くのです。

　真の健康を広めようと、エナジックファミリーが集う、その日々が

「自由の日」になるのです。エナジックを通して得た自由で素晴らしい

人生を、みんなが祝っているのです。そんな皆さんの輝く笑顔や健康

な身体、そして力強い慈悲心を基にした互恵関係を「自由の旗」として

掲げれば、誰が見ても思いは伝わるでしょう。

　現在、実現している自由に感謝して、周りの人にも伝えながら、毎

日、自分自身を磨きましょう。「自由」というのは、周りと分かち合えば

分かち合うほど、味わい深くなります。そういう真の健康を味わった

人たちがまた、その知識と慈悲心をさらに周りの人に広めていくこと

になるでしょう。これがまさに、わたしのいう「情けの和」なのです。

　今日、みんなと一緒に自由な人生を祝いましょう！
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米カリフォルニア州サンディエゴに
全世界の販売店が総結集 !
創立45周年を記念しE8PAグローバルコンベンションを開催！

　6月21、22日にサンディエゴ市内の巨大コンベンションセン
ターで、世界38カ国から両日合わせ6000人の参加を得て、創
立45周年を記念する「2019 E8PAグローバルコンベンショ
ン」が開催されました。それに先立って、20日にはサンディエゴ
にオープンしたエナジック・イーストレイクカントリークラブでゴ
ルフ大会も開かれ、グローバルコンベンションを翌日に控え多く
の参加者が英気を養いました。　　

　また、ゴルフ大会終了後には有力販売店など約300人を招い
て「Vipディナー」が持たれ、バンド演奏＆ダンスタイムもあって
参加者は楽しいひと時を過ごしました。さらに別会場では、研鑽
を積む場としてトップリーダーによる６Aトレーニングが実施さ
れ、多くの参加者が真剣に学んでいました。そして、21、22日に
またがってコンベンション本番がおこなわれたのです。以下、日
付ごとに順を追ってイベント内容を紹介します。

“前哨戦”のゴルフ大会で盛り上がる！

300人が舌鼓をうったVipディナー
したつづみ

！

���

オープニングの挨拶をする大城会長 スモークボールで始球式！オープニングの挨拶をする大城会長

スピーチをするジェイビー・パシフィコさん、サム・シアさん、フリッツアー医学博士スピーチをするジェイビー・パシフィコさん、サム・シアさん、フリッツアー医学博士

スモークボールで始球式！

会長夫妻のお茶目な「イラスト」が登場！会長夫妻のお茶目な「イラスト」が登場！

「Kangen Wa
ter」の幟が入口を

飾った

イーストレイクカン
トリークラブ「Kangen Wa

ter」の幟が入口を
飾った

イーストレイクカン
トリークラブ

歓迎の言葉を述べる大城会長夫妻歓迎の言葉を述べる大城会長夫妻

緑滴る素晴らしい環境でナイスショット！
したた
緑滴る素晴らしい環境でナイスショット！
したた
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　21日のイベントは午前中の６A2-3（以上）ミーティング
で幕が開きました。並行して別室ではビジネストレーニング
もおこなわれましたが、双方の参加者は午後に全員、メイン

ホールに結集し、昇格式をメインに
する各種イベントに臨みました。

いよいよ本番！

メインイベントの
昇格者認定式で最高潮に！

昇格者の喜びの声が会場に響き渡る！
���

世界のリーダーが結集した6A2-3ミーティング世界のリーダーが結集した6A2-3ミーティング

参加38カ国の代表者が国旗を掲げて入場参加38カ国の代表者が国旗を掲げて入場 昇格者を称える大城会長ファミリー昇格者を称える大城会長ファミリー

熱いメッセージをおくる
大城会長
熱いメッセージをおくる
大城会長

世界の販売動向を説明する
有馬エナジックグローバルセールス社
社長

世界の販売動向を説明する
有馬エナジックグローバルセールス社
社長

（左から）シンシアさん、ジョコさん、クリスさん、ロミさんが次々に祝賀スピーチを（左から）シンシアさん、ジョコさん、クリスさん、ロミさんが次々に祝賀スピーチを

6A到達者6A到達者

����������� �������������������� ����������� 
�����	��������

��������������� ���������������� ������������������ ������������������� 	������� ��������������������� ����������������

