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サンクスアイは、4つの共育＝サンクスアイ活動を通じ、日本で発祥したMLM（マルチレベ
ルマーケティング）企業として、世界中に広がり始めました。メイドインジャパンの高品質製
品にこだわり、誰もが夢を叶える可能性を秘めたビジネスプランを提供し、真の日本発グ
ローバルＭＬＭ企業となり、サンクスアイ活動により豊かさを手に入れる成功者を、世界中
に多数輩出することが、会社設立の目的です。
　
ただし、その豊かさとは、お金という経済的な豊かさだけでなく、健康という肉体的な豊か
さも含めた、生きていく上で必要なさまざまな豊かさを意味します。 しかし、サンクスアイ活
動とは、自分たちの利益のためだけの活動ではありません。これから世界中にサンクスア
イ活動が広がり、大勢の方々の夢が叶うことが、同時に安心安全な「愛産物」の生産、
流通体制を確立し、世界中に食べられる喜びを広め、健康で長生きする人を増やすこと
につながるのです。
　
サンクスアイ活動の原動力は“志”です。私自身の志もですが、全国の会員の皆さまの志
によって支えられています。志の意味は、目先のことだけでなく、将来の日本や世界のこと
を想い、見届けることができない将来のことと分かっていても、少しでも社会のお役に立
てるよう一生懸命に努力することです。
　
どのような社会貢献をしているのかではなく、存在そのものが社会貢献そのものとなるサ
ンクスアイ活動の普及により、「未来の子ども達に、安心安全な食と夢が叶う明るい未来
を残すこと」 MLMの世界で、自分自身の人生を大きく変えて頂いた私が考える、MLM
の世界での恩返し、 それがサンクスアイ活動であり、サンクスアイが存在する意味なので
す。
　
国境を超えた１人１人の力を合わせ、このサンクスアイ活動を世界中へ広げるため、どう
ぞ皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

Corporate philosophy

ご挨拶

豊かさの先に、
食べられる喜びを

サンクスアイ株式会社 代表取締役社長

藤原 誠
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商 育
会員メリットの共有による既存商売を
繁盛させるための応援活動。

ご商売をされていらっしゃる会員様に、
会員限定の特典をご提供いただき、

商売を繁盛させます。
会員メリットの共有を目指します。

会 社 名
所 在 地
連 絡 先
資 本 金
事 業 内 容
創 業
主要取引銀行

サンクスアイ 株式会社 
〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6丁目1-6 
TEL.096-285-3910  FAX.096-285-3513 
13,000,000円 
植物性ミネラルの販売、農業関連事業 
2009年5月1日 
三菱東京ＵＦＪ銀行  熊本銀行

Concept and Outline

4つの共育 /会社概要

心身ともに豊かな人生を送るために、 
4つのサンクスアイ活動で
あなたの生活をサポートしていきます。

会社概要

農 育
「愛産物」の普及を目指し、

栽培から販売までのすべての流れを支援する活動
無肥料・無農薬の愛栽培農家を拡大させ、

安心・安全な食の生産を行い、
食料自給率の向上を目指します。職 育

紹介販売形式を採用することによる､
性別･経験等を問わない､新規雇用の促進活動。

紹介販売形式を採用することにより、 
新規雇用の促進を行ってまいります。

経済の活性を図ることで、
日本の貴重な文化を守っていきます。

食 育
食生活の改善と、植物性ミネラルの普及による

国民医療費の削減活動。
「豊かさの先に、食べられる喜びを」を基本理念とし、

植物性ミネラルの普及を行い、
食生活の改善と国民医療費の削減を目指します。
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「豊かさの先に、食べられる喜びを」 ファーミングリテラシー協会 ビジネスツールもグローバル仕様

「サンクスアイ活動グローバルへ」

本当に安全で、安心して食べられる農作物を世界中に届けたい
いま日本には、見た目がきれいなら良い、安ければ良いという消
費者に支えられ、安全性など完全に無視されて製造される偽装
食品の数々があふれています。
地球と他の生き物たちを最大限に尊重し、自然の循環や流れに
則りできるだけ無肥料・無農薬により育てられた作物を、私たち
は「愛産物」と呼んでいます。
この現在の常識ではあまりに効率の悪い「愛産物」の栽培に
取り組む農家さんを支援し安全・安心な農作物の流通を支え、
多くの人たちの健康の手助けをすることを目的に設立された協
会です。

「ファーミングリテラシー協会」の趣旨に賛同されたサンクスアイ会員の皆さまからボーナスの1％をご寄付いただきます。
その資金で土壌改良剤（アースジョイ）を開発し、農家の方へ無償配布を行い、安全・安心な作物を収穫できる基礎を作っています。
また、1人でも多くの方が食に興味を持っていただけるよう各地で啓蒙活動を行っています。

オフィシャルホームページや紹介用サイトも、英語/日本語対応。
その他、ツールの多言語化は現在進行中。

簡単に日本語から英語、ベトナム語をはじめ
とした11ヶ国語へ。MLMも製品も収入も貢
献も、すべては世界共通の話題です。
➡「資料ダウンロード」内でも、PDF化された
プロモーションツールを多数ストック

サンクスアイでは、メンバーズショップ制度をご活用いただくこと
で、会員の皆さまのビジネスを応援いたします。

サンクスアイ会員の皆さまは、メンバーズショップで特典を受ける
ことができ、メンバーズショップは、世界中に広がるネットワークを
利用した、ショップの広告展開を行うことができる制度です。

詳しくは、メンバーズショップ ガイドライン（P.37）参照

「会員同士のビジネスをつなげる」 メンバーズショップ

対象となるのは台湾・香港・フィリピン・タイ・マカオと世界118の国と地域

ヨーロッパ地域
アイスランド・アイルランド・アゼルバイジャン・イタリア・ウクライナ・
イギリス・エストニア・オーストリア・オランダ・ギリシャ・
クロアチア・スイス・スウェーデン・スペイン・スロバキア・
スロベニア・チェコ・デンマーク・ドイツ・ノルウェー・ハンガリー・
フィンランド・フランス・ベラルーシ・ベルギー・ブルガリア・
ポーランド・ポルトガル・マケドニア・マルタ・ラトビア・
リヒテンシュタイン・ルクセンブルグ・ルーマニア・ロシア

北米・中米地域
アメリカ・カナダ・エルサルバドル・キューバ・
コスタリカ・ジャマイカ・トリニダードトバゴ・
パナマ・バルバドス・ホンジュラス・メキシコ

南米地域
アルゼンチン・ウルグアイ・エクアドル・
コロンビア・チリ・パラグアイ・ブラジル・
ベネズエラ・ペルー

中東地域
アラブ首長国連邦・イスラエル・イラク・
イラン・オマーン・カタール・キプロス・
クウェート・サウジアラビア・シリア・
トルコ・バーレーン・ヨルダン

アジア地域
インド・インドネシア・韓国・カンボジア・グアム・
シンガポール・スリランカ・タイ・台湾・サイパン・
ネパール・パキスタン・バングラディッシュ・
フィリピン・ブータン・ブルネイ・ベトナム・
香港・マカオ・マレーシア・ミャンマー・
モルディブ・モンゴル・ラオス

オセアニア地域
オーストラリア・ソロモン諸島・ニューカレドニア・
ニュージーランド・パプアニューギニア・フィジーアフリカ地域

アルジェリア・ウガンダ・エジプト・エチオピア・ガーナ・
ガボン・ケニア・コートジボワール・シエラレオネ・ジブチ・
ジンバブエ・スーダン・南スーダン・セネガル・タンザニア・
チュニジア・トーゴ・ナイジェリア・ボツワナ・マダガスカル・
南アフリカ・モーリシャス・モロッコ・ルワンダ

法　人　名
役　　　員

所　在　地
設立年月日

： 一般社団法人ファーミングリテラシー協会 
： 代表理事　楯本 雅巳
理　　事　網本 欣一
理　　事　藤原 　誠

： 熊本県熊本市東区御領6-1-6 
： 平成26年8月13日

協会概要

※2018年2月現在
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古代植物堆積層フルボ酸
●植物性ミネラルの力を最大限に引き出します。

Plant mineral products

植物性ミネラルオリジナル製品

古代植物堆積層ミネラルと古代植物堆積層フルボ酸の
融合による有機フルボ酸ミネラル
植物性ミネラルの王道「古代植物性堆積層ミネラル」に、
希少性の高い「古代植物堆積層フルボ酸」を贅沢に配合した製品です。

毎日の生活に植物性ミネラルを
パーフェクト ミネラル アイ（液体）にアセロラやクエン酸、
ビタミンを配合して粉末化したミネラルパウダーです。

品番：1001　価格：1箱21,600円（初回購入）／12,960円（2回目以降）
内容量：1本100mL×5本入り　PV：12,000PV

パーフェクト ミネラル アイ （液体タイプ）

■原材料名：有機フルボ酸抽出物（古代植物堆積層由来）、有機フルボ酸ミネラル抽出物
（古代植物堆積層由来）、精製水

※価格はすべて税込みです。

品番：1002　価格：1箱21,600円（初回購入）／12,960円（2回目以降）
内容量：1包2g×30包入り　PV：12,000PV

パーフェクト ミネラル アイ （パウダータイプ）

■原材料名：有機フルボ酸ミネラル抽出物（古代植物堆積層由来）、乳糖、アセロラパウダー、
有機フルボ酸抽出物（古代植物堆積層由来）、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、VB2

※価格はすべて税込みです。

1日15～30mLを目安にそのままか、または適量の水などで薄めてお召し上がりください。

●品質保持の意味から、開封後は冷蔵庫に保管し、お早目にお飲みください。
●医薬品を服用中あるいは通院中の方、妊娠・授乳中の方は、医師にご確認のうえ、お召し上がりください。
●小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
●キャップを開ける際は、ケガをされないようご注意ください。
●天然成分を使用しておりますので、沈殿を生じる場合がありますが、品質には問題ありません。

使 用 方 法

ご 　 注 　 意

1日あたり1包を目安に、水などでお召し上がりください。

●開封後はなるべく早めにお召し上がりください。
●万一、体質に合わない場合は、ご使用を中止してください。
●天然由来原料を使用しておりますので、色調・においなどにバラつきが生じる場合がございますが、成分・安全性には問題あり
ません。
●原材料を確認のうえ、アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。
●医薬品を服用中あるいは通院中の方、妊娠・授乳中の方は、医師にご確認のうえ、お召し上がりください。
●小さなお子様の手の届かないところで保管してください。

使 用 方 法

ご 　 注 　 意

ミネラルは体内で作り出すことができません。

医学が進歩し、薬品の種類も増加しているのに、なぜ病気になる人が減らないので
しょうか？ それは、食生活・生活習慣の乱れ、特にミネラルの不足からきていると考えら
れています。
ミネラルは体内で作ることができず、体外から取り込むしかない無機物です。
体内のミネラルバランスを正しく保っていただくため、ミネラルを意識的に摂取できる
パーフェクト ミネラル アイはぴったりの製品です。

良質なフルボ酸の宝庫

古代植物堆積層ミネラル
●約1億年前の古代植物堆積層の抽出物。
●70種類以上のミネラルをバランス良く含んでいます。

約9 8%の吸収率

Perfect
MineralAI

Perfect
Mineral
Powder

AI

水に溶かす
パウダータイプ
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Hybrid
MineralAI

現代植物性ミネラル・リプラン
●日本各地から採取された現代の野草、樹木葉、海藻からの抽出物。
●野生還元力、野生乳化力が詰まった植物性ミネラル。

Plant mineral products

植物性ミネラルオリジナル製品

古代植物性ミネラルと現代植物性ミネラルとの
時空を超えたコラボレーション
植物性ミネラルの王道「古代植物堆積層ミネラル」に
「現代植物性ミネラル・リプラン」をふんだんに配合した製品です。

ビタミンはミネラルがなければ働くことができません

ビタミンは、健康や美容にとって重要な物質です。ただ、ビタミンが
有効に働くためには、ミネラルが欠かせません。ミネラルが不足す
ると、ビタミンは本来の働きをすることなく排泄されてしまいます。
「ビタミンは重要なものだが、ミネラルなしでは働かない。ミネラルこ
そが栄養の世界のシンデレラである」※

レスベラトロール配合

大自然の還元エネルギー

古代植物堆積層ミネラル
●約1億年前の古代植物堆積層の抽出物。
●70種類以上のミネラルをバランス良く含んでいます。

約9 8%の吸収率

※出典：ビタミンバイブル（小学館） アール・ミンデル博士 著

品番：1003　価格：1箱21,600円（初回購入）／12,960円（2回目以降）
内容量：120粒入り　PV：12,000PV

ハイブリッド ミネラル アイ （粒タイプ）

■原材料名：有機フルボ酸ミネラル抽出物（古代植物堆積層由来）、植物ミネラル抽出物（海
藻灰化物抽出末、植物灰化物抽出末）、ブドウ新芽エキス（レスベラトロール含有）、オリーブ
油、ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル

※価格はすべて税込みです。

1日あたり4粒を目安に、水またはお湯などと一緒に噛まずにお召し上がりください。

●開封後は封をしっかり締め、直射日光・高温・多湿を避けて保管してください。
●医薬品を服用中あるいは通院中の方、妊娠・授乳中の方は、医師にご確認のうえ、お召し上がりください。
●小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
●体調や体質に合わない場合は、使用を中止してください。
●高温多湿または、その片方の条件下では、カプセル皮膜が付着することがありますが、品質には問題ありません。
　なるべく涼しいところに保管してください。

使 用 方 法

ご 　 注 　 意

Profil

Next Generation Supplement

サプリメント

サプリメントの革命、
フィルム状次世代サプリメント
バイオマテック社製・世界特許取得済みのアルカリ抽出技術による
高純度プロテオグリカンを贅沢に配合したフィルム状の次世代サプリメントです。

プロテオグリカンとは、タンパク質と糖鎖が結合した複合糖質の一種です。
これまでプロテオグリカンは、構造が複雑で取り出すことが極めて困難だったため、なかなか量産化することができませんでした。
サンクスアイでは、バイオマテックジャパン株式会社（サンクスアイ グループ会社）の持つ世界特許「アルカリ抽出技術」※により、90%
という高純度での抽出を実現しました。
　※世界唯一のLPT（タンパク質保護技術）
東北の伝統料理である「氷頭なます」をヒントに、鮭の軟骨から抽出する方法に成功。さらにコストダウンを図ることで、これまで非常に
高価な成分だった“プロテオグリカン”を実用レベルで製品化することができるようになりました。
　特許番号 ： 日本国特許 第4219974号　米国特許 第8153769号　ロシア国特許 第2401849号

品番：2001　価格：1箱21,600円（初回購入）／12,960円（2回目以降）
内容量：30枚入り　PV：12,000PV

プロフィル

■原材料名：還元麦芽糖水飴、プロテオグリカン、プルラン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エ
ステル、セルロース

※価格はすべて税込みです。

舌の上に1枚のせてお召し上がりください。

●中身のフィルム袋だけを取り出して持ち運ばないでください。
●天然成分を使用しておりますので、色むらや斑点が生じることがありますが、品質には問題ありません。
●医薬品を服用中あるいは通院中の方、妊娠・授乳中の方は、医師にご確認のうえ、お召し上がりください。
●小さなお子様の手の届かないところで保管してください。

使 用 方 法

ご 　 注 　 意



THANKS AI / GUIDEBOOK  9THANKS AI / GUIDEBOOK  98  THANKS AI / GUIDEBOOK

Hybrid
MineralAI

現代植物性ミネラル・リプラン
●日本各地から採取された現代の野草、樹木葉、海藻からの抽出物。
●野生還元力、野生乳化力が詰まった植物性ミネラル。

Plant mineral products

植物性ミネラルオリジナル製品

古代植物性ミネラルと現代植物性ミネラルとの
時空を超えたコラボレーション
植物性ミネラルの王道「古代植物堆積層ミネラル」に
「現代植物性ミネラル・リプラン」をふんだんに配合した製品です。

ビタミンはミネラルがなければ働くことができません

ビタミンは、健康や美容にとって重要な物質です。ただ、ビタミンが
有効に働くためには、ミネラルが欠かせません。ミネラルが不足す
ると、ビタミンは本来の働きをすることなく排泄されてしまいます。
「ビタミンは重要なものだが、ミネラルなしでは働かない。ミネラルこ
そが栄養の世界のシンデレラである」※

レスベラトロール配合

大自然の還元エネルギー

古代植物堆積層ミネラル
●約1億年前の古代植物堆積層の抽出物。
●70種類以上のミネラルをバランス良く含んでいます。

約9 8%の吸収率

※出典：ビタミンバイブル（小学館） アール・ミンデル博士 著

品番：1003　価格：1箱21,600円（初回購入）／12,960円（2回目以降）
内容量：120粒入り　PV：12,000PV

ハイブリッド ミネラル アイ （粒タイプ）

■原材料名：有機フルボ酸ミネラル抽出物（古代植物堆積層由来）、植物ミネラル抽出物（海
藻灰化物抽出末、植物灰化物抽出末）、ブドウ新芽エキス（レスベラトロール含有）、オリーブ
油、ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル

※価格はすべて税込みです。

1日あたり4粒を目安に、水またはお湯などと一緒に噛まずにお召し上がりください。

●開封後は封をしっかり締め、直射日光・高温・多湿を避けて保管してください。
●医薬品を服用中あるいは通院中の方、妊娠・授乳中の方は、医師にご確認のうえ、お召し上がりください。
●小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
●体調や体質に合わない場合は、使用を中止してください。
●高温多湿または、その片方の条件下では、カプセル皮膜が付着することがありますが、品質には問題ありません。
　なるべく涼しいところに保管してください。

使 用 方 法

ご 　 注 　 意

Profil

Next Generation Supplement

サプリメント

サプリメントの革命、
フィルム状次世代サプリメント
バイオマテック社製・世界特許取得済みのアルカリ抽出技術による
高純度プロテオグリカンを贅沢に配合したフィルム状の次世代サプリメントです。

プロテオグリカンとは、タンパク質と糖鎖が結合した複合糖質の一種です。
これまでプロテオグリカンは、構造が複雑で取り出すことが極めて困難だったため、なかなか量産化することができませんでした。
サンクスアイでは、バイオマテックジャパン株式会社（サンクスアイ グループ会社）の持つ世界特許「アルカリ抽出技術」※により、90%
という高純度での抽出を実現しました。
　※世界唯一のLPT（タンパク質保護技術）
東北の伝統料理である「氷頭なます」をヒントに、鮭の軟骨から抽出する方法に成功。さらにコストダウンを図ることで、これまで非常に
高価な成分だった“プロテオグリカン”を実用レベルで製品化することができるようになりました。
　特許番号 ： 日本国特許 第4219974号　米国特許 第8153769号　ロシア国特許 第2401849号