��������������� ����� ������������� ������������������� ���������� ��������� ���������������

������������������������

�������������

����������� �������������������� ����������� 
�����	��������

��������������� ���������������� ������������������ ������������������� 	������� ��������������������� ����������������

��������������� ����� ������������� ������������������� ���������� ��������� ���������������

������������������������

�������������

「幸せのちから」の著者クリス・
ガードナーさん

「幸せのちから」の著者クリス・
ガードナーさん
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6A2到達者6A2到達者
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6A2到達者6A2到達者

6A2-2到達者

受賞販売店
Club2000

受賞販売店
Club3000

受賞販売店
Club2000

受賞販売店
Club3000

6A2-2到達者には大城博成会長＆博樹常務が認定証を授与

世界をリードするトップ販売店に「Club2000」「Club3000」の栄誉が
大城会長から授与される！

　「Club2000」「Club3000」とは、販売店個人の８段内で
2,000台（以上）または3,000台（以上）の実績を出した販売
店に授与される名誉ある称号。今回は3人に「Club2000」が、

勢揃いした新６A2-2販売店勢揃いした新６A2-2販売店

授与式を盛り上げたバンド演奏 別会場で夜に開かれたパーティ授与式を盛り上げたバンド演奏 別会場で夜に開かれたパーティ壇上で紹介された将来を嘱望される若き販売店壇上で紹介された将来を嘱望される若き販売店

2人に「Club3000」が授与され、併せて記念トロフィーとボー
ナスも進呈されました。なお、別の機会に日本の瀬戸光雄さん
（６A17-4）にもClub2000が授与されました。
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大城会長と有馬エナジックグローバルセールス社社長に
認定証を授与された6A2-3（以上）販売店

！6A2-3（以上）昇格者、いよいよ登場
！グローバルセールスコンテストの表彰も

���
　６月22日のイベントは勇壮な和太鼓の演奏と共に始まり、
大城会長と販売店のスピーチが続いたあと、グローバルセー
ルスコンテストの表彰、および６A2-3（以上）昇格者の認定
式が実施され、場内の興奮は最高潮に達しました。また、豪華

プレゼントを用意したエナジック・ラッフルでも大いに盛り上
がりました。そして、来年のコンベンションの予告（9月５日／
USAラスベガスで開催）とともに2日間にわたる一大イベント
は終幕を迎えたのです。

グローバルセールスコンテストで抜群の実績を上げた販売店

「来年は９月５日にラスベガスで」との
予告と共にイベントは終了！
「来年は９月５日にラスベガスで」との
予告と共にイベントは終了！

感動を呼んだカイル・メイナ
ードさんのスピーチ

感動を呼んだカイル・メイナ
ードさんのスピーチ
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6A2-3到達者6A2-3到達者

6A2-4到達者6A2-4到達者

6A2-5到達者6A2-5到達者

沖縄旅行も当たった盛大なラッフル沖縄旅行も当たった盛大なラッフル
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　福岡市の中心地として再開発の進む天
神地区に、エナジック福岡ショールームが
オープンします。西鉄福岡（天神）駅と地下
鉄空港線赤坂駅からも間近い交通至便な
オフィス街に建つビルの５階にあり、販売
店活動に最適のロケーションです。オープ
ンを記念し、新ショールームで７月28日

午後６時からテープカット、同７時半から別会場でオープニン
グパーティを開催します。ふるってご参加ください。

Japan
Spot 

　　　　　　

　　
　
　
　
　
に
っぽ

ん、頑張れ！　
　
　
　福岡ショールーム、オープンへ!