品番：2001　価格：1箱21,600円（初回購入）／12,960円（2回目以降）
内容量：30枚入り　PV：12,000PV

プロフィル

■原材料名：還元麦芽糖水飴、プロテオグリカン、プルラン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エ
ステル、セルロース

※価格はすべて税込みです。

舌の上に1枚のせてお召し上がりください。

●中身のフィルム袋だけを取り出して持ち運ばないでください。
●天然成分を使用しておりますので、色むらや斑点が生じることがありますが、品質には問題ありません。
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ア・マテラス スキンケアシリーズがすべて詰まった
オール イン ワン パッケージ

品番：3001　価格：1セット43,200円※（初回購入）／38,880円（2回目以降）
PV：24,000PV（初回購入）／ 36,000PV（2回目以降）
※初回限定の特別割引価格のため、2箱登録時のプレゼントはありません。

■内容：全身ソープ × 1個　クレンジング オイル × 1個　全身ローション × 1個　プレミアム エッセンス × 1個
リペアクリーム × 1個　UVクリーム × 1個

※価格はすべて税込みです。

※写真はイメージです。

全身ソープ
（石鹸）
標準重量：100g

クレンジングオイル
（クレンジング料）
内容量：150mL

全身ローション
（化粧水）
内容量：120mL

プレミアムエッセンス
（美容液）
内容量：30mL

リペアクリーム
（クリーム）
内容量：30g

UVクリーム
（日焼け止め・化粧下地）
SPF50＋・PA＋＋＋＋
内容量：30g

A.MATERAS Skincare Series

ア・マテラス  スキンケアシリーズ

基礎から美しく　あの頃の素肌へ
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■内容：全身ソープ × 1個　クレンジング オイル × 1個　全身ローション × 1個　プレミアム エッセンス × 1個
リペアクリーム × 1個　UVクリーム × 1個

※価格はすべて税込みです。

※写真はイメージです。

全身ソープ
（石鹸）
標準重量：100g

クレンジングオイル
（クレンジング料）
内容量：150mL

全身ローション
（化粧水）
内容量：120mL

プレミアムエッセンス
（美容液）
内容量：30mL

リペアクリーム
（クリーム）
内容量：30g

UVクリーム
（日焼け止め・化粧下地）
SPF50＋・PA＋＋＋＋
内容量：30g

A.MATERAS Skincare Series

ア・マテラス  スキンケアシリーズ

基礎から美しく　あの頃の素肌へ
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A.MATERAS Skincare Series

ア・マテラス  スキンケアシリーズ

濃密な泡で毛穴汚れを包み込み、しっとり洗い上げる
保湿成分のフルボ酸（ミネラル）、水溶性プロテオグリカンをはじめ、
加水分解アナツバメ巣エキスを配合。
マイルドな洗浄力で肌トラブルを低減させながらすっきり汚れを落とします。

W洗顔不要で、くすみの元※までやさしくすっきり　※メイク汚れのこと

保湿成分のフルボ酸（ミネラル）、水溶性プロテオグリカンをはじめ、
加水分解アナツバメ巣エキスを配合。
マイルドな洗浄力で肌トラブルを低減させながらすっきり汚れを落とします。

品番：3003　価格：1個10,800円（定価）／6,480円（2回目以降）
内容量：150mL　PV：6,000PV（0.5箱相当）

クレンジング オイル （クレンジング料）

ブランド名 A.MATERAS（ア・マテラス）について

天照大神（アマテラスオオミカミ）。
日本神話に登場する太陽を神格化した女神が、ブランド名の由来です。
Aの後ろに区切りの「・」をひとつ入れることで、サンクスアイ（THANKS AI）のAI（愛）のAを表現
し、また、アルファベットの最初のキャラクターであるAに、始まり＝“基礎から美しく”、太陽のように
“輝きあふれる”毎日を過ごしてほしい…。そんな願いを込めて、「ア・マテラス」とネーミングしました。

安心・安全へのこだわったア・マテラス「7つのフリー」

■全成分：オリーブ果実油、トリイソステアリン酸PEG-20グリセリル、エチルヘキサン酸セチル、テトラオレイ
ン酸ソルベス-30、スクワラン、水溶性プロテオグリカン、フルボ酸、加水分解アナツバメ巣エキス、トコフェ
ロール、ダマスクバラ花油、カニナバラ果実油、ヒマワリ種子エキス、ハイビスカス花エキス、マンダリンオレ
ンジ果皮エキス、シトルリン、水、BG、プロパンジオール

※価格はすべて税込みです。

品番：3002　価格：1個5,400円（定価）／3,240円（2回目以降）
内容量：100g　PV：3,000PV（0.25箱相当）

全身ソープ （石鹸）

■全成分：カリ含有石ケン素地、水、ミリスチン酸、パルミチン酸、ラウリン酸、グリセリン、水溶性プ
ロテオグリカン、フルボ酸、加水分解アナツバメ巣エキス、ヒアルロン酸Na、ユズ果実エキス、
マンダリンオレンジ果皮エキス、ダマスクバラ花油、カニナバラ果実油、ベタイン、BG、プロパン
ジオール、グンジョウ、塩化Na、マイカ、酸化鉄

※価格はすべて税込みです。

【顔の場合】水またはぬるま湯でしっかりと泡立てて優しくなでる様に洗顔した後、水またはぬるま湯で十分に洗い流してください。
【体の場合】濡らしたボディタオル等でしっかりと泡立てて全身を包み込むように洗った後、十分に洗い流してください。
【顔＆体】水またはぬるま湯でしっかりと泡立てて優しくなでる様に洗った後、水またはぬるま湯で十分に洗い流してください。
●お肌に異常が生じていないか注意してご使用ください。お肌に合わない時はご使用をおやめください。
●使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合や、直射日光が当たってこれらの異
常があらわれた場合はご使用を中止してください。そのまま化粧品類のご使用を続けますと症状を悪化させることがありますの
で、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
●万が一目に入った場合はこすらずにすぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。
●極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
●小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
●使用後は水気をとり、風通しの良い場所で保管して、お早目にご使用ください。
●石鹸表面に白い粉や斑点があらわれる場合はございますが、品質上問題ありません。
●ボディタオルの素材・色によっては、石鹸の色が移ることがありますのでご注意ください。

使 用 方 法

ご 　 注 　 意
ご 　 注 　 意

適量を手に取り、ファンデーションや汚れとよくなじませます。
メイクが浮き上がってきたら水またはぬるま湯で十分に洗い流してください。
手や顔が濡れているときは、軽く水気をきってからお使いください。
（ご使用後の使用感が気になる方はア・マテラス 全身ソープや石鹸のご使用をおすすめします。）
●お肌に異常が生じていないか注意してご使用ください。お肌に合わない時はご使用をおやめください。
●使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合や、直射日光が当たってこれらの異
常があらわれた場合はご使用を中止してください。そのまま化粧品類のご使用を続けますと症状を悪化させることがありますの
で、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
●万が一目に入った場合はこすらずにすぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。
●極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
●小さなお子様の手の届かないところで保管してください。

使 用 方 法

ミネラル（フルボ酸）配合で肌への負担減

保湿力の高いプロテオグリカン配合でツッパリにくく

きめ細かい泡が毛穴の汚れもすっきり落とす

保湿成分のミネラル（フルボ酸）配合で肌への負担減

保湿成分のプロテオグリカン配合で保湿感バッチリ

すっきり洗い上げるのでW洗顔不要

❹動物由来成分フリー❸鉱物油フリー❷合成着色料フリー❶アルコールフリー

❼紫外線吸収剤フリー❻防腐剤フリー※❺合成香料フリー

※UVクリームはパラベンフリー

※ご登録時（初回）には単品購入いただけません。 ※ご登録時（初回）には単品購入いただけません。
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A.MATERAS Skincare Series

ア・マテラス  スキンケアシリーズ

濃密な泡で毛穴汚れを包み込み、しっとり洗い上げる
保湿成分のフルボ酸（ミネラル）、水溶性プロテオグリカンをはじめ、
加水分解アナツバメ巣エキスを配合。
マイルドな洗浄力で肌トラブルを低減させながらすっきり汚れを落とします。

W洗顔不要で、くすみの元※までやさしくすっきり　※メイク汚れのこと

保湿成分のフルボ酸（ミネラル）、水溶性プロテオグリカンをはじめ、
加水分解アナツバメ巣エキスを配合。
マイルドな洗浄力で肌トラブルを低減させながらすっきり汚れを落とします。

品番：3003　価格：1個10,800円（定価）／6,480円（2回目以降）
内容量：150mL　PV：6,000PV（0.5箱相当）

クレンジング オイル （クレンジング料）

ブランド名 A.MATERAS（ア・マテラス）について

天照大神（アマテラスオオミカミ）。
日本神話に登場する太陽を神格化した女神が、ブランド名の由来です。
Aの後ろに区切りの「・」をひとつ入れることで、サンクスアイ（THANKS AI）のAI（愛）のAを表現
し、また、アルファベットの最初のキャラクターであるAに、始まり＝“基礎から美しく”、太陽のように
“輝きあふれる”毎日を過ごしてほしい…。そんな願いを込めて、「ア・マテラス」とネーミングしました。

安心・安全へのこだわったア・マテラス「7つのフリー」

■全成分：オリーブ果実油、トリイソステアリン酸PEG-20グリセリル、エチルヘキサン酸セチル、テトラオレイ
ン酸ソルベス-30、スクワラン、水溶性プロテオグリカン、フルボ酸、加水分解アナツバメ巣エキス、トコフェ
ロール、ダマスクバラ花油、カニナバラ果実油、ヒマワリ種子エキス、ハイビスカス花エキス、マンダリンオレ
ンジ果皮エキス、シトルリン、水、BG、プロパンジオール

※価格はすべて税込みです。

品番：3002　価格：1個5,400円（定価）／3,240円（2回目以降）
内容量：100g　PV：3,000PV（0.25箱相当）

全身ソープ （石鹸）

■全成分：カリ含有石ケン素地、水、ミリスチン酸、パルミチン酸、ラウリン酸、グリセリン、水溶性プ
ロテオグリカン、フルボ酸、加水分解アナツバメ巣エキス、ヒアルロン酸Na、ユズ果実エキス、
マンダリンオレンジ果皮エキス、ダマスクバラ花油、カニナバラ果実油、ベタイン、BG、プロパン
ジオール、グンジョウ、塩化Na、マイカ、酸化鉄

※価格はすべて税込みです。

【顔の場合】水またはぬるま湯でしっかりと泡立てて優しくなでる様に洗顔した後、水またはぬるま湯で十分に洗い流してください。
【体の場合】濡らしたボディタオル等でしっかりと泡立てて全身を包み込むように洗った後、十分に洗い流してください。
【顔＆体】水またはぬるま湯でしっかりと泡立てて優しくなでる様に洗った後、水またはぬるま湯で十分に洗い流してください。
●お肌に異常が生じていないか注意してご使用ください。お肌に合わない時はご使用をおやめください。
●使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合や、直射日光が当たってこれらの異
常があらわれた場合はご使用を中止してください。そのまま化粧品類のご使用を続けますと症状を悪化させることがありますの
で、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
●万が一目に入った場合はこすらずにすぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。
●極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
●小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
●使用後は水気をとり、風通しの良い場所で保管して、お早目にご使用ください。
●石鹸表面に白い粉や斑点があらわれる場合はございますが、品質上問題ありません。
●ボディタオルの素材・色によっては、石鹸の色が移ることがありますのでご注意ください。

使 用 方 法

ご 　 注 　 意
ご 　 注 　 意

適量を手に取り、ファンデーションや汚れとよくなじませます。
メイクが浮き上がってきたら水またはぬるま湯で十分に洗い流してください。
手や顔が濡れているときは、軽く水気をきってからお使いください。
（ご使用後の使用感が気になる方はア・マテラス 全身ソープや石鹸のご使用をおすすめします。）
●お肌に異常が生じていないか注意してご使用ください。お肌に合わない時はご使用をおやめください。
●使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合や、直射日光が当たってこれらの異
常があらわれた場合はご使用を中止してください。そのまま化粧品類のご使用を続けますと症状を悪化させることがありますの
で、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
●万が一目に入った場合はこすらずにすぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。
●極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
●小さなお子様の手の届かないところで保管してください。

使 用 方 法

ミネラル（フルボ酸）配合で肌への負担減

保湿力の高いプロテオグリカン配合でツッパリにくく

きめ細かい泡が毛穴の汚れもすっきり落とす

保湿成分のミネラル（フルボ酸）配合で肌への負担減

保湿成分のプロテオグリカン配合で保湿感バッチリ

すっきり洗い上げるのでW洗顔不要

❹動物由来成分フリー❸鉱物油フリー❷合成着色料フリー❶アルコールフリー

❼紫外線吸収剤フリー❻防腐剤フリー※❺合成香料フリー

※UVクリームはパラベンフリー

※ご登録時（初回）には単品購入いただけません。 ※ご登録時（初回）には単品購入いただけません。



14  THANKS AI / GUIDEBOOK THANKS AI / GUIDEBOOK  1514  THANKS AI / GUIDEBOOK

A.MATERAS Skincare Series

ア・マテラス  スキンケアシリーズ

ナノ化技術を駆使した高浸透※処方で、
全身にうるおい補給　※角質層まで　　　　　　　　　　
ヘプタペプチド-13（KGFs）、ヘキサペプチド-33（vEGFs）、アセチルデカペプチド-3（FGFs）、
3種類のGFsを配合。保湿成分等の美容成分が肌に潤いを与えながら、必要な潤い成分を補います。

肌ダメージに着目、肌本来の力を引き出し目覚める輝き
3種の幹細胞由来成分、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、エーデルワイスカルス培養エキス、
アルガニアスピノサカルス培養エキスが、保湿成分等の美容成分が肌に潤いを与えながら
必要な潤い成分等を補います。

【顔の場合】洗顔後、適量を手にとり、顔全体から首すじにかけてやさしくなじませます。
【体の場合】入浴やシャワーの後に適量を手にとり、全身になじませます。
【顔＆体】洗顔や入浴・シャワーの後に適量を手に取り、全身にやさしくなじませます。
●お肌に異常が生じていないか注意してご使用ください。お肌に合わない時はご使用をおやめください。
●使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合や、直射日光が当たってこれらの異
常があらわれた場合はご使用を中止してください。そのまま化粧品類のご使用を続けますと症状を悪化させることがありますの
で、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
●万が一目に入った場合はこすらずにすぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。
●極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
●小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
●開封後は蓋をしっかりと閉め、お早めにご使用ください。

使 用 方 法

ご 　 注 　 意

適量を手に取り、顔全体から首すじにかけてなじませます。乾燥が気になる部分は重ねづけしてください。

●お肌に異常が生じていないか注意してご使用ください。お肌に合わない時はご使用をおやめください。
●使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合や、直射日光が当たってこれらの異
常があらわれた場合はご使用を中止してください。そのまま化粧品類のご使用を続けますと症状を悪化させることがありますの
で、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
●万が一目に入った場合はこすらずにすぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。
●極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
●小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
●開封後は蓋をしっかりと閉め、お早めにご使用ください。

使 用 方 法

ご 　 注 　 意

品番：3004　価格：1個10,800円（定価）／6,480円（2回目以降）
内容量：120mL　PV：6,000PV（0.5箱相当）

全身ローション （化粧水）

■全成分：水、プロパンジオール、ペンチレングリコール、グリセリン、BG、水溶性プロテオグリカ
ン、加水分解アナツバメ巣エキス、ヘプタペプチド-13、アセチルデカペプチド-3、ヘキサペプチ
ド-33、ヒマワリ種子エキス、ハイビスカス花エキス、シトルリン、水添レシチン、ダイズステロール、
カプロイルプロリンNa、キサンタンガム、リン酸K

※価格はすべて税込みです。

肌の奥※で働くGFsを配合し肌深部※から元気を

KGFs、vEGFs、FGFsの3GFsが若々しい肌に

保湿力の高いシトルリンが美肌を助ける　　　※角質層

3種類の幹細胞由来成分がじっくりと肌に働きかけ、肌細胞※をトータルケア

肌に必要な潤い成分が含まれているヒト幹細胞由来成分が美肌をサポート

ハリ感を高めるアルガン由来幹細胞、
美肌導くエーデルワイス由来幹細胞配合で肌の輝きアップ！

キメを整え保湿を保つ働きのセラミド配合　　　※角質層

品番：3005　価格：1個21,600円（定価）／12,960円（2回目以降）
内容量：30mL　PV：12,000PV

プレミアム エッセンス （美容液）

■全成分：水、プロパンジオール、スクワラン、ホホバ種子油、ペンチレングリコール、キョウニン油、BG、水溶性プロテオグリカン、
加水分解アナツバメ巣エキス、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、エーデルワイスカルス培養エキス、アルガニアスピノサカル
ス培養エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、ハイビスカス花エキス、ヒマワリ種子エキス、グリチルリチン酸2K、トコ
フェロール、シトルリン、アルギニン、グリセリン、水添レシチン、レシチン、イソマルト、カプロイルプロリンNa、ベヘニルアルコー
ル、キサンタンガム、イソヘキサデカン、（アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa）コポリマー、ステアロイル
ラクチレートNa、カルボマー、ポリソルベート60、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、イソステアリン酸ソルビタン、1,2-ヘキ
サンジオール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ※価格はすべて税込みです。

プロテオグリカンにプラスして、13種のグロースファクター様成分、3種の幹細胞由来成分やミネラルなど、  ユニークな成分を配合

●プロテオグリカン
　（EGF様）

●13種のグロースファクター様成分
ヘキサペプチド-33（vEGF様）／アセチルデカペプチド-3（FGF様）／ヘプタペプチド-13
（KGF様）／オリゴペプチド-24（EGF様）／ウルソロイルトリペプチド-1（EGF様）／ペンタペプ
チド-48（EGF様）／カプロオイルテトラペプチド-3（HGF様）／トリペプチド-1銅（HGF様）／オリ
ゴペプチド-20（IGF様）／チオクトイルペンタペプチド-4（IGF様）／デカペプチド-4（IGF様）／
オリゴペプチド-68（TGFβ様）／オリゴペプチド-34（TGFβ様）

●3種の幹細胞由来成分
ヒト脂肪細胞順化培養液エキス／エーデルワイスカルス培養
エキス／アルガニアスピノサカルス培養エキス

●フルボ酸（ミネラル）

主な特徴成分

※ご登録時（初回）には単品購入いただけません。 ※ご登録時（初回）には単品購入いただけません。
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A.MATERAS Skincare Series

ア・マテラス  スキンケアシリーズ

ナノ化技術を駆使した高浸透※処方で、
全身にうるおい補給　※角質層まで　　　　　　　　　　
ヘプタペプチド-13（KGFs）、ヘキサペプチド-33（vEGFs）、アセチルデカペプチド-3（FGFs）、
3種類のGFsを配合。保湿成分等の美容成分が肌に潤いを与えながら、必要な潤い成分を補います。

肌ダメージに着目、肌本来の力を引き出し目覚める輝き
3種の幹細胞由来成分、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、エーデルワイスカルス培養エキス、
アルガニアスピノサカルス培養エキスが、保湿成分等の美容成分が肌に潤いを与えながら
必要な潤い成分等を補います。

【顔の場合】洗顔後、適量を手にとり、顔全体から首すじにかけてやさしくなじませます。
【体の場合】入浴やシャワーの後に適量を手にとり、全身になじませます。
【顔＆体】洗顔や入浴・シャワーの後に適量を手に取り、全身にやさしくなじませます。
●お肌に異常が生じていないか注意してご使用ください。お肌に合わない時はご使用をおやめください。
●使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合や、直射日光が当たってこれらの異
常があらわれた場合はご使用を中止してください。そのまま化粧品類のご使用を続けますと症状を悪化させることがありますの
で、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
●万が一目に入った場合はこすらずにすぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。
●極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
●小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
●開封後は蓋をしっかりと閉め、お早めにご使用ください。

使 用 方 法

ご 　 注 　 意

適量を手に取り、顔全体から首すじにかけてなじませます。乾燥が気になる部分は重ねづけしてください。

●お肌に異常が生じていないか注意してご使用ください。お肌に合わない時はご使用をおやめください。
●使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合や、直射日光が当たってこれらの異
常があらわれた場合はご使用を中止してください。そのまま化粧品類のご使用を続けますと症状を悪化させることがありますの
で、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
●万が一目に入った場合はこすらずにすぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。
●極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
●小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
●開封後は蓋をしっかりと閉め、お早めにご使用ください。

使 用 方 法

ご 　 注 　 意

品番：3004　価格：1個10,800円（定価）／6,480円（2回目以降）
内容量：120mL　PV：6,000PV（0.5箱相当）

全身ローション （化粧水）

■全成分：水、プロパンジオール、ペンチレングリコール、グリセリン、BG、水溶性プロテオグリカ
ン、加水分解アナツバメ巣エキス、ヘプタペプチド-13、アセチルデカペプチド-3、ヘキサペプチ
ド-33、ヒマワリ種子エキス、ハイビスカス花エキス、シトルリン、水添レシチン、ダイズステロール、
カプロイルプロリンNa、キサンタンガム、リン酸K

※価格はすべて税込みです。

肌の奥※で働くGFsを配合し肌深部※から元気を

KGFs、vEGFs、FGFsの3GFsが若々しい肌に

保湿力の高いシトルリンが美肌を助ける　　　※角質層

3種類の幹細胞由来成分がじっくりと肌に働きかけ、肌細胞※をトータルケア

肌に必要な潤い成分が含まれているヒト幹細胞由来成分が美肌をサポート

ハリ感を高めるアルガン由来幹細胞、
美肌導くエーデルワイス由来幹細胞配合で肌の輝きアップ！

キメを整え保湿を保つ働きのセラミド配合　　　※角質層

品番：3005　価格：1個21,600円（定価）／12,960円（2回目以降）
内容量：30mL　PV：12,000PV

プレミアム エッセンス （美容液）

■全成分：水、プロパンジオール、スクワラン、ホホバ種子油、ペンチレングリコール、キョウニン油、BG、水溶性プロテオグリカン、
加水分解アナツバメ巣エキス、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、エーデルワイスカルス培養エキス、アルガニアスピノサカル
ス培養エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、ハイビスカス花エキス、ヒマワリ種子エキス、グリチルリチン酸2K、トコ
フェロール、シトルリン、アルギニン、グリセリン、水添レシチン、レシチン、イソマルト、カプロイルプロリンNa、ベヘニルアルコー
ル、キサンタンガム、イソヘキサデカン、（アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa）コポリマー、ステアロイル
ラクチレートNa、カルボマー、ポリソルベート60、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、イソステアリン酸ソルビタン、1,2-ヘキ
サンジオール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ※価格はすべて税込みです。

プロテオグリカンにプラスして、13種のグロースファクター様成分、3種の幹細胞由来成分やミネラルなど、  ユニークな成分を配合

●プロテオグリカン
　（EGF様）

●13種のグロースファクター様成分
ヘキサペプチド-33（vEGF様）／アセチルデカペプチド-3（FGF様）／ヘプタペプチド-13
（KGF様）／オリゴペプチド-24（EGF様）／ウルソロイルトリペプチド-1（EGF様）／ペンタペプ
チド-48（EGF様）／カプロオイルテトラペプチド-3（HGF様）／トリペプチド-1銅（HGF様）／オリ
ゴペプチド-20（IGF様）／チオクトイルペンタペプチド-4（IGF様）／デカペプチド-4（IGF様）／
オリゴペプチド-68（TGFβ様）／オリゴペプチド-34（TGFβ様）

●3種の幹細胞由来成分
ヒト脂肪細胞順化培養液エキス／エーデルワイスカルス培養
エキス／アルガニアスピノサカルス培養エキス

●フルボ酸（ミネラル）

主な特徴成分

※ご登録時（初回）には単品購入いただけません。 ※ご登録時（初回）には単品購入いただけません。
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A.MATERAS Skincare Series

ア・マテラス  スキンケアシリーズ

うるおいを密封し、ふっくらハリ感あふれる肌へ UVダメージを跳ね返し、ハリと透明感を守る
うるおいと美肌成分を肌にしっかりと閉じ込める夜用クリーム。5種類のGFsオリゴペプチド-24（EGFs）、
ウルソロイルトリペプチド-1（EGFs）、ペンタペプチド-48（EGFs）、カプロオイルテトラペプチド-3（HGFs）、
トリペプチドｰ1銅（HGFs）が配合され、肌を守り、潤いを与えます。

化粧品最高水準のSPF50+、PA++++をクリア。さらには、5種類のGFｓ、オリゴペプチド-20（IGFs）、
チオクトイルペンタペプチド-4（IGFs）、デカペプチド-4（IGFs）、オリゴペプチド-34（TGFβs）、
オリゴペプチドｰ68（TGFβs）を配合。紫外線から肌をパワフルに守ります。

品番：3006　価格：1個10,800円（定価）／6,480円（2回目以降）
内容量：30g　PV：6,000PV（0.5箱相当）

リペアクリーム （クリーム）

■全成分：水、スクワラン、プロパンジオール、ベヘニルアルコール、トリエチルヘキサノイン、ペンチレングリコール、BG、グリセリ
ン、水溶性プロテオグリカン、加水分解アナツバメ巣エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、オリゴペプチド-24、カ
プロオイルテトラペプチド-3、トリペプチド-1銅、ウルソロイルトリペプチド-1、ペンタペプチド-48、ハイビスカス花エキス、ヒマ
ワリ種子エキス、アンズ果実エキス、ダマスクバラ花油、カニナバラ果実油、グリチルリチン酸2K、トコフェロール、シトルリン、
水添レシチン、コメヌカ油、シア脂、ミツロウ、ステアリン酸、ミリスチン酸、ステアリン酸グリセリル、エチルヘキシルグリセリン、
デキストラン、マルトデキストリン、フェネチルアルコール、カプロイルプロリンNa、ステアロイルラクチレートNa、キサンタンガ
ム、カルボマー、水酸化K、ポリソルベート60、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、ステアリン酸ポリグリセリル-10

※価格はすべて税込みです。

もっちりとしたクリームが肌を優しく包み込み、ローション・美容液の美容成分と潤いをしっかり閉じこめてお肌を守る

3種類のEGFsが肌細胞※に働きかけ、キメの整った潤いのある肌へ

2種類のHGFsがピンと張った肌へ　　　※角質層

SPF50+、PA++++で紫外線をシャットアウト！紫外線ダメージからお肌を守る

3種類のIGFsが肌の負担をやわらげ若々しい肌へ

2種類のIGFsが気になるくすみを軽減

品番：3007　価格：1個10,800円（定価）／6,480円（2回目以降）
内容量：30g　PV：6,000PV（0.5箱相当）

UVクリーム （日焼け止め・化粧下地） SPF50＋・PA＋＋＋＋

■全成分：水、イソノナン酸イソトリデシル、酸化チタン、酸化亜鉛、BG、ペンチレングリコール、ステアリン酸ソルビタン、シクロペンタシロキサン、
含水シリカ、ポリヒドロキシステアリン酸、水溶性プロテオグリカン、加水分解アナツバメ巣エキス、デカペプチド-4、オリゴペプチド-20、オリゴ
ペプチド-34、オリゴペプチド-68、チオクトイルペンタペプチド-4、フユボダイジュ花エキス、コンフリー葉エキス、ボタンエキス、ユズ果実エキ
ス、マンダリンオレンジ果皮エキス、プルーン分解物、シロキクラゲ多糖体、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、ヒマワリ種子油、ポリクオタ
ニウム-7、ビオサッカリドガム-1、グリセリン、水添レシチン、ダイズ油、トコフェロール、キサンタンガム、クエン酸、クエン酸Na、ステアロイルメチ
ルタウリンNa、イソヘキサデカン、プロパンジオール、（HDI/トリメチロールヘキシルラクトン）クロスポリマー、（アクリル酸Na/アクリロイルジメ
チルタウリンNa）コポリマー、オレイン酸Na、オレイン酸ソルビタン、ポリソルベート80、PEG-60水添ヒマシ油、デキストリン、ジメチコン、ハイド
ロゲンジメチコン、水酸化Al、シリカ、アルミナ、フェノキシエタノール、酸化鉄　　　　　　　　　　　　　    ※価格はすべて税込みです。

お勧めのご使用ステップ 

全身ソープ
全身
ローション

プレミアム
エッセンス

UV
クリーム

朝や
外出する前の
お手入れ

全身ソープ
全身
ローション

体や
男性の
お手入れ

全身
ローション

プレミアム
エッセンス リペアクリーム

クレンジング
オイル

夜や
休みの日の
お手入れ

スパチュラに適量をとり、顔全体から首すじにかけてなじませます。乾燥が気になる部分は重ねづけしてください。

●お肌に異常が生じていないか注意してご使用ください。お肌に合わない時はご使用をおやめください。
●使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合や、直射日光が当たってこれらの異
常があらわれた場合はご使用を中止してください。そのまま化粧品類のご使用を続けますと症状を悪化させることがありますの
で、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
●万が一目に入った場合はこすらずにすぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。
●極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
●小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
●開封後は蓋をしっかりと閉め、お早めにご使用ください。

使 用 方 法

ご 　 注 　 意

ローションやエッセンスなどで肌を整えた後、適量を手に取り顔全体にムラなく伸ばします。化粧下地としてもお使いいただけます。
（屋外で長時間過ごされる場合や、日差しが強い場合はこまめに塗り直しされることをおすすめします。）
●お肌に異常が生じていないか注意してご使用ください。お肌に合わない時はご使用をおやめください。
●使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合や、直射日光が当たってこれらの異
常があらわれた場合はご使用を中止してください。そのまま化粧品類のご使用を続けますと症状を悪化させることがありますの
で、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
●万が一目に入った場合はこすらずにすぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。
●極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
●小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
●開封後は蓋をしっかりと閉め、お早めにご使用ください。

使 用 方 法

ご 　 注 　 意

※ご登録時（初回）には単品購入いただけません。 ※ご登録時（初回）には単品購入いただけません。
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A.MATERAS Skincare Series

ア・マテラス  スキンケアシリーズ

うるおいを密封し、ふっくらハリ感あふれる肌へ UVダメージを跳ね返し、ハリと透明感を守る
うるおいと美肌成分を肌にしっかりと閉じ込める夜用クリーム。5種類のGFsオリゴペプチド-24（EGFs）、
ウルソロイルトリペプチド-1（EGFs）、ペンタペプチド-48（EGFs）、カプロオイルテトラペプチド-3（HGFs）、
トリペプチドｰ1銅（HGFs）が配合され、肌を守り、潤いを与えます。

化粧品最高水準のSPF50+、PA++++をクリア。さらには、5種類のGFｓ、オリゴペプチド-20（IGFs）、
チオクトイルペンタペプチド-4（IGFs）、デカペプチド-4（IGFs）、オリゴペプチド-34（TGFβs）、
オリゴペプチドｰ68（TGFβs）を配合。紫外線から肌をパワフルに守ります。

品番：3006　価格：1個10,800円（定価）／6,480円（2回目以降）
内容量：30g　PV：6,000PV（0.5箱相当）

リペアクリーム （クリーム）

■全成分：水、スクワラン、プロパンジオール、ベヘニルアルコール、トリエチルヘキサノイン、ペンチレングリコール、BG、グリセリ
ン、水溶性プロテオグリカン、加水分解アナツバメ巣エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、オリゴペプチド-24、カ
プロオイルテトラペプチド-3、トリペプチド-1銅、ウルソロイルトリペプチド-1、ペンタペプチド-48、ハイビスカス花エキス、ヒマ
ワリ種子エキス、アンズ果実エキス、ダマスクバラ花油、カニナバラ果実油、グリチルリチン酸2K、トコフェロール、シトルリン、
水添レシチン、コメヌカ油、シア脂、ミツロウ、ステアリン酸、ミリスチン酸、ステアリン酸グリセリル、エチルヘキシルグリセリン、
デキストラン、マルトデキストリン、フェネチルアルコール、カプロイルプロリンNa、ステアロイルラクチレートNa、キサンタンガ
ム、カルボマー、水酸化K、ポリソルベート60、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、ステアリン酸ポリグリセリル-10

※価格はすべて税込みです。

もっちりとしたクリームが肌を優しく包み込み、ローション・美容液の美容成分と潤いをしっかり閉じこめてお肌を守る

3種類のEGFsが肌細胞※に働きかけ、キメの整った潤いのある肌へ

2種類のHGFsがピンと張った肌へ　　　※角質層

SPF50+、PA++++で紫外線をシャットアウト！紫外線ダメージからお肌を守る

3種類のIGFsが肌の負担をやわらげ若々しい肌へ

2種類のIGFsが気になるくすみを軽減

品番：3007　価格：1個10,800円（定価）／6,480円（2回目以降）
内容量：30g　PV：6,000PV（0.5箱相当）

UVクリーム （日焼け止め・化粧下地） SPF50＋・PA＋＋＋＋

■全成分：水、イソノナン酸イソトリデシル、酸化チタン、酸化亜鉛、BG、ペンチレングリコール、ステアリン酸ソルビタン、シクロペンタシロキサン、
含水シリカ、ポリヒドロキシステアリン酸、水溶性プロテオグリカン、加水分解アナツバメ巣エキス、デカペプチド-4、オリゴペプチド-20、オリゴ
ペプチド-34、オリゴペプチド-68、チオクトイルペンタペプチド-4、フユボダイジュ花エキス、コンフリー葉エキス、ボタンエキス、ユズ果実エキ
ス、マンダリンオレンジ果皮エキス、プルーン分解物、シロキクラゲ多糖体、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、ヒマワリ種子油、ポリクオタ
ニウム-7、ビオサッカリドガム-1、グリセリン、水添レシチン、ダイズ油、トコフェロール、キサンタンガム、クエン酸、クエン酸Na、ステアロイルメチ
ルタウリンNa、イソヘキサデカン、プロパンジオール、（HDI/トリメチロールヘキシルラクトン）クロスポリマー、（アクリル酸Na/アクリロイルジメ
チルタウリンNa）コポリマー、オレイン酸Na、オレイン酸ソルビタン、ポリソルベート80、PEG-60水添ヒマシ油、デキストリン、ジメチコン、ハイド
ロゲンジメチコン、水酸化Al、シリカ、アルミナ、フェノキシエタノール、酸化鉄　　　　　　　　　　　　　    ※価格はすべて税込みです。

お勧めのご使用ステップ 

全身ソープ
全身
ローション

プレミアム
エッセンス

UV
クリーム

朝や
外出する前の
お手入れ

全身ソープ
全身
ローション

体や
男性の
お手入れ

全身
ローション

プレミアム
エッセンス リペアクリーム

クレンジング
オイル

夜や
休みの日の
お手入れ

スパチュラに適量をとり、顔全体から首すじにかけてなじませます。乾燥が気になる部分は重ねづけしてください。

●お肌に異常が生じていないか注意してご使用ください。お肌に合わない時はご使用をおやめください。
●使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合や、直射日光が当たってこれらの異
常があらわれた場合はご使用を中止してください。そのまま化粧品類のご使用を続けますと症状を悪化させることがありますの
で、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
●万が一目に入った場合はこすらずにすぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。
●極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
●小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
●開封後は蓋をしっかりと閉め、お早めにご使用ください。

使 用 方 法

ご 　 注 　 意

ローションやエッセンスなどで肌を整えた後、適量を手に取り顔全体にムラなく伸ばします。化粧下地としてもお使いいただけます。
（屋外で長時間過ごされる場合や、日差しが強い場合はこまめに塗り直しされることをおすすめします。）
●お肌に異常が生じていないか注意してご使用ください。お肌に合わない時はご使用をおやめください。
●使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合や、直射日光が当たってこれらの異
常があらわれた場合はご使用を中止してください。そのまま化粧品類のご使用を続けますと症状を悪化させることがありますの
で、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
●万が一目に入った場合はこすらずにすぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。
●極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
●小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
●開封後は蓋をしっかりと閉め、お早めにご使用ください。

使 用 方 法

ご 　 注 　 意

※ご登録時（初回）には単品購入いただけません。 ※ご登録時（初回）には単品購入いただけません。
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Beauty Lotion

美容液
Sales Aid

サンクスアイ販促品一覧

幹細胞を配合したメイドインジャパン美容液
美容液をフリーズドライ状にすることで、完全無添加を実現。
植物幹細胞溶液であるエーデルワイスカルス培養エキスは、
植物の持つ未知なる力でかつてない使用感を実現。
さらにプロテオグリカンとの相乗効果で、お肌の機能をアクティブに。