７月28日に開設記念セレモニーを開催！

住　所：〒810-0041 
           福岡県福岡市中央区大名1-2-5 イル・カセットビル５F
電　話：092-741-4132（ヨイミズニ）　
F  A  X：092-741-4133　
E-Mail：fukuoka@enagic.co.jp

福岡ショールーム

モダンでゆったりしたショールーム内部（バース）モダンでゆったりしたショールーム内部（バース）

Sports Flash
エナジック・スポーツフラッシュ

エナジック卓球アカデミーの
生徒が快挙！

沖縄県うるま市に「エナジック球場」が誕生！

　エナジック卓球アカデミー
（沖縄県島尻郡与那原町）所
属の選手が、６月23日に宜
野湾市立体育館でおこなわ
れた卓球の沖縄県中学生大
会・女子の部団体でみごと優
勝しました。エナジック卓球
アカデミーとなってから初出
場の大会でしたが、選手たち
は日ごろの練習の成果を発
揮し、栄誉を勝ち取りました。

女子団体で優勝したメンバー女子団体で優勝したメンバー

　３月25日に、大城博成会長とうるま市の島袋俊夫市長との
間で契約が成立した、エナジックによる命名権獲得に基づき
このほど、うるま市営石川球場が「エナジックスタジアム石川」
と名付けられ始動しはじめました。このスタジアムはこれか
ら、エナジック硬式野球部の本拠地として活用されていきま
す。野球部のいっそうの健闘が期待されます。

Global E-Friends 2019.78

優勝を伝える琉球新報（6月24日付）

「エナジックスタジアム石川」とネーミングされた球場「エナジックスタジアム石川」とネーミングされた球場

新本拠地で張り切る野球部員新本拠地で張り切る野球部員
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第50回

Kangen Water on the Scene

電解水活用の
現場報告
電解水活用の
現場報告

イチオシ

電解水のユニークな活用法を募集中!If you know of any unique use for electrolyzed water, we,d love to hear from you!.
●Please send information to the Public Relations Department.          情報は広報室まで／ e-mail：kouhou@enagic.co. jp

　本誌３月号で紹介
した「四国支店開設記
念パーティー」の舞台
となったのが、今回紹
介する電王堂である。
あの時には、電王堂の
広いライブスペースに
椅子をたくさん並べて

会場とし、50人以上で満員になった。そしてエナジックの
ダン・プロッサー社長が駆け付けエキサイティングなセミ
ナーをおこなったが、若い参加者にはとても刺激的だった
ようで、四国の奮起を促すために有意義なイベントになっ
たのではないか。
　この催しを成功に導いた中心人物こそ、電王堂のオー
ナーであり６A2-2販売店の中村正芳さんである。四国を
引っ張るリーダーの中村さんは、販売店活動の傍ら7年前
に電王堂をオープンさせた。ここはライブハウスであると共
にギターやドラムセットなどを扱う楽器店であり、かつギ
ターとドラムを教える音楽教室でもある。　
　しかもその講師が中村さんというから、彼のマルチな才
能には感心させられる。実際、支店開設イベントに来ていた
20歳代の男性の教え子３人に聞いたところ、「たいへん分
かりやすく教えてくれます」と答えていた。さらにレベラック
シリーズや関連のパンフレットを置き、各種ポスター等を
張り出すなど、電王堂は販売店活動の拠点でもあるのだ。
　またここは20代から70代までの人たちが訪れ、初対面
同士がセッションを組むなど、地域の出会いの場にもなっ
ている。そんな電王堂には還元水入りウォーターサーバー
が常置してあり、還元水は飲み放題。また、500円を払うと

飲めるコーヒー、紅茶、ココアなどにも還元水を活用。ちな
みにこの500円は、ドリンクだけでなくカラオケ歌い放題
＆ギター等演奏し放題、という出血大サービス付きの驚く
べき料金なのである。
　さらに還元水の持ち帰りも自由というから、ほとんど採
算無視ではないか、と中村さんに問いただしてみたが、本人
は「みんなに楽しんでもらえればいいんですよ」と微笑むば
かりだった。還元水だけでなく、もちろんレベラックが作り
出す酸性水も消毒や清掃などに活用中だ。　　
　安心安全な電王堂は今日も老若男女の歌と演奏で賑
わっているが、設置してあるJBLの巨大スピーカーからほ
とばしる楽音や歌声は迫力
満点で、普通のカラオケ店で
は決して味わえない快感を
得られること請け合いだ。

住　所：愛媛県西条市三津屋南3-39
　　　 GAZA三津屋ビル2F
電　話：0898-55-8310
定休日：毎週日・月曜日
営業時間：午前11時～午後10時

電王堂
ライブハウス＆楽器店
愛媛県西条市

ライブハウス＆楽器店＋販売店活動の拠点という最強の店！

四国支店開設記念パーティーで販売店＆社員が披露したバンド演奏
（ドラムが中村さん）

四国のエナジックビジネスを引っ張る
中村正芳さん

還元水のウォーターサーバーの
横には本誌バックナンバーも常置



勧誘目的を告げないと即アウト

新コンプライアンスシリーズ

わたしたちの法令順守宣言！
No.24大栗  準流通ジャーナリスト

おお ぐり じゅん

　ネットワークビジネス（ＮＢ）企業が特

定商取引法違反で処分を受けるとき、必

ずといっていいほど認定されるのが「勧

誘目的等の不明示」という違反です。にも

かかわらず、勧誘する側に「違法行為をし

ている」という意識が薄いのが、この違反

の特徴です。今回は、この「勧誘目的等の

不明示」について近年のＮＢ企業の

処分事例をみていきましょう。

　そもそも、「勧誘目的等」とは何で

しょう。特商法では、連鎖販売取引の

勧誘に先立って、相手方に対して、①

社名・氏名、②特定負担（商品購入や

入会金など何らかの金銭負担）を伴

う取引の契約の勧誘が目的であること、

③商品・役務の種類――の３点を明示し

ないといけないと定めています。これを

「３大告知義務」と言ったりもします。

「食事でも」だけではバツ！
　たとえば、2018年12月に15カ月間もの

取引停止命令を受けたＷという会社の

ケースでは、ＮＢの会員が「ランチをしな

い？」と知人を電話で誘った行為が違反

に問われました。

　誘われた側は単にランチをするのだと

思い会いに行ったのですが、食事後、「お

茶しない？」と言われ、連れて行かれた先

で、待っていた同社の社員にビジネスの

説明を受けました。こんなケースでも違

反なのです。

　特商法では「勧誘に先立って」勧誘目的

等を明示しなければならないと規定して

います。消費者庁は、「勧誘に先立って」の

定義について、「直接誘ったり、電話をか

けるなど相手方と接触した」タイミングと

説明しています。つまり勧誘のアクション

を起こしたら、イの一番で勧誘目的等を

告げなければならないのです。

　18年に６カ月の取引停止命令を受けた

I社の事例では、消費者のスマートフォン

に「一緒に頑張ってみない」とメッセージ

を送った行為が、違反と認定されました。

「一緒に頑張ろう」もダメ！
　メッセージを送られた消費者は何の

ことか分からず、「詳しく教えて」と言っ

たのですが、勧誘した会員は「池袋

に話を聞きにくればいいから」など

とはぐらかし、池袋での面会の約

束を取り付けました。結局、赴いた

先の池袋で、ビジネスの勧誘を受

けることになったのです。

　勧誘目的等を告げずに、セミ

ナーなどに誘うのも同様に違反で

す。そうしたケースでの処分事例も多数

あります。

　ＮＢ会社の中には、３大告知義務の内

容をすべて盛り込んだ名刺を作り、勧誘

対象に会ったときは真っ先に渡すよう、

会員を指導している会社もあるようです。

行政処分の端緒となる違反ですから、

十分気を付けてください。
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ランチの前に説明を！



あなたのためのヘルスセミナー
健康を創る食生活とは？

児玉陽子　略歴：
1936年３月、台湾・台北市生まれ。
55年に皮膚病、59年に結核を発症。東邦大学病院の日野厚博士の指導により「日野式食養」を実践し快癒。
以来、食養研究を始め、69年から公益財団法人・河野臨牀医学研究所（東京都品川区）で食養指導を開始。
78年には日野博士と共に日本初の「食養内科」を松井病院（東京都大田区）に設けて食養指導を実施。95年、同病院顧問に。
現在はフリーランスの立場で、食生活についての指導・啓蒙活動をおこなっている。
主著に『臨床栄養と食事改善指導』『アレルギーにならないための離乳食』（いずれも緑書房）など。