品番：3000　価格：1箱21,600円（初回購入）／12,960円（2回目以降）
内容量：20mL　PV：12,000PV

ハートフル エッセンス アイ

13種類の植物エキス

●レスベラトロール
●アロエベラ葉エキス
●アーチチョーク葉エキス
●シャクヤク根エキス
●セイヨウオオバコ種子エキス
●セイヨウシロヤナギ樹皮エキス
●セイヨウトチノキ種子エキス

サンクスアイ製品は医薬品ではありません。

健康食品は食品であり、医薬品ではありません。そのため「病気が治る」
「病気の予防になる」「症状が改善する」などの説明や、医薬品的な効果
効能の説明はできません。
効果効能を示す説明をした場合には、食品であっても医薬品医療機器等
法（旧薬事法）の違反対象となります。また、効果効能を直接説明しなくと
も、暗示することも違反となります。

ご注意ください！！

●ドクダミエキス
●ヒメフウロエキス
●ビルベリー葉エキス
●マンダリンオレンジ果皮エキス
●ローマカミツレ花エキス
●ワイルドタイムエキス

防腐剤完全無添加

フリーズドライ製法

エアレスボトル

国内工場で一貫生産

2箱登録の方には、お好きな製品を1つプレゼント！
（※ア・マテラス オールセットには、プレゼントが付きません。）

■美容液・全成分：ヒアルロン酸Na、BG、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、ブドウ葉/
種子/皮エキス、グリセリン、エーデルワイスカルス培養エキス、レスベラトロール、加水分
解ヒアルロン酸、ポリ-ε-リシン、水溶性プロテオグリカン、アロエベラ葉エキス、アーチ
チョーク葉エキス、シャクヤク根エキス、セイヨウオオバコ種子エキス、セイヨウシロヤナギ
樹皮エキス、セイヨウトチノキ種子エキス、ドクダミエキス、ヒメフウロエキス、ビルベリー葉エ
キス、マンダリンオレンジ果皮エキス、ローマカミツレ花エキス、ワイルドタイムエキス、キサン
タンガム、クエン酸
■溶解液・全成分：水、グリセリン、プロパンジオール、1.2-ヘキサンジオール、ヒアルロン酸
Na、フルボ酸、エチルヘキシルグリセリン、トコフェロール

※価格はすべて税込みです。

ご使用の前に
①透明のキャップと金のポンプをはずしミネラル溶解液を容器の半分くらい入れます。
②はずしたキャップとポンプを取り付け、13秒ほどしっかりと振ります。
③無添加原料（エアレス容器内の白い成分）にミネラル溶解液が馴染んだら、再度キャップとポンプをはずします。
④残りのミネラル溶解液を容器の肩口まで入れ、キャップとポンプを取り付け、再度13秒ほど振ります。
⑤数時間放置し、原料が完全に溶解したら完成です。冷蔵庫で保管し、一ヶ月以内に使い切ってください。
　お風呂上りに、顔や首などにたっぷりとご使用ください。優しくマッサージするように馴染ませ、気になる部分には重ね付けがより効果的です。ツッパリ感がある
場合には、無添加の化粧水などを少量、上から付けていただいても構いません。ただし、目元への過度なマッサージは避けてください。
　●お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない時は、すぐに使用を中止してください。
●小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
●使用中、赤味・はれ・かゆみ・刺激・色抜け（白斑など）や黒ずみなどの異常があらわれた場合や、直射日光が当たってこれらの異常があらわれた場合には、
すぐに使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科などの専門医に相談されることをおすすめします。

お手入れ方法

ご 　 注 　 意

使 用 方 法

HeartfulHeartful
EssenceEssenceAIAIHeartfulAIHeartfulHeartfulAIHeartful

サンクスアイ・ガイドブック＜概要書面＞

サンクスアイ活動13のルール＜コンプライアンス・ガイドブック＞

愛用会員 入会の手引き＜申込書面＞ ※1回のご注文につき5部まで

小売販売用　領収書

ア・マテラス　フライヤー

ア・マテラス　泡立て専用ネット

容器（大）150mL　ポンプタイプ

容器（小）50mL　スプレータイプ

ハイブリッドケース

エッセンスポーチ

シール（大・小・極小）

志通信　※過去1年間の発行号をご注文いただけます。

ミネラルショップ用「シール」

1部 108円

1部 108円

1部 0円

1部（50枚綴り） 540円

20部1セット 540円

1個 540円

1個 500円

1個 300円

1個 200円

1個 500円

1セット 200円

10部1セット 300円

1枚 200円

※価格はすべて税込み

容器（小）50mL スプレータイプ

容器（大）150mL ポンプタイプ

ハイブリッドケース

エッセンスポーチ

特典のご紹介

ウェブサイトからご登録の場合は、さらに販促品（グッズ）をプレゼント！！
（※パーフェクト ミネラル アイ（パウダータイプ）、プロフィル、ア・マテラス オールセットを購入の場合を除きます。）

❸

定期購入、都度購入に関わらず、6ヶ月連続の12,000PV以上の購入ごとに
お好きな製品を1つプレゼント！！！
プレゼントは、7ヶ月目のご注文（12,000PV以上）に同梱されます。
（※7ヶ月目に12,000PV以上の製品の購入がない場合、プレゼントの権利は消失します。）

6ヶ月連続購入特典

❷ウェブ 登 録 特 典

❶初回2箱登録特典
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Beauty Lotion

美容液
Sales Aid

サンクスアイ販促品一覧

幹細胞を配合したメイドインジャパン美容液
美容液をフリーズドライ状にすることで、完全無添加を実現。
植物幹細胞溶液であるエーデルワイスカルス培養エキスは、
植物の持つ未知なる力でかつてない使用感を実現。
さらにプロテオグリカンとの相乗効果で、お肌の機能をアクティブに。

品番：3000　価格：1箱21,600円（初回購入）／12,960円（2回目以降）
内容量：20mL　PV：12,000PV

ハートフル エッセンス アイ

13種類の植物エキス

●レスベラトロール
●アロエベラ葉エキス
●アーチチョーク葉エキス
●シャクヤク根エキス
●セイヨウオオバコ種子エキス
●セイヨウシロヤナギ樹皮エキス
●セイヨウトチノキ種子エキス

サンクスアイ製品は医薬品ではありません。

健康食品は食品であり、医薬品ではありません。そのため「病気が治る」
「病気の予防になる」「症状が改善する」などの説明や、医薬品的な効果
効能の説明はできません。
効果効能を示す説明をした場合には、食品であっても医薬品医療機器等
法（旧薬事法）の違反対象となります。また、効果効能を直接説明しなくと
も、暗示することも違反となります。

ご注意ください！！

●ドクダミエキス
●ヒメフウロエキス
●ビルベリー葉エキス
●マンダリンオレンジ果皮エキス
●ローマカミツレ花エキス
●ワイルドタイムエキス

防腐剤完全無添加

フリーズドライ製法

エアレスボトル

国内工場で一貫生産

2箱登録の方には、お好きな製品を1つプレゼント！
（※ア・マテラス オールセットには、プレゼントが付きません。）

■美容液・全成分：ヒアルロン酸Na、BG、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、ブドウ葉/
種子/皮エキス、グリセリン、エーデルワイスカルス培養エキス、レスベラトロール、加水分
解ヒアルロン酸、ポリ-ε-リシン、水溶性プロテオグリカン、アロエベラ葉エキス、アーチ
チョーク葉エキス、シャクヤク根エキス、セイヨウオオバコ種子エキス、セイヨウシロヤナギ
樹皮エキス、セイヨウトチノキ種子エキス、ドクダミエキス、ヒメフウロエキス、ビルベリー葉エ
キス、マンダリンオレンジ果皮エキス、ローマカミツレ花エキス、ワイルドタイムエキス、キサン
タンガム、クエン酸
■溶解液・全成分：水、グリセリン、プロパンジオール、1.2-ヘキサンジオール、ヒアルロン酸
Na、フルボ酸、エチルヘキシルグリセリン、トコフェロール

※価格はすべて税込みです。

ご使用の前に
①透明のキャップと金のポンプをはずしミネラル溶解液を容器の半分くらい入れます。
②はずしたキャップとポンプを取り付け、13秒ほどしっかりと振ります。
③無添加原料（エアレス容器内の白い成分）にミネラル溶解液が馴染んだら、再度キャップとポンプをはずします。
④残りのミネラル溶解液を容器の肩口まで入れ、キャップとポンプを取り付け、再度13秒ほど振ります。
⑤数時間放置し、原料が完全に溶解したら完成です。冷蔵庫で保管し、一ヶ月以内に使い切ってください。
　お風呂上りに、顔や首などにたっぷりとご使用ください。優しくマッサージするように馴染ませ、気になる部分には重ね付けがより効果的です。ツッパリ感がある
場合には、無添加の化粧水などを少量、上から付けていただいても構いません。ただし、目元への過度なマッサージは避けてください。
　●お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない時は、すぐに使用を中止してください。
●小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
●使用中、赤味・はれ・かゆみ・刺激・色抜け（白斑など）や黒ずみなどの異常があらわれた場合や、直射日光が当たってこれらの異常があらわれた場合には、
すぐに使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科などの専門医に相談されることをおすすめします。

お手入れ方法

ご 　 注 　 意

使 用 方 法

サンクスアイ・ガイドブック＜概要書面＞

サンクスアイ活動13のルール＜コンプライアンス・ガイドブック＞

愛用会員 入会の手引き＜申込書面＞ ※1回のご注文につき5部まで

小売販売用　領収書

ア・マテラス　フライヤー

ア・マテラス　泡立て専用ネット

容器（大）150mL　ポンプタイプ

容器（小）50mL　スプレータイプ

ハイブリッドケース

エッセンスポーチ

シール（大・小・極小）

志通信　※過去1年間の発行号をご注文いただけます。

ミネラルショップ用「シール」

1部 108円

1部 108円

1部 0円

1部（50枚綴り） 540円

20部1セット 540円

1個 540円

1個 500円

1個 300円

1個 200円

1個 500円

1セット 200円

10部1セット 300円

1枚 200円

※価格はすべて税込み

容器（小）50mL スプレータイプ

容器（大）150mL ポンプタイプ

ハイブリッドケース

エッセンスポーチ

特典のご紹介

ウェブサイトからご登録の場合は、さらに販促品（グッズ）をプレゼント！！
（※パーフェクト ミネラル アイ（パウダータイプ）、プロフィル、ア・マテラス オールセットを購入の場合を除きます。）

❸

定期購入、都度購入に関わらず、6ヶ月連続の12,000PV以上の購入ごとに
お好きな製品を1つプレゼント！！！
プレゼントは、7ヶ月目のご注文（12,000PV以上）に同梱されます。
（※7ヶ月目に12,000PV以上の製品の購入がない場合、プレゼントの権利は消失します。）

6ヶ月連続購入特典

❷ウェブ 登 録 特 典

❶初回2箱登録特典
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1サンクスアイ・ルールブック（会員規約）の目的

サンクスアイ・ルールブック（会員規約）は、サンクスアイ株式会社（以下、
「サンクスアイ」といいます。）におけるビジネスを通じて、4つの共育＝サ
ンクスアイ活動の健全な発展を目的としてビジネスの基本原則及び会
員の責務を定めたものです。本規約は、会員とサンクスアイ双方の権利
と責務について説明したものです。会員は、本規約に従い、ネットワーク
マーケティングに関わる全ての法令を尊重し、遵守しなければなりま
せん。

2倫理規定

会員は、以下の倫理規定を遵守しなければなりません。
1）サンクスアイ及びサンクスアイにおけるビジネスを紹介する際には､誠

実かつ正直に説明すること。
2）自身の発言や行動が、自身のみならず他の会員、サンクスアイ全体

のイメージに大きく影響するものであることを自覚すること。
3）人と人とのつながりを大切に、常に相手の立場や状況を尊重し、信

頼関係を構築すること。

3サンクスアイ・ルールブック（会員規約）の変更

法の改正や社会情勢の変化などに応じて必要と判断した場合、サンク
スアイはその裁量により、本規約と手数料などの価格を変更する権利
を有します。会員は、本規約の内容を十分に理解、納得した上で会員
登録申請をすることにより、サンクスアイが行う全ての規約変更に従い
同意することとなります。改訂の効力は、原則として改訂の30日以上前
に会員へ通知し、当該通知期間が経過した日から発効となります。変
更内容は当社ウェブサイト、Eメールもしくは製品に同梱される書面等
によって通知されます。

4個人情報の取り扱い

当社では、個人情報（特定個人情報も含む。）に関する保護の法律を
遵守するために、当社が定めた「サンクスアイプライバシーポリシー」を
実行し、個人情報の適切な保護に努めます

⑴個人情報の利用目的
サンクスアイは、以下の目的でお客様の個人情報（特定個人情報を除

きます。）を利用します。
①製品・サービスの提供
②クレジットカード会社や配送業者への代金決済依頼
③金融機関への口座引落し依頼
④ボーナスの支払いに関連する事項
⑤登録・購買実績、ボーナス状況などの情報の提供
⑥キャンペーン、会社主催セミナー、会社主催イベント、新製品に関

する情報の提供
⑦ご本人または第三者からのご相談対応、記録、管理
⑧ご本人または組織内の関係者へのビジネスの状況確認、トラブル

処理、ビジネスの適正化を目的とした連絡または情報提供
⑨健康及び美容に役立つと考えられる情報の提供
⑩当社が認めた会社・団体への情報の提供
⑪サンクスアイでの会員管理

サンクスアイは、法令で認められている目的に限って、特定個人情報を
具体的な業務に応じて権限を与えられた者のみが、業務上必要な限り
において利用します。

⑵個人情報の開示等の請求方法について
当社では、開示対象の個人情報に関して、情報の開示等（利用目的
の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去およ
び第三者への提供の停止）を希望される場合は、ご本人あるいは代
理人であることの確認を行い、合理的な期間および範囲で回答、情報
の訂正、追加または削除、利用停止、消去および第三者への提供の
停止を行います。また、当社に対する個人情報の提供は、ご本人の任
意となります。ご本人が個人情報の提供を拒否された場合は、開示等
の請求に対する回答ができない場合があることを予めご了承下さい。
なお、これにより生じた損害、不利益等について、当社は賠償責任を負
いません。

⑶開示等の受付窓口
開示対象の個人情報に関する情報の開示等の請求の場合は、サン
クスアイ カスタマーサービスまでご連絡ください。ご連絡をいただきま
したら、当社所定の申請書を郵送、ファックスいずれかの方法でお送り
いたします。ご記入の上、必要書類を同封し郵送してください。ご本人
あるいは代理人であることの確認を行い、書面にて回答いたします。

序文
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1会員の条件

会員になるには、以下の要件を満たさなければなりません。
1）満20歳以上（成年被後見人、被保佐人、被補助人は除く）であるこ

と。または、日本において登記済みの法人（株式会社その他法人格
を有する事業体を含む）であること。

2）学生でないこと。なお、 ここでいう学生とは、高等学校、大学、大学
院、短期大学、高等専門学校、専修学校（看護学校を含む）、各種
学校、予備校 に籍を置く者をいいます（夜学・通信制を含む）。

3）高齢者や若年者、またはこれに限らず、申請者の特性（知識、経験
及び財産の状況や判断能力等）からみて適性があると認められる
こと。

4）本規約及びサンクスアイのボーナスプランを理解する能力があり、か
つ、実際に理解していること。

5）日本国内に住民登録していること。外国籍の場合、有効な在留カー
ドを所持し、日本国内でのスポンサリング活動及び販売活動が認め
られる在留資格を得ていること。

6）登録の申請住所が、住民票登録のある住所であること（法人の場
合は、全部事項証明書上の所在地）。また、電話番号やEメールアド
レスが本人のものであること。

7）公務員法等の関連法令や就労上の規定を遵守した上で申請して
いること。

8）会員、その配偶者またはそれらの二親等内の親族が暴力団等の反
社会的勢力及びその団体と直接または間接の関係にないこと。法
人の場合には、以下にあげる者が暴力団等の反社会的勢力及び
その団体と直接または間接の関係にないこと。
・当該法人、その役員、役員の配偶者またはそれらの二親等内の

親族
・上記の者により合算して総株主の議決権の過半数が保有されて
いる会社

・当該法人の関係会社またはその役員
・当該法人の主な株主及び取引先等

「反社会的勢力」とは以下を指します。
・暴力団（これに準じる組織を含む）、その構成員、または準構成員
・暴力団関係企業、その役員、または従業員
・総会屋
・特殊知能暴力集団
・社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ
・暴力団に所属せずに犯罪を繰り返す集団

9）現在、サンクスアイの会員資格を保有していないこと。または、登録し
ている法人に役員として属していないこと。

10）かつてサンクスアイの会員登録をしており、解約後12ヶ月未満、また
は最終購入より12ヶ月未満でないこと。

11）過去にサンクスアイから解約措置を受けていないこと。または、過去

にクーリングオフ・返品を伴う中途解約を行っていないこと。

会員登録申請時に、上記の要件を充足しないとサンクスアイが判断し
た場合、登録は認められません。また、会員資格登録契約の締結後
に、上記の要件を充足しないとサンクスアイが判断した場合、会員資格
登録契約は直ちに解約されることになります。なお、サンクスアイは、独
自の判断で、会員登録の申請を拒絶する権利を有することを会員は承
認いたします。

2会員登録

2-1 登録手続き
1）紹介者より本書を受け取り、本書内容の十分な説明を受け、内容を

十分に理解、納得した上で申請者自らが登録手続きを行ってくださ
い。

2）手続きはサンクスアイ公式ウェブサイトにて、本書に記載された概要
書面番号を入力の上、手続きを行うか、会員登録申請書を記入し、
指定のファックスへ送信、もしくは会員登録申請書を郵送してくださ
い。控えは大切に保管してください。なお、登録申請者の年齢が満
75歳以上の場合は、後述の⓾-9判断力不十分に乗じた契約の禁
止・適合性の原則（28ページ参照）の内容にそった申請が必須とな
ります。 

3）個人登録は公的機関の発行する証明書（運転免許証、パスポート、
健康保険証、住民票など）の写しを、登録手続き完了から30日以内
に提出することが必須となります。法人登録は代表者のみ申請がで
きます。登録の際は、取得から3ヶ月以内の“全部事項証明書”また
は“株主または出資者名簿の写し”の提出が必要となります。提出方
法は登録方法に準じ、以下となります。

2-2 登録時の製品注文手続き
1）製品代金の支払いは代金引換、前入金（銀行振り込み）、クレジット

カードが利用できます。
2）製品は、代金引換・クレジットカードの場合はウェブサイトでの手続き

完了後、または、会員登録申請書が当社に到着してから5営業日
以内に届くように発送いたします。ただし、会員登録申請書に記入漏
れ等がある場合はその限りではありません。北海道・沖縄県・離島へ
の発送につきましては、発送の都合上お届けが遅れる場合がござい
ます。

3）月末の受付は末日の23：59までのウェブサイトでの手続き完了分、

登録方法 提出方法

ウェブサイト
登録手続き完了から30日以内に提出。
提出方法・送付先はP.45を参照。
※期限内に提出がない場合、愛用会員となります。会員登録

申請書

ファックス

郵送

1　会員資格
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ファックス到着分、郵送は月末消印分までを当月の登録といたしま
す。ただし、祝日等で早まる場合があります。

4）登録申請月の翌月7日までに製品の代金入金、受け取りが確認でき
ない場合は登録申請月の翌月が登録月となります。

5）クレジットカード（VISA、MASTER、JCB、AMEX、Diners）による
支払いの場合、一括払いのみとなり海外利用扱いとなります。その
ため、明細書へ国名が英語表示されることがあります。なお、クレジッ
トカードは登録者本人名義に限ります。

6）支払い方法が代金引換でのご登録受付期間は毎月1日～20日とな
ります。なお、不備等で20日までに受付ができなかった場合は、代金
引換以外の支払い方法へご変更いただきます。

2-3 登録契約の完了
会員のビジネス活動は、会員資格登録契約が成立した後、当社から
送る契約書面を受領してから行うことができます。したがって、会員資
格登録契約が成立していない申請者（契約成立後にサンクスアイが
指定する条件を満たしていない申請者を含む）を紹介者とした登録申
請は一切受け付けられません。

2-4 会員登録申請後の訂正
1）会員登録申請後の訂正（紹介者・組織ポジション）については、登録

完了後5営業日以内に限りファックスにて承ります。ただし、登録月が
前後する変更はできません。なお、氏名、生年月日の訂正は、申請日
から30日以内にファックスにて承ります。その際には公的機関の発行
する証明書（運転免許証、パスポート、健康保険証、住民票など）の
写しの提出が必須となります。

2）会員登録申請後初回製品の購入箱数変更
　5営業日以内にファックスにてご依頼ください。事務手数料2,000円
（税込み）をご負担いただきます。

3特定負担

サンクスアイでは、会員登録時に製品購入が必要となります。製品購
入に要する費用は、特定商取引に関する法律（特商法）第33条に規
定する「特定負担」に相当します。サンクスアイでは、年会費の制度は
ないため、これ以外の特定負担は発生することはありません。また、登
録後の製品購入は必須ではないため、製品購入を強要することもあり
ません。

4クーリングオフ制度

クーリングオフ
①会員は、契約書面（初回注文製品に同梱）を受領した日から20日
（受領日を含む）を経過するまでは、書面により会員資格登録契約の
解除（クーリングオフ）を行い、製品の返品をすることができます。

②①の記載にかかわらず、会員は、クーリングオフについて不実告知ま
たは威迫されたことで誤認または困惑をして①の期間を経過するま
でにクーリングオフを行わなかった場合、サンクスアイから新たに交付

するクーリングオフが可能な旨を記載した書面を受領してその内容
の説明を受けた日から20日を経過するまでは、書面により会員資格
登録契約の解除を行い、製品の返品をすることができます。

③クーリングオフの効力は、当該契約の解除を行う旨の書面を発信し
た日（ただし、郵便消印日付等で証明が必要）から生じ、クーリングオ
フを行った者が損害賠償または違約金を請求されることはありま
せん。

④クーリングオフを行った者は返品製品代金の全額の返金を速やか
に受けることができます。なお、クーリングオフ期間内であれば、開封
済の製品であっても、当該製品の空容器をサンクスアイに返送いた
だくことを条件として、返品製品代金全額の返金を速やかに受ける
ことができます。なお、返送に要する費用はサンクスアイが負担します。

⑤新規登録時に手続きをされた初回注文製品が、受取拒否により当
社に返送されてきた場合、クーリングオフの意思表示と判断し、クーリ
ングオフの対象となります。

5会員とサンクスアイとの関係

会員はそれぞれが独立した事業主であり、サンクスアイと会員の間に、
フランチャイズ・代理店等の契約関係、雇用者・被雇用者の関係を生じ
させるものではありません。会員は、自己がサンクスアイの代理人、従業
員や社員であるような印象を与えないように行動しなければなりません。
会員としての独立した立場を常に明確にし、本規約を遵守しなければ
なりません。

6会員資格の変更

会員資格の登録情報の変更が生じた場合は、速やかに所定の手続き
に従って届け出なければなりません。

6-1 個人登録情報の変更
個人登録情報の変更が生じた場合は、速やかに所定の手続きに従っ
て届け出なければなりません（個人登録情報とは、氏名・住所・電話番
号・Eメールアドレス・ボーナス振込口座等）。なお、変更内容の確認がで
きる証明書を添付いただく場合があります。

6-2 法人登録
会員資格は、個人から法人へ、または法人から個人へ変更することが
できます。その場合下記の書類を提出しなければなりません。また、法
人登録内容に変更が生じた場合、速やかに所定の手続きに従って届
け出なければなりません。ただし、代表者を変更することはできません。
1）個人から法人への変更 （変更可能な法人は、元の登録の個人が

代表者である法人に限ります）
・ビジネス形態変更のためのサンクスアイ所定の申請書
・取得から３ヶ月以内の“法人の全部事項証明書”または“株主また
は出資者名簿の写し”

　上記変更申請書の提出時に、申請代表者以外の法人の全部事項
証明書または出資者名簿の写しに記載のある方全員が、申請時か
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2　ビジネス活動

1ビジネス活動の基本

1）会員活動は、サンクスアイから契約書面の交付を受けた後に開始す
ることができます。活動の内容は、製品の自己消費を基本とする購
入、スポンサリング活動やグループの育成、サンクスアイ会員ではな
い一般消費者への小売販売、サンクスアイのボーナスプラン（各タイ
トルの資格取得・保持、ボーナスの受け取り等）及び会員限定のセミ
ナー・イベントへの参加等です。

2）会員活動は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法（以下、
「特商法」といいます）に定義された「連鎖販売取引」に該当しま
す。活動により得られるボーナスは「特定利益」、取引に伴う製品購
入代金は「特定負担」にそれぞれ該当します。会員は、いかなる理
由があろうとも、スポンサリングをする相手の方に、「サンクスアイは連

鎖販売取引ではない」と告げたり、「キャッシュバックのある通販」等
と告げたりすることは、不実の告知または重要事実の不告知として、
特商法により禁止されています。会員は、スポンサリングをする相手
の方に、ビジネス活動の性質、「特定利益」及び「特定負担」等の
内容を正確かつ十分に説明しなければなりません。

3）会員は、サンクスアイにおけるビジネス活動に伴うあらゆる費用（税
金、法定費用等）を自己負担しなければなりません。

4）会員は、サンクスアイ、その製品またはサンクスアイにおけるビジネス
活動に関して、メディアの取材を受ける場合は、サンクスアイに事前
の承認を得なくてはなりません。

5）会員は、サンクスアイが制作する広告・販促物において、自らの氏名・
写真・肖像等をサンクスアイが全世界で無償で使用（再使用を含
む）できることを承諾します。

らさかのぼって12ヶ月の間、会員資格を保有していてはなりません。
会員は、本来の趣旨から外れて、本規定を悪用し、法人への変更や
新しい法人の設立をしてはなりません。

2）法人から個人への変更 
・ビジネス形態変更のためのサンクスアイ所定の申請書  
・取得から3ヶ月以内または有効期限内の公的機関の発行する証

明書（運転免許証、パスポート、健康保険証、住民票などの写し）  
　ただし、変更可能な個人は、元の登録の法人の代表者に限ります。

6-3 愛用会員への変更
6ヶ月間12,000PV以上の購入がない場合、または登録申請から期
限内に証明書提出がない場合、自動的にビジネス活動をすること

（ボーナスの受け取りを含む）ができない製品購入のみが可能な愛
用会員へ資格変更いたします。ビジネス会員から愛用会員に資格
変更となった方が、再びビジネス会員になる場合は、再登録（ポジショ
ンの維持なし）扱いとなります。このため、最終購入した月から起算し
て12ヶ月経過後に申請が可能となります。

7譲渡

会員資格の譲渡は、配偶者のみ可能です。手続きに際しては、サンク
スアイ所定の申請書、及び間柄の確認ができる証明書の提出が必要
となります。また、譲り受ける者が会員の条件に適合していること及びサ
ンクスアイの承認が必要です。手続き完了後、会員資格に関する全て
の権利が譲渡されます。

8死亡に伴う承継

会員が死亡した場合のみ、法定相続人へ会員資格を相続することが

できます。手続きに際しては、サンクスアイ所定の申請書、死亡事実及
び法定相続人であることの確認ができる証明書（戸籍謄本、遺言書、
相続協議書等）の提出が必要となります。また、相続人が会員の条件
に適合していること及びサンクスアイの承認が必要です。

9再登録

自主的解約をしてから12ヶ月経過した方、または連続12ヶ月以上購入
のない方は再登録ができます。ただし、過去にサンクスアイから解約措
置及び除名処分を受けた方、クーリングオフをした方、返品を伴う中途
解約をした方は再登録することができません。　

例：自主的解約完了が2017年1月の場合、再登録は2018年2月以降
に可能となります。

例：最終購入が2017年12月の場合、再登録は2019年1月以降に可
能となります。

⓾二重登録

会員は、サンクスアイの会員資格を同時に二つ以上保有することはで
きません。個人登録の会員が、会員登録した法人に役員として所属す
ること、法人の持分権を保有して法人名義で活動することはできませ
ん。一つの会員資格によってのみ正当なボーナスを得ることができま
す。本規定を回避するために、法人、その他の手段を用いてはなりませ
ん。二重登録が発覚した際は、後に登録した会員資格を直ちに無効と
します。なお、サンクスアイはその裁量により、後述8（35ページ 紛争の
解決及び懲戒手続）にある措置を採ることができます。
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2補償

会員は、本規約に違反したビジネス活動を行った場合、全面的に責任
を持たなければなりません。それにより、サンクスアイが損害を受けた場
合、その損害（信用棄損、刑罰、弁護士費用、裁判費用、事業損失を
含む）を補償しなければなりません。本規定は、会員資格登録契約が
終了した後に前記損害が発生または判明した場合も適用となります。

3ボーナスプランの遵守

会員は、本規約に規定されているボーナスプラン（別冊）の条件を遵守
しなければなりません。本規約に規定されている方法と異なるプラン、シ
ステム及びプログラムを提供してはなりません。

4小売り・展示

会員は、サンクスアイから購入した製品をサンクスアイが指定する以下
の要件を満たすことで、サンクスアイ会員ではない一般消費者へ小売
販売をすることができます。

a）ビジネス会員であること
b）製品を小売顧客（購入者）に引渡しする前に、クーリングオフ及び

サンクスアイ独自の顧客保証制度について説明を行うこと
c）製品と製品代金の受渡しを同時に行い、代金受領後は小売顧

客に対し直ちにサンクスアイが指定する領収書（契約書面に相
当します）を対面にて交付すること

d）小売顧客からクーリングオフや返品の通知を受けた場合、速や
かに返品の受入れ、受領代金の返金等、誠意を持って対処する
こと

e）小売する製品の消費期限・賞味期限については、責任を持って
管理すること

f）自身の運営する店舗にて小売を目的とした展示を行う場合には、
店舗外の一般の方の目に付く場所に、サンクスアイ製品を取り扱
っていることが分かるようサンクスアイ指定の方法で掲示すること

（掲示方法は、サンクスアイ公式ウェブサイトから入手できます。）

なお、自身の運営する店舗にて小売を行う場合には、以下の点に留意
してください。

・当該店舗の業種・業態に応じた必要な届出がなされていること。もし
くは許認可を得ていること。

・当該店舗は特定の顧客対象だけでなく、公衆の出入りが可能なオ
ープンな店舗であること。

・当該店舗の業種・業態が、サンクスアイのイメージを損なったり、公
序良俗に反するものでないこと。推奨する業種・業態としては、美容
室やエステティックサロンなどの理・美容業、サンクスアイ製品と関
連性の高い化粧品や健康食品などを扱うような小売店舗などが挙
げられます。

また、以下の行為は、小売販売を行ううえで禁止行為とされています。

a）インターネットや電話等を利用した対面で行われない販売
b）サンクスアイ製品が傷病を治癒、処置、予防することができる旨を

述べての販売
c）広告を作成すること。特に、上記b)に該当する「医学的または治

療上の説明」を含む広告の作成
d）行政機関や医療機関等に支持、推奨または認可されていると誤

認されるようなことを明示及び暗示しての販売
e）相手の方の判断力不十分に乗じた販売
f）サンクスアイ以外の販売者から購入した製品を販売（転売）する

こと
g）小売顧客に対し、通常必要とする分量を著しく超える過量販売

を行うこと
h）小売販売用と偽り、ランク達成の要件を満たすために製品を大

量に購入すること

4-1 クーリングオフ・顧客保証制度
購入者からクーリングオフ・返品・返金の要請があった場合、小売販売
を行った会員は、以下に従い迅速に全額の返金を購入者に行わなけ
ればなりません。

《クーリングオフ》
1．小売顧客は、領収書を受領した日を含めて8日間は、書面により無条

件で申込みの撤回または契約の解除（クーリングオフ）を行うことがで
きます。

2．前記にかかわらず、不実告知または威迫されたことで誤認または困
惑をしてクーリングオフをしなかった場合には、改めて担当サンクスア
イ会員（販売者）からクーリングオフできる旨を記載したサンクスアイ
指定の領収書を受領して、その内容の説明を受けた日から8日以内
に、書面によりクーリングオフができます。

3．クーリングオフの効果は書面を発信した日（郵便消印日付）から生じ、
小売顧客は損害賠償または違約金、返送費用を請求されることはあ
りません。返品製品代金の全額の返金を速やかに受けることができ
ます。

4．クーリングオフをする場合は、ハガキなどの書面にその旨および小売
顧客・担当サンクスアイ会員の氏名、住所、電話番号と対象の製品
名、契約・領収書を記入の上、担当サンクスアイ会員宛に特定記録
郵便または簡易書留など記録が残る方法で（特定商取引に関する
法律 第9条）郵送する。

 《顧客保証制度》
何らかの理由で小売顧客がサンクスアイ製品に満足せず、製品を返
品した場合、サンクスアイ会員は製品代金の全額を小売顧客に払い戻
します。その際の唯一の条件は、使用・未使用にかかわらず、小売顧客
が最初に製品を受け取ってから30日以内に、製品をサンクスアイ会員
に返品することです。なお、返品に伴う運送費はサンクスアイ会員が負
担します。

会員は小売顧客（購入者）から返品された製品をサンクスアイに返品
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を希望する場合、会員規約・5　返品（33ページ）が適用となります。なお、
上記の手続きに従わず返品された製品は返金の対象外となります。

4-2 小売価格
ビジネス会員と購入者が合意した小売価格で販売をすることができ
ます。

4-3 領収書
小売販売を行った際には、必ず全ての小売顧客に対しサンクスアイが
指定する領収書を交付しなければなりません。会員は全ての最低でも5
年分の領収書の写しを保管し、また、サンクスアイから提出の要請があ
った場合は応じなければなりません。

4-4 転売
会員は前述4にある要件を満たすことで小売販売をすることはできます
が、サンクスアイ以外の販売者から購入した製品を販売（転売）するこ
とはできません。

4-5 小売・展示に対する責任
1）自身の運営する店舗に小売製品の購入を目的として来店した顧客

に、ビジネスの勧誘を行う場合には、勧誘に先だって氏名や目的を
告げるなど、勧誘の際の遵守事項を守った勧誘を行ってください。目
的を告げない（ブラインド）勧誘を行うことは、法律で禁止されてい
ます。

2）会員は、前述1）の違反が生じないように独立事業主として、全面的
に責任を持たなければなりません。

3）会員は、前述1）に違反して小売販売及び転売が原因となって生じ
た他の会員、その他第三者との紛争に関して、サンクスアイが損害
を受けた場合、その損害（信用棄損、刑罰、弁護士費用、裁判費
用、事業損失等を含む）を補償しなければなりません。本規定は、会
員資格登録契約が終了した後に前記損害が発生または判明した
場合も適用となります。

5広告等

1）会員は、製品販売やスポンサリングを目的とした広告を作成すること
はできません。

2）スポンサリング活動に際しては、会員または第三者が発行したサンク
スアイの製品・ビジネスに言及する発行した制作物（パンフレット、
DVD、ウェブサイト、雑誌等）を使用・配布することはできません。サン
クスアイによって作成された資料のみが、スポンサリング活動に用い
ることができる正式な資料となります。

3）サンクスアイが主催するミーティングにおいて、会員がパンフレット、
DVD、ウェブサイト、雑誌等の販促物を展示、販売、及び宣伝を行う
ことはできません。会員が主催したミーティングやセミナーにおいて、
他社製品を広告・宣伝・販売することはできません。また、誹謗中傷す
ることも禁止されています。

4）会員は、サンクスアイが認めていない資料をスポンサリング活動に使

用することは会員資格登録契約の解約につながることを、自己を頂
点とする組織の全てに周知徹底しなければなりません。

5）会員は、前述1）～4）の違反が生じないように独立事業主として、全
面的に責任を持たなければなりません。

6）会員は、前述1）～4）に違反して自身が作成した資料が原因となっ
て生じた他の会員、その他第三者との紛争に関して、サンクスアイ
が損害を受けた場合、その損害（信用棄損、刑罰、弁護士費用、裁
判費用、事業損失等を含む）を補償しなければなりません。本規定
は、会員資格登録契約が終了した後に前記損害が発生または判
明した場合も適用となります。

6インターネット/ウェブサイト/Eメール等の電磁的手段の利用

1）会員は、勧誘や製品販売を目的としたウェブサイト（ホームページ及
びブログを含む）の作成、Eメール（携帯電話のショートメールサービ
スを含む）による広告の配信をすることはできません。

2）会員は、インターネットオークションまたは自身や第三者が運営する
ウェブサイト等で、サンクスアイ製品を販売することはできません。

3）会員は、インターネットサービス（Facebook、LINE、Twitter、
Instagram等のSNS、Eメール等を含みますがこれらに限られませ
ん）を利用して、会員登録をしていない方に対し、サンクスアイにおけ
るビジネスへの勧誘や、セミナー、ミーティング、講演会等への招請を
行うことはできません。