児玉陽子の正しい「食養」のすすめ
わが師 日野厚医学博士の生涯と食養論
̶̶その①

ひ の あつし

　わたしの師である日野厚医学博士は、

1919年に京都市で生まれました。父親は

同志社大学の宗教学の教授で、家もキリ

スト教に帰依し洋風の生活を取り入れて

いたといいます。ところが日野は生まれな

がらの虚弱体質で、とくに中学生（旧制京

都一中）のころからは悪性で慢性の下痢

に悩まされ続けました。

　実はこのことが、日野が「食養」や「断

食」といった（当時の西洋医学の常識から

みれば）“異端の療法”にめざめ、医者とし

てその研究と実践活動をライフワークに

していくことの端緒になったといえます。

わたしの食養論の原点を形成している

「日野式食養法」を理解していただくため

にも、ここで当時の状況に触れておきた

いと思います。

　日野は1989年に亡くなる前、テープレ

コーダーに自分の来し方を吹き込んでい

ました。それは後に「我が回想の記」（以

下、回想記と略）として遺族の手によって

冊子にまとめられました。

　それによると、中学4年生時に下痢が猛

烈に悪化し、「寝たきりになってしまった。

以降、締めて四年半ぐらい休学する事に

なってしまった」（回想記)というほどでし

た。さらに「約三年間というものは、毎日

三度三度、もう普通の下痢止めでは効か

なくなってしまった」（同）。慢性で、かつ悪

性の過敏性腸症候群だったようです。こう

して日野は、中学を長期病休することに

なったのでした。

■桜澤式で慢性下痢を克服
　日野は療養中にいろいろな治療法を人

に勧められましたが、中でも「玄米食」に

は得心し、その関連で（本連載の3回と4回

で紹介した）石塚左玄の食養論を実行す

るようになりました。回想記によると、「自

分で献立を作って三度三度カロリー計算

してオーダーを出していた」というほど、自

己流ながら「玄米魚菜食」を相当徹底して

実践しました。西洋医学の治療法で回復

しなかったことから、そういう療法により

力が入ったのでしょう。

　日野はその後、石塚左玄の食養理論を

受けついだ桜澤如一の提唱する（本連載

の4回と5回で説明した）食養論に傾倒し

ます。わざわざ東京まで出向き、石塚が初

代会長を務め、一時期、桜澤も会長だった

「食養会」に通って会員がおこなう療法を

学びました。「桜澤先生が講演に行く、座

談会に行くというと、僕はことごとく付き

歩いた」（回想記）というほど、熱心に取り

組みました。

　さらに日野は大阪にあった「断食道場」

に入寮して断食も体験しています。そこで

は、まるで「禅で悟りを開いた時のような

境地」を得たといいます。こうして次第に

回復してきた日野は、ようやく中学に復学

することができました。

　やがて卒業時期を迎え、日野は医師を

めざすことにしました。それまでの病気を

めぐる彼の強烈な体験が、必然的にその

道を選択させたといえるかもしれません。

日野は1940年に九州高等医学専門学校

（現久留米大）に入学。44年に卒業すると

医師の道を歩みはじめました。

児玉陽子
食生活アドバイザー

第6回

元松井病院食養内科顧問

ゆきかずさくらざわ

11Global E-Friends 2019.7
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LINDA DOKTAR #2
INALA HOT BREAD
TUNG T DO
TANG PHAT DU
NHU THANH TRAN
NGHIA TRINH
CAROLINE EMY KATAYAMA
MYRNA M DE LA VICTORIA
YONG LIN ZHU
NEW ENERGY WELLNESS CENTER LTD.
FAN YANG
HUA SHI
DYANNE D. DOCTOR #2
MAUREEN TONGOL
MARIA LEUNG
JAMIE MCNIVEN SMITH
THI HOANG YEN NGUYEN
RRR DREAM CATCHERS LTD
CHRISTY L RALLISON
HUONG LE
ANDREA J LAWRENCE
ALLIE M MACDONALD #2
MELISSA L KRUPER
ESMAIL SAYED HOSSEINI
DIANNE D DIEMAND
AMY TRUONG
VAN NGOC THI LE
PIATTI FRANCESCO
BOBBY BRENNAN
TREKANT BAR V/VAN DAY TRUONG
THI THANH THUY TRAN
ADRIAN TASAK
ROSEMARIE CATOY GUCE #2
STEFANO MATTEI
KANGEN EUROPA SRL
RUSLAN FLISTOC
KANGEN GLOBAL MLM SRL  #2
FLORENTIN GUST-BALOSIN#2
NAM NGUYEN TRONG
THAO NGUYEN THI
DO THI PHUONG LY
CHAN LAI FA
LIAO YUN MEI

SHU YING
KWOK CHI MING
TAM NGA SUN
CHENG TANG
LAO YING MEI
YAO JING XIN
HU JING WEI
LAU YU KIN
CHOI YI MAN
LEE WING SUN
CHUI FUK KWAN
WONG MING KAI
PRIYESH RATHI
NAVANEETHA RAJENDRAN
ARCHANA S POTDAR
SONALI ABHAY NAWGHARE
PINANK VASANT CHANDIWALA
SACHIN JANARDAN CHANDANE
SWAROOP ANIL KSHIRSAGAR
DHEERAJ AJWANI
JIYANA AJWANI
NEHA MALIK
RAVAL KAILASH JAYESH KUMAR
ISHA ENTERPRISE
KUKADIYA NISHABEN DIPAK 
KUMAR
TRIUMPH ENTERPRISES
MOHD ISLAM RAHMANI
MANOJ KUMAR SINGH
ANNIS SETYAWATI
SIMON AGUNG GIRSANG
ENNY SYAHIROH
CHANG KOK WENG
TAI KIM SENG
BIENFEST 2
ACELA VILLAMIN #3
APRIL JOY AGOJO ALILIO
JILL DE GUZMAN REPRIMA
THAM WAI KIT MONICA
KOH YURK LIN
NHUNG THI PHUONG NGUYEN
DONALD A CREIGHTON JR
PRECISION H20 LLC

（オーストラリア）
（オーストラリア）
（オーストラリア）
（オーストラリア）
（オーストラリア）
（オーストラリア）
（ブラジル）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（スペイン）
（アイルランド）
（デンマーク）
（ポーランド）
（ポーランド）
（イタリア）
（イタリア）
（ルーマニア）
（ルーマニア）
（ルーマニア）
（ルーマニア）
（スロバキア）
（スロバキア）
（スロバキア）
（香港）
（香港）

（香港）
（香港）
（香港）
（香港）
（香港）
（香港）
（香港）
（香港）
（香港）
（香港）
（香港）
（香港）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）

（インド）
（インド）
（インド）
（インドネシア）
（インドネシア）
（インドネシア）
（マレーシア）
（マレーシア）
（メキシコ）
（フィリピン）
（フィリピン）
（フィリピン）
（シンガポール）
（シンガポール）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
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6A2
●

●

●

●

●

●

●

●
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●

LINDA DOKTAR ENTERPRISES PTY LTD
DAVID MINH NGUYEN
ZONG HAI ZHU
ZOWIE SHU
SARA HK LUSSIER
TUNG NGUYEN
KANGEN WATER DIN SUNDHED
ISAC CALIN
THI THUY LINH NGUYEN
VUONG VAN THAO
CHAN LAI FA
NG CHI WA
CHEN PEI YI
SONYS WORK SHOP/ CHONG CHING LAM

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

BHOLESING BADALSING GIRASE
SONDAGAR ASHABEN SANJAYBHAI
DRS.STEPHANUS WIDJAJA AKT
RAHARJA GILAR BUDI
CHAN KHIN YIN
HEMANTH KUMAR N
SHARON STEPHENS
TRI H NGUYEN
JIMY NGUYEN
MY HANH TRAN
TOMMY TRAN
BETH AMONETTE
TAI DUC LUU