4）会員は、サンクスアイの会社名、商標、製品名等またはこれらと類似
した名称を、サンクスアイが認めた場合を除き、ドメイン名またはEメー
ルアドレスとして使用することはできません。

5）会員は、サンクスアイ公式ウェブサイト（http://www.thanksai.jp/）
と他サイトとのハイパーリンクを、サンクスアイが特に認めた場合を除
き、することはできません。この規定はホームページについて定められ
たものですが、ブログ、Eメール、その他のあらゆる電子通信手段にも
適用されます。

6）会員は、承諾を得ていない相手の方へ、ビジネスに関するEメール、
その他一切の通信を使用または送信してはなりません。不特定多
数への情報発信は本規約の違反行為とみなされ、場合によっては
法令違反となります。一度は送信に関する承諾が得られた相手の
方から送信停止を希望する申し出があった場合は、それ以降送信
を行ってはなりません。

7）会員は、前述1）～6）の違反が生じないように独立事業主として、全
面的に責任を持たなければなりません。

8）会員は、前述1）～6）に違反して自身が作成した資料が原因となっ
て生じた他の会員、その他第三者との紛争に関して、サンクスアイ
が損害を受けた場合、その損害（信用棄損、刑罰、弁護士費用、裁
判費用、事業損失等を含む）を補償しなければなりません。本規定
は、会員資格登録契約が終了した後に前記損害が発生または判
明した場合も適用となります。
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7名称とロゴの使用

サンクスアイのロゴは、サンクスアイと会員にとって重要な価値を持つ貴
重な資産です。会員は、この資産を守るために、以下を遵守しなくては
なりません。会員は、下記1）～2）に違反したことが原因となって生じた
他の会員、その他第三者との紛争に関して、サンクスアイが損害を受
けた場合、その損害（信用棄損、刑罰、弁護士費用、裁判費用、事業
損失等を含む）を補償しなければなりません。本規定は、会員資格登
録契約が終了した後に前記損害が発生または判明した場合も適用と
なります。
1）サンクスアイの名称やロゴを登録名の一部として使用したり、その他

の方法でもサンクスアイの代理人や従業員であるかのような印象を
与えたりしてはなりません。

2）サンクスアイのロゴについては、サンクスアイが定めた規定に基づ
いた使用のみが認められます。サイズ、カラーの変造は認められま
せん。

8再包装及び再ラベル付けの禁止

1）サンクスアイ製品の容器やラベルの変更・貼り替え等の再包装は、い
かなる方法、理由によっても行ってはなりません。

2）会員は、前述1）に違反したことが原因となって生じた他の会員、そ
の他第三者との紛争に関して、サンクスアイが損害を受けた場合、
その損害（信用棄損、刑罰、弁護士費用、裁判費用、事業損失等を
含む）を補償しなければなりません。本規定は、会員資格登録契約
が終了した後に前記損害が発生または判明した場合も適用となり
ます。

9説明責任

会員は、サンクスアイのビジネス活動全般において、下記に示される事
項について特に説明責任を負うことを自覚し、活動しなければなりませ
ん。本規定に違反した場合、違反した会員の資格が停止または強制
解約となり、ボーナス、ランク、タイトル、組織等に関する権利を失う対象
となります。また会員は、下記の事項に違反したことが原因となって生じ
た他の会員、その他第三者との紛争に関して、サンクスアイが損害を
受けた場合、その損害（信用棄損、刑罰、弁護士費用、裁判費用、事
業損失等を含む）を補償しなければなりません。本規定は、会員資格
登録契約が終了した後に前記損害が発生または判明した場合も適用
となります。

9-1 健康及び医学的説明に対する責任
1）会員は、サンクスアイ製品に関して下記に例示されるような医学的な

説明をしてはなりません。医学的な説明とは、サンクスアイ製品が傷
病を治癒、処置、予防することができる旨を述べることです（これと同
趣旨の表現を含みます）。

・「がんが治ります」
・「アトピーに効きます」

・「生活習慣病が予防できます」
2）会員は、サンクスアイ製品に関して下記に例示されるような傷病の治

療に関する説明をしてはなりません。傷病の治療に関する説明は、
医学的、または薬学的説明とみなされ、本規約に違反するだけでは
なく、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律（旧薬事法、以下、「医薬品医療機器等法」といいます）
にも違反します。会員がこのような説明を行うと、サンクスアイが重大
な法的処分を受ける可能性があります。
・「病気を改善することができます」
・「食前・食後にお飲みください」

3）現在治療を受けている人が、サンクスアイ製品の使用を始める時は
その前に、医師への相談、または指示を仰ぐことを勧めなければなり
ません。

4）医学的または治療上の説明を含む広告は、法律及び本規約により
固く禁止されており、これを行うと当該会員の資格登録契約は解約
されます。

9-2 収入に関する説明に対する責任
会員は、サンクスアイのビジネス活動に関して下記に例示されるような
収入に関する説明をしてはなりません。収入は、努力、機会、実績に応
じて得ることができるものであり、「必ず儲かる」「絶対に成功する」等と
確実に収入が得られるかのような説明や、「働かなくても収入が得られ
る」等と、会員、または会員候補者がまちがった理解や解釈をする可能
性のある説明は、絶対に行ってはなりません。このような説明をすること
は、法律及び本規約により固く禁止されており、これを行うと当該会員
の資格登録契約は解約されます。

・「このビジネスに参加すると誰でも確実に、年収○百万円を得ること
ができます」

9-3 認可に関する説明に対する責任
会員は、サンクスアイのボーナスプランや製品が下記に例示されるよう
な行政機関、医療機関等に支持、推奨または認可されていると誤認さ
れるようなことを明示及び暗示してはなりません。また、行政機関等の実
験、情報等を転用して資料を作成してはなりません。

・「この製品は行政機関等の推奨を受けています」

⓾勧誘の際の遵守事項

会員は、サンクスアイ ボーナスプランに参加すること、友人や知人にサ
ンクスアイにおけるビジネス活動への勧誘または愛用会員の勧誘をす
ることができます。ただし、相手の方が知人や友人であっても、勧誘が目
的であることを事前に伝えなければなりません。勧誘の目的を説明せず
に、「久しぶりに食事でもしない？」「成功者の話を聞きに行こう」等と言
ってセミナーや自宅等に誘うことはできません。勧誘を行う場合、特商法
により以下の事項について遵守しなければなりません。本規定に違反し
た場合、違反した会員の資格が停止または強制解約となり、ボーナス、
ランク、タイトル、組織等に関する権利を失う対象となります。また会員
は、下記の事項に違反したことが原因となって生じた他の会員、その
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他第三者との紛争に関して、サンクスアイが損害を受けた場合、その
被害（信用棄損、刑罰、弁護士費用、裁判費用、事業損失等を含む）
を補償しなければなりません。

⓾-1 氏名等の明示義務
1）勧誘に先立って、次の事項を会員候補者に伝えなければなりません。

「勧誘に先立って」とは、例えば、セミナーに誘う場合には、セミナーに
「誘う前」を意味します。自宅へ来ることを誘う等の場合も同様となり
ます。
a）会員の氏名（戸籍上の氏名または登記上の商号・名称）。
b）サンクスアイの会員であること及びサンクスアイの販売形態（連

鎖販売取引）
c）栄養補助食品、スキンケア製品等を購入して行うビジネスの勧誘

が目的であること。
2）友人や知人を、ミーティング、セミナーに限らず、自宅に招く際でも、サ

ンクスアイにおけるビジネス活動への勧誘をすることが目的の場合に
は、前述1）a）～c）の事項とともに、その旨を必ず相手の方に伝えな
ければなりません。電話、ファックス、Eメール、郵便等を利用してアポ
イントをとる際においても、前述1）a）～c）の事項とともに、サンクスアイ
におけるビジネス活動への勧誘が目的であることを、相手の方に必
ず伝えてください。

⓾-2 書面の交付
サンクスアイにおけるビジネス活動への勧誘を行う場合は、相手の方に
必ず概要書面（サンクスアイ・ガイドブック、ボーナスプラン）を、愛用会員
を勧誘する場合には、「サンクスアイ 愛用会員に関するルール」を事前
に交付して、内容についての説明をしなければなりません。

⓾-3 重要事項の不告知
次の重要事項を正確に十分説明しなければなりません。

a）サンクスアイ製品の種類・性能・品質等
b）特定利益（ボーナスの内容・条件・計算方法等）
c）特定負担（製品購入代金その他のサンクスアイにおけるビジネス

活動に必要な負担等）
d）契約解除（クーリングオフ）の条件
e）その他、会員候補者の判断に影響を及ぼすこととなる重要事項

⓾-4 不実の告知
1）スポンサリングに際して、または、会員資格登録契約の解除（クーリン

グオフ）を妨害するために、これらの全部または一部を隠したり、事実
でないことを告げたり、誤解を与えるような表現を用いた説明をして
はなりません。また、会員は、組織に含まれる会員のクーリングオフ・返
品の権利について必ず口頭でも説明しなければなりません。

2）サンクスアイの製品を説明する際に、栄養補助食品をあたかも医薬
品であると誤解させるような効果・効能の説明を行うこと、そのような
暗示を与えるようなことをしてはなりません。サンクスアイの製品、原
料成分に関して説明する際に、次のような説明をすることは、不実の
告知や優良誤認となり、本規約に違反するだけでなく、医薬品医療

機器等法、景品表示法、特商法等の各法律の規定に違反する行
為であり、処分の対象になり得ます。
a）他社製品の誹謗中傷と捉え得るような説明
b）サンクスアイの製品の優位性のみを伝える説明
c）サンクスアイの製品のみが唯一安全であるといった説明

また、これらの説明は、適切な治療の機会を奪い、相手の方が重篤な
状態になる場合もあるので絶対に避けなければなりません。

⓾-5 威迫・困惑
スポンサリングに際して、またはクーリングオフを妨害するために、相手
の方を脅迫したり、脅迫に至らないまでも不安を生じさせたり、戸惑わせ
たりすることも特商法により禁止されています。

⓾-6 勧誘目的を告げない誘引方法
サンクスアイにおけるビジネス活動への勧誘が目的であることを告げず
に、相手の方を自宅や公民館でのミーティング、セミナー等、公衆の出入
りする場所以外の場所に呼び出してスポンサリングをすることは、特商
法によって禁止されています。「公衆の出入りする場所以外の場所」と
は例えば、事業者の事務所、個人の住居、ホテルの部屋や会議室、公
共施設等の会議室、カラオケボックス、貸切り状態の飲食店等がこれ
に該当します。なお、ビジネス活動への勧誘が目的であることを告げず
に呼び込んだ相手の方を当初は公衆の出入りする場所で勧誘を開始
し、その後公衆の出入りする場所以外の場所に移動して勧誘すること
も禁止されています。

⓾-7 迷惑を覚えさせる行為
契約を締結しない、または勧誘の説明を聞きたくないと意思表示してい
る相手の方に対して、無理に勧誘を続けてはなりません。また、スポンサ
リング自体を受けたくないと述べている相手の方に対して、スポンサリン
グを続けることは、「迷惑を覚えさせる行為」として、特商法により禁止さ
れています。「迷惑を覚えさせる行為」とは、客観的にみて相手方が迷
惑を覚える行為で、実際に迷惑と感じることは必要ではありません。以
下のような行為等が該当すると考えられます。

・正当な理由もなく不適当な時間帯（午後9時から午前8時まで等）
に勧誘すること

・長時間にわたり勧誘すること
・執拗に何度もすること

⓾-8 断定的判断を提供した勧誘
サンクスアイのボーナスプラン等を説明する際に、「必ず儲かる、誰でも
簡単に収入が入る」等、相手の方が利益を得ることが確実であると誤
解するような断定的な表現を用いてスポンサリングをすることは特商法
により禁止されています。誰でも同様の収入が得られるような説明や発
言をしてはなりません。ボーナスを受け取るための条件について正確に
説明し、収入を得るためには、他のビジネスと同じように、努力と時間が
必要なことをはっきりと伝えなければなりません。



28  THANKS AI / GUIDEBOOK

⓾-9 判断力不十分に乗じた契約の禁止・適合性の原則
1）相手の方の知識、経験及び財産の状況に照らして、ビジネス活動や

製品の購入が不適当と認められる場合のスポンサリングや、高齢者
や若年層の判断力の不足につけこみ、契約をさせることは特商法に
より禁止されています。高齢者や若年層への勧誘時の説明には時
間をかけ、より丁寧な説明を行い、理解度を細かく確認する必要が
あります。相手の方の理解度及び判断力に懸念があると感じた場
合、それ以上勧誘をしてはいけません。また、高齢者や若年層の登
録は、そのご家族や周りの方にご理解をいただくことも重要です。

2）満75歳以上の方（「後期高齢者医療制度」においての後期高齢
者）の会員登録申請は、満75歳未満の三親等以内（未成年、学生
は除く）の親族に登録の同意を得ること、同意を得た上での登録申
請であることを証明するサンクスアイ所定の同意書を会員登録申請
書と同時に提出することを必須とします。なお、満75歳以上の方の
会員登録申請方法は郵送のみとします。同意書の提出がない会員
登録申請は認められず、会員資格は無効となります。

⓾-10 契約書類に虚偽を記載させる行為
契約の締結等をするに際し、契約書に年齢・職業など信用能力に関す
る事項その他について、事実でないことを記載させることは特商法によ
り禁止されています。契約書には事実を記載しなくてはなりません。

�ビジネス活動の遵守事項

会員は、サンクスアイにおけるビジネス活動において、サンクスアイ・ルー
ルブックにより、以下の事項について遵守しなくてはなりません。本規定
に違反した場合、違反した会員の資格が停止または強制解約となり、
ボーナス、ランク、タイトル、組織等に関する権利を失う対象となります。ま
た会員は、下記の事項に違反したことが原因となって生じた他の会
員、その他第三者との紛争に関して、サンクスアイが損害を受けた場
合、その被害（信用棄損、刑罰、弁護士費用、裁判費用、事業損失等
を含む）を補償しなければなりません。

�-1 引き抜き行為
1）会員は、サンクスアイ以外の第三者のビジネスやそのマーケティング

プログラム、ビジネス機会、製品、サービスの促進のために、サンクス
アイに関わるいかなるものも利用してはなりません。第三者を介して、
自分の組織に対して、同業他社のために引き抜き行為をすること、ま
たは、会員活動の中止を働きかけることのいずれも禁止します。

2）現在他の組織にある会員（解約後12ヶ月以内の会員を含む）に対
して、自分の組織に加わるよう交渉、説得することも禁止します。

3）会員は、すでに他の会員がスポンサーとして勧誘をしていることが明
確な相手に対し、別途勧誘を行うことは禁止されています。

4）会員資格登録契約の満了、解約、停止後の一定期間は理由の如
何を問わず、会員は、その現在または過去の組織の他のいかなる
会員に対しても、また相互のサンクスアイにおけるビジネス活動への
参加を通じて知り合った、他の会員に対しても勧誘をしてはなりま
せん。

�-2 紹介者・組織ポジションの変更
紹介者・組織ポジションの不当な変更を防ぐため、登録完了後5営業日
以内の申請に限り認めます。速やかに所定の手続きに従って届け出な
ければなりません。ただし、登録月が前後する変更はできません。

�-3 代理手続きの禁止
代理人による会員登録及び製品の購入手続き操作をしてはなりませ
ん。全ての会員登録申請及び製品注文は、登録または注文をする申
請者自身が手続きをしなければなりません。

�-4 大量購入の禁止
1）サンクスアイは、会員が1ヶ月間に無理なく消費することのできる量の

製品を購入することのみを認めます。当該量を上回る量の製品の購
入及びボーナスの獲得または資格のランクアップのみを目的とした
製品の大量購入を固く禁止しています。サンクスアイが、1ヶ月間に
無理なく消費することのできる量ではないと判断した注文について
は、サンクスアイから注文者に確認連絡を行います。

2）会員は、必要以上の在庫を持つこと、またはその行為を他の会員に
勧めてはなりません。いずれの行為も厳しく禁止しています。

�-5 ランク購入の禁止
ランク購入（ポイントの移動を含む）を、固く禁止しています。「ランク購
入」とは以下を含みます。
1）ボーナスを得るために、他の会員に対し製品の購入を強要すること。
2）他人名義で製品を購入すること。
3）ランク達成の要件を満たすために、無理なく消費できる量以上の製

品を大量に購入すること。

�-6 資金提供／資金集め
サンクスアイのボーナスプランを利用して、より多くのボーナスを取得する
ことを目的とし、他の会員へ資金提供や貸付けをすること、クレジットカー
ド、デビットカード等を貸与または供与する等、手段を問わず、第三者に
製品を購入させること、及び第三者に製品を購入させるために資金を
集めることを、固く禁止します。

�-7 名義貸し／架空登録／虚偽登録／無断登録・注文
名義貸しや架空の個人または法人を、会員登録させること、及び虚偽
の申請内容で登録すること、及び無断登録・注文を固く禁止します。こ
れらの行為が発覚した場合、強制解約となります。

�-8 組織への責任と義務
紹介者及び上位会員は、以下の責任と義務を果たさなければなりま
せん。
1）自分が紹介をした会員への、継続的及び十分な教育、指導、必要

な情報提供をすること。
2）自分が紹介をした会員及び組織が、製品やビジネス活動に関して

違法あるいは不適切な行為・説明を行わないよう、指導、監視をする
こと。
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3）サンクスアイが主催する、セミナー及びイベントの場を活用して、サン
クスアイの製品知識、ボーナスプランの理解等、ビジネス活動におけ
る十分な知識が身に付くためのサポートをすること。

4）自分が紹介をした会員に対して、本規約に関する十分な説明及び
研修を行うこと。これを果たさない紹介者、上位会員は、サンクスアイ
の裁量により会員資格登録契約が解約されることがあります。

5）会員は、自己の組織に属する会員の違法または本規約違反を含む
不適切な行為について連帯して責任を負うこと。この場合は、本規
約に基づき、当該会員の上位者に対しても違反行為を行った会員
と同様に処分を行います。

6）自己の違反行為（名義貸しや無断注文など）または上記の自己の
組織への説明責任を果たしていないことにより、自己の組織に属す
る会員から返品や受取拒否などの要望があった場合、その要望に
係る手数料として1,500円（税込み）を徴収させていただきます。