（オーストラリア）
（オーストラリア）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（デンマーク）
（ルーマニア）
（スロバキア）
（スロバキア）
（香港）
（香港）
（香港）
（香港）

（インド）
（インド）
（インドネシア）
（韓国）
（マレーシア）
（アラブ首長国連邦）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）

CAM TO TRAN
ELIZABETH ADAMS
ANTHONY NAM NGUYEN
JENNIFER NGUYEN
LOAN H LE
JASON A. CUSHNIE
TUAN A NGUYEN
DUYEN NGOC THUY NGUYEN #C
LOAN THI TU NGUYEN
QUAN HOANG NGUYEN
QUYNH NGUYEN DAO #B
T&T PHAM LLC PHAM

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

CUC THI DAO TRUONG
PTTN WATER LLC
JAMES RAY SCHEPCOFF
MICHELE J GOMEZ
PAULINE PAULINE TONG
CHUC ICH NGUYEN
ANH THU NGUYEN
PAULA SMITH
LEAUDREY GREENIDGE
STEVEN A BAHNS #1
ANNAHAVEN LLC #1
3TRUE HEALTH MPF LLC #3

（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）

（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
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6A2-2
●

●
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●

FREEDOM FEST PTY LTD
DUYEN M TIEN
ZHENG YANG YUAN LTD.
MICHAEL DREHER
BUI HONG THUY

●

●

●

●

CHEUNG KA YIN
THE HERBAL SOURCE/ CHONG WAI HUNG
KANGEN VISTA SDN BHD
NGOC TRAI LB PHAMDD

（オーストラリア）
（オーストラリア）
（カナダ）
（カナダ）
（チェコ）

（香港）
（香港）
（マレーシア）
（アメリカ）

6A2-3
●

●

●

●

WATER-MASTER/CHON TENG FONG
IZZI LADIES/CHEUNG KA HANG
THOMAS VU
BINH T HUYNH

（香港）
（香港）
（アメリカ）
（アメリカ）

6A2-4
● DIEM THI LA #1 （アメリカ）

6A2-5
● DANG THE NGUYEN （アメリカ）

6A以上のご紹介

スピードアップキャンペーン
エナジック成功への道！

2019
6 21 9 30
グローバルキャンペーン期間

までまで
◀

100ポイント $100
$500
$300

150 ポイント

150 ポイント～
100 ポ イント毎

80ポイントE8PAブラックカード

E8PAプラチナカード

E8PAゴールドカード

E8PAシルバーカード

E8PAブロンズカード

ウコンΣ

60ポイント

40ポイント

20ポイント

10 ポイント

E8PAクリスタルカード 5ポイント
K8 50ポイント

スーパー501 60ポイント

SD501 40ポイント
SD501プラチナム 43ポイント

レベラックR 20ポイント

20ポイント
ウコンDD 10 ポイント

ウコンDDリピート 15 ポイント

販売商品 ポイント数 販売商品 ポイント数

24ポイントJrⅡ

24ポイントアネスパDX

＊一括払いのみ対象
＊特例と解約は対象外

紹介者にポイントが付与されます。
(紹介者が特例販売店でも対象)

アネスパやウコンDDのE8PA価格購入にも
ポイントが付与されます。

＊報酬はプロモーション終了1ヶ月後に支払われます
＊一括払いのみ対象
＊特例と解約は対象外

紹介者にポイントが付与されます。
(紹介者が特例販売店でも対象)

アネスパやウコンDDのE8PA価格購入にも
ポイントが付与されます。

＊報酬はプロモーション終了1ヶ月後に支払われます

　９月30日までを期限に、「真の健康」を広めながら、エナジックからの報酬をさらに増やす大きなチャンスが到来しました！
還元水の「還元」は「お返しする」（報いる）という意味を持っています。この機会を大いに活用しましょう！

キャンペーン期間中（9月30日まで）は、直出し販売にポイントが付与され、ポイントは現金と交換できます。