�-9 親族及び法人に属する個人の違反行為に対する責任
サンクスアイの活動に関連して、会員の親族が本規約に違反する行為
を行った場合、サンクスアイは、その親族の違反行為を会員による違反
行為とみなし、連帯責任として当該会員に対し懲戒処分を行います。ま
た、会員である法人に属する個人（役職員を含む）が本規約に違反し
た場合、サンクスアイは、それらの行為を法人による違反行為とみなし、
当該法人に対して懲戒処分を行います。この場合、会員である個人及
び法人は、サンクスアイに対するあらゆる債務またはその他の義務に関
し、連帯責任を負わなければなりません。

�法令遵守

1）会員は、サンクスアイにおけるビジネス活動を行う事業主として、特商
法及び医薬品医療機器等法に限らず全ての法令（条例を含む）を
必ず遵守しなければなりません。

2）会員は、ビジネス活動により得た所得に関して、適用のある各種税

法に従い会員本人が必ず正しく申告しなければなりません。正しい
納税を行うことは、国民の義務であり、サンクスアイの会員としての社
会的責任です。

�会員が取り扱う個人情報

1）会員は、個人情報保護法その他個人情報に関する法令、ガイドライ
ン及び本規約を遵守しなければなりません。また、スポンサリング活
動の目的で、次のような行為、その他の手段により個人情報（氏名・
住所・電話番号・Eメールアドレス、製品購入、クレジットカード番号等）
の取得等をしてはなりません。

・目的を偽ったり、隠したりして、個人情報を取得すること。
・法律に違反して個人情報を取得すること及び取得させようとする
こと。

・他人の管理下にある個人情報を取得すること。
・人を脅したり、騙したりして個人情報を取得すること。

2）会員は、サンクスアイのビジネス活動によって知り得た、他の会員の
個人情報は、サンクスアイの機密であることを認識しなければなりま
せん。個人情報の漏えい・滅失・不正アクセス等を防止し、個人情報
を安全管理するために、必要で適切な措置を講じなければなりませ
ん。万が一事故が起きた場合は、直ちにサンクスアイに報告するとと
もに、協力をしなければなりません。

3）会員は、ビジネス活動で取得した個人情報を、サンクスアイのビジネ
ス活動以外の目的で使用してはなりません。また、本人の事前同意
を得ずに第三者に提供してはなりません。

�サンクスアイ規約違反の連絡

会員が、他の会員の法令または本規約の違反を認識した場合は、違
反内容、日時、場所、発生回数、関与した会員名等を、サンクスアイに
情報提供しなければなりません。



30  THANKS AI / GUIDEBOOK

3　注文・支払い方法

1注文

1）会員は、サンクスアイヘ直接、製品を注文できます。PVはその注文量に応じて算出され、注文者ごとに計上されます。なお、グッズ・販促品はPV計
算の対象外です。

2）初回注文以降、製品代金には、出荷手数料（送料含む）750円（税込み）が加算されて請求されます。代金引換の場合は、製品代金に出荷手数
料（送料含む）750円（税込み）、代金引換手数料250円（税込み）が加算されて請求されます。

3）製品代金の支払いが確認された後、サンクスアイの指定業者より注文製品の発送となります（製品の発送は日本国内に限る）。また、代金引換
の場合、指定業者が代金の徴収を代行します。前入金でお支払いの際に、余剰金が発生した場合、注文者のボーナスへ加算いたします。

4）会員は、初回注文以降、定期購入または不定期購入のいずれかを選択することができます。
5）注文受付完了後のキャンセルはできません。

1-1 注文方法
サンクスアイの製品はいつでも好きな時（不定期）に、好きな分だけご注文いただけます。注文は、サンクスアイ公式ウェブサイト・ファックス・電話にて
承っております。注文方法ごとの支払い方法は下表の通りです。

注文方法 支払い方法 締切

ウェブサイト http://www.thanksai.jp/
クレジットカード（※1）
代金引換（※2）
前入金（※3）

（銀行振り込み）

申込内容や支払い方法によって異なります。
詳しくは、1-3 締切 1）不定期（都度）購入の
項参照

ファックス 096-285-3513

電話 096-285-3910
10:00～18:00 土・日・祝日 休

定期購入 別表参照（1-2）

※1…クレジットカードでお支払いの場合、メールアドレスをご登録いただいているか、別途ファックスにて情報をお送りいただく必要があ
ります。

※2…代金引換にてお支払いの場合、出荷手数料とは別に、代金引換手数料250円（税込み）を申し受けます。
※3…指定口座へ代金をお振込みのうえ、振込明細書をファックスまたはメールにてご提出ください。
 
 振込指定口座（下記のどちらか）
 　三菱東京UFJ銀行 熊本支店　普　0025926
 　ゆうちょ銀行 17190-5049621

1-2 定期購入
事前にお申し込みの製品を、ご希望日にお届けいたします。
1）申し込み方法

申込方法 支払い方法 締切

ウェブサイト http://www.thanksai.jp/
クレジットカード
代金引換
自動引き落とし

申込内容や支払い方法によって異なります。
詳しくは、1-3 締切 2）定期購入の項参照

ファックス 096-285-3513

電話 096-285-3910
10:00～18:00 土・日・祝日 休
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支払い方法 締切 製品到着（希望）日 代金請求日

自動引き落とし（※1,2） 前月15日まで
毎月20日

（到着日はご指定いただけ
ません）

毎月5日
（金融機関休業の場合は翌
営業日）

代金引換
希望到着日の10日前まで 1～20日の間の

ご希望の日（※3）

製品受け取り時

クレジットカード（※2） 希望日の8日前（※4）

2）定期購入

※1…口座振替依頼書を事前にサンクスアイまで郵送にてお送りください。
 会員登録翌月は手続きが間に合わないため、代金引換にて発送いたします。
 手続き状態によっては引き落とし開始までに数ヶ月お時間がかかる場合があります。なお、引き落とし開始の連絡は行っておりま

せん。
※2…3ヶ月連続で引き落としができず、かつ同期間に定期購入以外の製品のご注文がなかった場合、定期購入は自動的に中止いた

します。（中止後は、いつでも再開可能です。）
※3…会員登録翌月の定期購入は、ご希望と異なる日に届く場合があります。
 また、登録翌月11日までに定期購入の開始または変更を行った場合も、ご希望と異なる日（月）に届く場合があります。登録日が月

末の場合、初回製品と翌月の定期購入製品の着日が近いためご注意ください。
※4…実際の引き落とし日は、ご利用のクレジットカード会社へお問い合わせください。

2）変更
定期購入に関する変更（注文内容・支払い方法・お届け希望日など）は、注文者からの申し出により、ウェブサイト・ファックス・電話にて承ります。また、
変更手数料はかかりません。

1-3 締切
締切は、注文方法・支払い方法ごとに下表の通り設定されています。
注文方法・支払い方法を問わず、ご注文月の翌月7日までに製品代金の入金、受け取りが確認できない場合は、翌月分扱いとさせていただきます。
愛用会員の注文には締切が設定されておりませんが、上位会員のボーナス計算上は下記の締切に準じます。
1）不定期（都度）購入

注文方法 支払い方法 締切（※1）

ウェブサイト

クレジットカード（※3） 月末日23:59までのご注文完了分

代金引換 毎月20日23:59までのご注文完了分

前入金 月末日23:59までのご注文完了分（※4）

ファックス（※2）

クレジットカード（※3） 月末日23:59までのファックス受信分

代金引換 毎月20日23:59までのファックス受信分

前入金 月末日23:59までのファックス受信分（※4）

電話
クレジットカード（※3） 月末最終日の営業終了までのご注文完了分

代金引換 毎月20日の営業終了までのご注文完了分
※20日が土・日・祝日の場合、前営業日へ繰り上げ

※1…盆・正月などの休業に伴い、繰り上がることがあります。
※2…お送りいただいた内容に不備があった場合、当月分として受付できない場合があります。
※3…カード認証がエラーになった場合、当月分として受付できない場合があります。
※4…前入金は、別途、月末日23:59までに振込明細書のファックスまたはメールが必要です。
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2支払い

1）全ての注文には支払いが伴います。通常注文の支払いは、原則としてクレジットカード・代金引換が利用できます（不定期購入のみ前入金可、定
期購入のみ口座振替可）。

2）代金引換の場合を除き、代金の支払いは注文受諾時となり、支払いが確認されなければ製品は発送されません。
3）クレジットカードやデビットカードは、本人名義のもののみ使用が可能です。クレジットカードによる支払いの場合、一括払いのみとなり海外利用扱い

となります。
4）会員は、サンクスアイに登録し、または製品を購入するために、他の会員やその他の第三者に自分のクレジットカードやデビットカードを使用すること

を許可してはなりません。クレジットカード会社またはサンクスアイからの支払い請求に対して一定期間応じない場合、当該会員は活動停止にな
り、支払われる予定のボーナスが、未払い金の支払いに充当される場合があります。

3受取拒否または不在等による返送

1）支払い方法が代金引換での受取拒否または不在等で、当社に製品が2回返送された場合、以降の注文から代金引換の利用ができません。
2回目の返品から1年経過後、サンクスアイにお申し出いただくことで、再度代金引換をご利用いただけるようになります。

2）不在等により製品が当社に返送された場合、再配送の依頼時、または次回ご注文時に別途1,500円（税込み）をご負担いただきます。

4後日発送

サンクスアイは、在庫がある製品については、注文を受けて代金の支払い確認後（代金引換を除く）、速やかに出荷をします。ただし、注文製品が入
荷待ちの場合、発送準備が整い次第、注文時に依頼された配送先へ後日発送となります。

5注文受領時の確認・交換

受領された製品が、納品書に記載されている製品内容と不一致または損傷等の製品の不良があった場合、受領から30日以内にサンクスアイに通
知の上、所定の手続きに従ってサンクスアイの指定する倉庫宛に発送してください。サンクスアイが製品を確認し、早急に交換製品を発送するなど
の対応をいたします。配送の費用はすべてサンクスアイが負担します。なお、会員の都合による製品発送後の未使用・未開封製品の交換は、同一
注文月内の申請かつ翌月7日までの受け取りが必要となります。ただし、交換に要する全送料を会員が負担します。通知がない場合、その製品の返
品・交換はできません。

6価格・手数料の変更

全てのサンクスアイ製品の価格及び手数料は、経済状況その他諸般の事情により変更される場合があります。変更は当社ウェブサイト、Eメールもし
くは製品に同梱される書面等によって告知されます。

7PV移動

いかなる場合も、会員間でPV移動をすることはできません。

86ヶ月連続購入プレゼント

定期購入、都度購入に関わらず、6ヶ月連続の12,000PV以上の購入ごとにお好きな製品を1つプレゼントします。プレゼントは、7ヶ月目のご注文
（12,000PV以上）に同梱され、7ヶ月目に製品の購入がない場合、プレゼントの権利は消失します。
2度目以降の連続購入のカウントは、プレゼントのお届けと同時に始まります。

（7ヶ月目は2度目の連続購入の1ヶ月目。プレゼントは13ヶ月目に同梱）
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4　解約
会員は、理由の如何を問わず、いつでも会員資格登録契約を解約す
ることができます。この場合は、サンクスアイ所定の手続きに従ってサン
クスアイに通知しなければなりません。なお、解約に伴う費用が請求され
ることはありません。

1解約の効力

会員資格登録契約が解約された会員は、自主的または強制的である
かを問わず、いかなる理由によっても、会員としての権利を恒久的に失
います。ここでいう権利とは、サンクスアイの製品とサービスを購入する
権利、ボーナスまたはその会員の元の組織の売上及び他の結果による
ボーナスを受け取る権利等です。会員資格登録契約を解約した、また
は解約された会員は、解約に先立って活動状態であった時の支払い
期間に関するボーナスを受け取ることができます。（ただし、強制解約に
関する調査中に支払いが留保された場合は、この限りではありませ

ん。）
会員資格の終了（強制解約の場合を除く）に伴い、組織に空きが生じ
た場合、当該終了日現在において、終了された会員の組織の第1レベ
ルにある各会員は、圧縮（コンプレッション）され、ボーナス計算からは除
外されます。ただし、係争中の場合、コンプレッションにより利益を受ける
会員が本規約に従わない場合サンクスアイの裁量により、会員資格の
コンプレッションをしない権利または遅らせる権利を有します。
会員が強制解約された場合、サンクスアイがその会員資格の強制解
約に関する全ての損害及び費用を回復するまで、その組織は（コンプレ
ッション等を行うことなく）そのままの状態に置かれます。サンクスアイが
強制解約に関する全ての損害及び費用を回復した後、サンクスアイ
は、その裁量により、解約された会員資格の組織をコンプレッションする
か、その他の組織に移動するか、あるいはそのままの状態を維持する
かを決定します。

5　返品

1解約が伴う返品

1）クーリングオフ　1　会員資格　4クーリングオフ制度（22ページ参
照）にて規定

2）クーリングオフ期間経過後の返品（中途解約）
a）サンクスアイ会員登録後1年以内の会員が会員資格登録契約

を解約した場合、当該会員は以下の条件をすべて満たした「返
品申出日から遡って90日以内に引渡しを受けた未開封・未使用
の製品」については返品が可能です。
①消費期限内（品質保証期間内）の製品。
②期間限定、地域限定などの限定販売ではない製品。
③再販売していない製品。 
④自らの責任で減失、き損していない製品。

b）返品は、サンクスアイ所定の手続きに従って、サンクスアイが指定
する倉庫宛に発送します。返品に伴う送料は会員の負担となり
ます。

3）返金は、返品製品とサンクスアイ所定の申請書の到着後の手続きと
なり、以下項目の調整後の金額を受け取ることができます。
・返金手数料として当該製品代金の10%相当額（製品代金には消

費税を含む）
・返品された製品によって発生したボーナス

4）調整額が当該製品代金を上回っていた場合、サンクスアイに返金
いただきます。

2解約が伴わない返品（30日返品）

1）会員は、製品を受け取ってから30日以内で、未使用・未開封の製品
に限り、返品が可能です。ただし、ボーナス計算が終了している製品
の返品は、会員資格がビジネス活動をすること、ボーナスを受け取る
ことができない、製品購入のみが可能な愛用会員へ変更となります。

2）会員は、サンクスアイ所定の手続きに従って、サンクスアイが指定す
る倉庫宛に発送します。返品に伴う送料は会員の負担となります。

3）返金は、返品製品の到着後の手続きとなり、以下項目の調整後の
金額を受け取ることができます。

・返金手数料として当該製品代金の10%相当額（製品代金には消
費税を含む）

・返品された製品によって発生したボーナス
4）返品された製品に対して受け取られたボーナスは、サンクスアイにご

返金いただきます。
5）返金完了後は代金引換、定期購入がご利用いただけなくなります。

なお、ご利用いただけなくなってから1年経過後に、サンクスアイにお
申し出いただくことで、再度代金引換、定期購入はご利用いただけ
るようになります。

3会員都合（受領拒否または長期不在）による返品の取り扱い

理由の如何を問わず会員（愛用会員含む）による製品の受領拒否、ま
たは長期不在により返品された製品は、当該製品の再送を希望しない
場合（サンクスアイに申し出がない場合も含む）、以下項目の調整後の



34  THANKS AI / GUIDEBOOK

6　ボーナス（特定利益）

1ボーナスの取得条件及び支払い

1-1 取得条件
ボーナスを受け取るためには、ボーナスプランで定められた各取得条件
を満たすことに加え、本規約に従うことが必要です。

1-2 支払い
1）全てのボーナスは、翌月25日（金融機関が休業の場合は前営業日）に

指定口座またはMONEY TRACK（デビットカード）に支払われます。
2）支払いの際、ボーナス計算・振込み手数料として、金融機関に関わ

らず一律500円（税込み）が差し引かれます。
3）ボーナス金額が、3,000円未満の場合は当社預かり（当社預かり期

間は、最終ボーナス発生月から5年間）となり、累計金額が3,000円
以上に達した月に支払われます。預かり期間が経過すると、ボーナ
スの受け取り権利は消失いたします。
例：最終ボーナス発生月が2016年12月の場合、預かり期限は2021

年11月末となります。
4）支払いの上限は、全ての合計が１ポジション3,000万円といたし

ます。
5）振込み口座情報の未届けや口座エラー等で、振込みができなかっ

た場合は、次回ボーナス発生時の振込みとなります。ただし、本人か
らの申出があった際には、再度500円（税込み）の手数料を差し引い
ての振込みとなります。

6）登録口座不備などで口座登録がなく、ボーナスの振込みができない
場合、サンクスアイでの預かり期限は最大5年間とさせていただきま
す。預かり期間が経過すると、ボーナスの受け取り権利は消失いた
します。

1-3 ボーナス明細
ボーナス明細は、ウェブサイトから無料で閲覧できますが、郵送を希望
する場合は、毎月500円（税込み）がボーナスから相殺されます。所定
の手続きに従って届け出なければなりません。

2ボーナスの調整

ボーナスお支払い後にグループ内で返品・返金が発生した場合、それ
によって生じたボーナス差額を調整させていただきます。

2-1 ファーミングリテラシー協会への寄付
サンクスアイでは、自然環境を良いものにするための活動や、豊かな土
壌を取り戻す活動に積極的に取り組んでいます。そのためボーナスの
振込み予定金額を上記活動を支援する団体「ファーミングリテラシー
協会」へ寄付させていただいております。寄付金額は、ボーナスの受
取を希望しない場合にはその全額を、それ以外の方は、ボーナスの
1%を寄付させていただきます。
＜ファーミングリテラシー協会とは＞
いま日本には、見た目がきれいなら良い、安ければ良いという消費者に
支えられ、安全性など完全に無視されて製造される偽装食品の数々が
あふれています。
地球と他の生き物たちを最大限に尊重し、自然の循環や流れに則りで
きるだけ無肥料・無農薬により育てられた作物を、私たちは「愛産物」と
呼んでいます。
ファーミングリテラシー協会は、この現在の常識ではあまりに効率の悪い
「愛産物」の栽培に取り組む農家さんを支援し、安全・安心な農作物の
流通を支え、多くの人たちの健康の手助けをいたします。
皆さまのボーナスから寄付いただいた資金で、土壌改良剤（アースジョ
イ）を開発し、農家の方へ無償配布を行い、安全・安心な作物を収穫で
きる基礎を作っています。また、1人でも多くの方が食に興味を持ってい
ただけるよう各地で啓蒙活動を行っています。

サンクスアイも、農家を支援するための「ファーミングリテラシー協会」の
活動をサポートいたします。

ファーミングリテラシー協会概要
法人名 一般社団法人ファーミングリテラシー協会 
役員 代表理事 楯本雅巳
  理事 網本欣一 
 理事 藤原誠
所在地 熊本県熊本市東区御領6-1-6 
設立年月日 平成26年8月13日

2-2 税務申告
サンクスアイにおけるビジネス活動により得た所得は、各種税法に従い
会員が自ら申告する必要があります。

金額を返金いたします。
この場合も、サンクスアイが特に認める場合を除き、愛用会員へ資格変
更いたします。

（再送の場合は、P.32 3受取拒否または不在等による返送 の項を参
照。）

・返金手数料として、当該製品代金の10%相当額（製品代金には消費
税を含む）

・返品された製品によって発生したボーナス

ただし、クーリングオフ期間中の返品の場合は、この限りではありま
せん。
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8　紛争の解決及び懲戒手続き

1懲戒処分と手続き

サンクスアイは、本規約または全ての法令（条例を含む）の全ての違反
行為及び非倫理的な行為について、当該違反行為等を行った会員、
紹介者及び上位会員に対して、サンクスアイの裁量により、以下の一つ
または複数の是正措置（懲戒処分）を採ることができます。会員が法令
違反により逮捕その他の強制捜査の対象となった場合も同様とします。
1）指導、注意、警告等を各書面にて発行すること。
2）違反の程度により、一部または全部のボーナス受領の権利を剥奪す

ること。
3）上記調査中の資格停止の他、違反の程度に応じ、会員の資格を停

止すること。
4）会員資格登録契約を解約し、当該資格を強制的に剥奪すること。
5）上位会員への指導、再教育研修を行うこと。
6）会員の違法・不当な行為の結果、サンクスアイが被った損害または

費用の支払いを請求すること。当該金額を、その会員のボーナスか
ら徴収すること。

7）上記の他、サンクスアイが本規約または法令違反の是正または防止
に必要と認める処分を行うこと。

サンクスアイが懲戒処分を行う場合、対象となる会員に対して、その内
容及び理由を書面に記載して通知します。懲戒処分は、書面による通
知が郵便等により、登録されている会員の住所へ送付された日をもって
効力が発生します。サンクスアイは、この是正措置を実施するに先立
ち、事実関係の調査を行います。この事実調査は、サンクスアイが、必
要に応じて専門家の助力を得ながら行います。サンクスアイは、この事
実調査を行う間、サンクスアイが必要とする範囲の会員の資格を停止
することができるものとします。
調査の対象となった会員は、サンクスアイが適切と考える調査（証拠書
類や報告書の提出を含みますがこれに限りません）に対して、最大限
協力しなければなりません。会員が正当な理由なく調査への協力を拒
む場合、サンクスアイは当該会員の契約を強制解約することがあります。
なお、サンクスアイは、本規約に違反していると申し立てられたいかなる
行為に関しても、その調査中、当該行為をなした会員のボーナスの一部
または全部を保留または支払い停止にすることができるものとします。

2抗議及び苦情

会員が、他の会員のサンクスアイにおけるビジネス活動に関連する行

為に関し、抗議や苦情がある場合、その会員は自身の上位会員に対し
て当該問題を報告しなければなりません。その上位会員は、問題となる
事実の調査や、もう一方の当事者の上位会員との間でそれを解決す
る努力をしなければなりません。問題が解決しない場合、サンクスアイ
に対して報告をしなければなりません。サンクスアイは、事実を再調査
します。

3異議申し立て

懲戒処分を受けた会員は、異議申し立ての根拠を記した書面をサンク
スアイに提出することで、懲戒処分に対する異議申し立てをすることが
できます。
懲戒処分の異議申立てを行う場合、会員は、その申立てをサンクスアイ
に対して配達証明郵便により行うものとします。この申立ては、サンクス
アイの懲戒処分の通知を受領してから30日以内に、サンクスアイに提出
され、受領されなければなりません。会員は、申立ての証拠となる全ての
関係文書を、申立書と共に提出しなければなりません。会員が申立てを
上記手続きにより行った場合、サンクスアイはそれを検討し、あらゆる適
切な措置を考え、その決定を会員に書面にて通知します。サンクスアイ
が上記期限までに異議申立書を受領しない時は、解約、資格停止、そ
の他の措置は最終決定となり、会員は、全ての権利（ランク及び／また
はタイトル、会員資格に関する利益及び異議を含む）を放棄するものと
します。

4紛争の最終的な解決

サンクスアイと会員との間の会員資格登録契約から、または、同契約に
関連して、当事者の間に生ずる全ての紛争、論争または意見の相違
は、本社所在地または会員所在地の管轄裁判所への提訴により最終
的に解決されるものとします。本項は、サンクスアイが、管轄裁判所への
提訴前に、または訴訟手続き中に、当該管轄権を持つ裁判所から仮
差押え、仮処分、その他の保全命令等を、サンクスアイの利益を守るた
めに申請したり取得したりすることを妨げるものではありません。

5準拠法、管轄権及び裁判地

サンクスアイと会員との間の会員資格登録契約に起因または関連する
全ての問題には、日本国の法律が適用されます。

7　サンクスアイ　ボーナスプラン
サンクスアイ　ボーナスプランの内容については別冊をご参照ください。
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9　雑則

クーリングオフ

1）何らかの理由で、本規約、概要書面、契約書面のある条項が無効
または法的強制力を有しないと認められた場合には、当該規定の無
効な部分のみを分離、残りの規定は効力が維持されます。本規約に
は、無効または法的強制力がない規定は、含まれていないものと解
釈されます。

2）サンクスアイの故意または重過失による場合を除き、サンクスアイはビ
ジネス活動全般において会員に生じた損害（間接損害・逸失利益
を含みますがこれに限らないものとします）につき責任を負わないもの
とし、サンクスアイが会員に負う責任の上限は損害の原因となった

製品の売買代金とします。サンクスアイは、会員が利用するインター
ネットサービスプロバイダーの対応などが原因で、または何らかのメ
ールフィルタリングサービスが原因でメールを受信できなかったとして
も、一切責任を負いません。

3）本規約、概要書面、契約書面は、サンクスアイと会員との間の完全
合意を示すものです。これらと矛盾する「サンクスアイと会員との合
意」があった場合、本規約、概要書面、契約書面に記載の内容が
優先されます。

会員は、契約書面（初回注文製品に同梱）を受領した日から20日を経過するまでは、書面により会員資格登録契約の解除
（クーリングオフ）を行い、製品の返品をすることができます。また、クーリングオフについて不実告知または威迫されたことで誤
認または困惑をして上記期間を経過するまでにクーリングオフを行わなかった場合、サンクスアイから新たに交付するクーリン
グオフが可能な旨を記載した書面を受領してその内容の説明を受けた日から20日を経過するまでは、書面により会員資格登
録契約の解除を行い、製品の返品をすることができます。
クーリングオフの効力は、当該契約の解除を行う旨の書面を発信した日（郵便消印日付）から生じ、クーリングオフを行った者
が損害賠償または違約金を請求されることはありません。
クーリングオフを行った者は返品製品代金の全額の返金を速やかに受けることができます。なお、クーリングオフ期間内であれ
ば、開封済の製品であっても、当該製品の空容器をサンクスアイにご返送いただくことを条件として、返品製品代金全額の返
金を速やかに受けることができます（ただし、サンクスアイが特に認める場合を除く）。なお、返送に要する費用はサンクスアイ
が負担します。

書面によるクーリングオフは、下記の「記入例」を参考に手続きを行ってください。

＜記入例＞
〒861-8035

熊本県熊本市東区
御領6丁目1番6号

サンクスアイ株式会社 行

・申込日
・会員番号
・登録氏名
・登録住所
・登録電話番号
・注文製品・金額

上記の申込みは撤回し
　　　　契約を解除します。

「契約解除通知」
切手
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本ガイドラインは、サンクスアイメンバーズショップの健全な運営を目的と
して、メンバーズショップの運営に関する基本原則、および登録ショップ
の責務を定めています。
本書の内容を十分にご理解いただき、活動していただくようお願いいた
します。

メンバーズショップとは
サンクスアイが掲げる4つの共育の1つ「商育」の一環として、サンクスア
イ会員は、世界中に広がるサンクスアイのネットワークを利用し、自身が
運営する店舗（ショップ）の広告展開を行うことができる制度です。

メンバーズショップの特典
メンバーズショップには、次の特典が与えられます。
①サンクスアイ公式ホームページに情報を掲載し、ショップの宣伝・広告

を行うことができます。
②顧客として来店したサンクスアイ会員による口コミの力で、来客数の

向上が見込めます。

メンバーズショップ登録の条件・登録の取消し
メンバーズショップとして登録するには、以下の条件を満たしていること
が必要です。
①サンクスアイに登録があるビジネス会員であること
②サンクスアイ会員規約ならびにメンバーズショップ ガイドラインの内容

を十分に理解していること。
③ショップの顧客として来店したサンクスアイ会員に、何らかの購入（利

用）特典を提供すること。
④ショップの業種・業態に応じた必要な届出がなされていること。もしく

は許認可を得ていること。
⑤ショップは特定の顧客対象だけでなく、公衆の出入りが可能なオープ

ンなショップであること。
⑥ショップの業種・業態が、サンクスアイのイメージを損なったり公序良

俗に反するものでないこと。

ショップ登録取消しの申請があった場合、サンクスアイは直ちに掲載を
取り下げます。

（提出された書類一式の返却は行いません）。
また、上記登録条件が満たされない場合にも、事前の通告なく掲載を

取り下げることがあります。

登録方法
サンクスアイ所定の掲載申請書に必要事項を記入のうえ、掲載用の写
真データとともにEメールにてお送りください。

提出物：①メンバーズショップ掲載申請書　
②ホームページ掲載用写真データ

提出先Eメールアドレス：shop@thanksai.jp

事前審査
サンクスアイは、メンバーズショップの登録申請に際し、所定の事前審査
を行います。
事前審査は、業態・業種などの申請内容と総合的に勘案し、サンクスア
イの裁量によって最終的に決定します。審査の結果、ご希望に副えな
い場合もありますので、あらかじめご了承ください。
上記事前審査および掲載作業のため、ホームページへの反映は申請
から5～10営業日程度の時間がかかります。

各種変更
メンバーズショップの申請内容に変更がある場合または掲載を中止す
る場合には、直ちにサンクスアイに変更申請を行ってください。申請の際
には、所定の変更申請書を使用してください。
変更内容によっては、写真データなど必要なものの提出をお願いし
ます。

ガイドラインの変更
ガイドラインに掲載の内容は、法令およびビジネス環境のさまざまな変化
により、サンクスアイが必要に応じてその裁量により、当ガイドラインを予
告なく変更する場合があります。
変更後の内容は、メンバーズショップ登録者に以下の方法のいずれか
で直接通知もしくは、ショップ登録者自身が入手できるようにします。

①サンクスアイ公式ホームページ内の資料ダウンロード
②ファックス
③Eメール
④郵便
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サンクスアイ 愛用会員として入会するには、紹介者が必要です。
ご入会の前に、紹介者からこの書面に書かれたルールについて十分な説明を受けたうえで、必ずご本人が入会手続きを行ってください。
入会金や更新料のような、製品購入以外の費用はかかりません。

ご入会は、以下の方法で受付しています。

① サンクスアイ公式ウェブサイトから入会する
　http://www.thanksai.jp/　「新規会員登録」のメニューから入会できます。

② 愛用会員入会申請書で登録する
　専用の入会申請書に必要事項を記入して、郵送またはファックスにてご提出ください。

　郵送先：〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6-1-6　サンクスアイ株式会社
　ファックス：096-285-3513

ご入会完了後、サンクスアイから「愛用会員入会完了のお知らせ」をお送りします。
この通知を受け取ってから、サンクスアイ 愛用会員として製品のご注文ができるようになります。

支払い方法が代金引換でのご入会受付期間は毎月1日～20日となります。
なお、不備等で20日までに受付ができなかった場合は、代金引換以外の支払い方法へご変更いただきます。

入会方法

サンクスアイ 愛用会員とは、サンクスアイ製品（一部の販促品を除く）をサンクスアイから会員価格で購入することができる会員のことです。
ビジネス会員と違い、サンクスアイ 愛用会員は、ビジネス活動によってボーナスを受け取ることはできません。

サンクスアイ 愛用会員になるには、いくつかの条件があります。

1）満20歳以上であること。
2）日本国内に住民登録をしている個人であること。（法人名義での入会はできません。）
3）すでにサンクスアイの会員（ビジネス会員または愛用会員）ではないこと。または、ビジネス会員としてサンクスアイに登録している法人に、役員とし

て属していないこと。
4）かつてビジネス会員として登録したことがある方は、解約後12ヶ月以上、または最終購入より12ヶ月以上経過していること。
5）過去にサンクスアイから解約または退会措置を受けていないこと。または、過去にクーリングオフ・返品を伴う中途解約を行っていないこと。
6）ご家族に、暴力団等の反社会的勢力及びその団体と直接または間接の関係がある方がいないこと。

これらの条件が満たされていないとサンクスアイが判断した場合は、ご入会をお断りさせていただきます。またご入会後に条件が満たされていないと
判明した場合も、ご入会を取り消させていただきます。あらかじめご了承ください。

サンクスアイ 愛用会員
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1注文方法

1-1 都度注文
いつでも好きな時に、好きな分だけご注文いただけます。ただし注文受付完了後のキャンセルはできません。
注文方法や支払い方法については、以下をご参照ください。

1-2 定期購入
毎月ご希望の日に、事前にお申し込みの製品をお届けするサービスです。
指定口座からの自動引き落としにて代金をお支払いいただくこともできます。

購入内容（注文製品・支払い方法・お届け希望日など）は、ウェブサイト・ファックス・電話にて変更することができます。その際の変更手数料はかかり
ません。
変更には支払い方法ごとに締切が設けられています。

ご注文について

注文方法 支払い方法

ウェブサイト http://www.thanksai.jp/
クレジットカード（※1）
代金引換（※2,3）
前入金（銀行振り込み）（※4）

ファックス 096-285-3513

電話 096-285-3910

※1…クレジットカードでお支払いの場合、事前にメールアドレスのご登録が必要です。
※2…代金引換にてお支払いの場合、出荷手数料750円（税込み）とは別に代金引換手数料250円（税込み）をいただきます。
※3…代金引換は毎月1～20日の間でご利用いただけます。
※4…指定口座へ代金をお振込みのうえ、振込明細書をファックスまたはメールにてご提出ください。

振込指定口座（下記のどちらか）
 三菱東京UFJ銀行 熊本支店　普　0025926
 ゆうちょ銀行 17190-5049621

支払い方法 締切 製品到着（希望）日 代金請求日

自動引き落とし（※1,2） 前月15日まで
毎月20日

（到着日はご指定いただけ
ません）

毎月5日
（金融機関休業の場合は翌
営業日）

代金引換
希望到着日の10日前まで 1～20日の間の

ご希望の日（※3）

製品受け取り時

クレジットカード（※2） 希望日の8日前（※4）

※1…口座振替依頼書を事前にサンクスアイまで郵送にてお送りください。
 自動引き落としの手続きが完了するまでの間は、代金引換にてお送りいたします。
 場合によっては、引き落とし開始までに数ヶ月かかることもあります。
※2…3ヶ月連続で引き落としができず、その間に他のご注文がなかった場合には、お申込みの定期購入は一旦停止させていただきます。
 再開をご希望の場合には、サンクスアイまでご連絡ください。
※3…登録直後の初回定期購入の発送は、ご希望日と異なる日に届く場合があります。
 また、登録翌月11日までに定期購入の開始または変更を行った場合も、ご希望と異なる日（月）に届く場合があります。登録日が月

末の場合、初回製品と翌月の定期購入製品の着日が近いためご注意ください。
※4…実際の引き落とし日は、ご利用のクレジットカード会社へお問い合わせください。
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2支払いに関するご注意

1）全ての注文には支払いが伴います。通常注文の支払いは、原則とし
てクレジットカード・代金引換が利用できます（不定期購入のみ前入
金可、定期購入のみ口座振替可）。

2）代金引換の場合を除いて、代金の支払いはご注文の受付と同時に
行います。

　支払いが確認されなければ製品は発送されません。
3）クレジットカードやデビットカードは、注文者ご本人名義のもののみ使

用可能です。
　クレジットカードによる支払いの場合、一括払いのみとなり海外利用

扱いとなります。
4）会員ならびに愛用会員は、サンクスアイに登録し、または製品を購入

するために、他の会員やその他の第三者に自分のクレジットカードや
デビットカードを使用することを許可してはなりません。クレジットカード
会社またはサンクスアイからの支払い請求に対して一定期間応じな
い場合、当該会員は活動停止になります。

3受取拒否または不在等による返品について

1）代金引換にてご注文いただいた製品が、受取拒否または長期不在
等の理由で、製品が2回返送された場合、それ以降のご注文から
代金引換のお支払いはご利用いただけません。

　2回目の返品から1年経過後、サンクスアイにお申し出いただくこと
で、再度代金引換でご利用いただけるようになります。

2）再配送のご希望の場合、再送時または次回ご注文時に再送手数
料として、別に1,500円（税込み）をご負担いただきます。

4後日発送

原則として、在庫がある製品については、お支払いが確認でき次第、
速やかに出荷します。
ただし、ご注文いただいた製品が入荷待ちの場合、該当製品のみを
入荷次第の後日発送とさせていただく場合があります。

5注文受領時の確認・交換

ご注文の製品が、納品書に記載されている内容と不一致または損傷
等の製品不良があった場合、受領から30日以内にサンクスアイにご連
絡ください。早急に交換などの対応をさせていただきます。その際の費
用は、サンクスアイが負担します。
なお、自己都合による返品・交換は、未使用・未開封のものに限り費用
をご負担いただくことで返品・交換が可能です。この場合は、同一の
注文月内でのご連絡かつ翌月7日までの受け取りが必要です。
ご連絡いただけなかった場合、返品・交換はできませんので、あらかじ
めご了承ください。

6価格・手数料の変更

サンクスアイ製品の価格や手数料は、経済状況その他諸般の事情に
より変更される場合があります。変更はウェブサイトやEメールもしくは製
品に同梱されるチラシ等でお知らせします。

7大量購入の禁止

サンクスアイは、会員が1ヶ月間に無理なく消費することのできる量の製
品を購入することのみを認めます。当該量を上回る量の製品の購入を
固く禁止しています。サンクスアイが、1ヶ月間に無理なく消費することの
できる量ではないと判断した注文については、サンクスアイから注文者
に確認連絡を行う場合があります。

86ヶ月連続購入プレゼント

定期購入、都度購入に関わらず、6ヶ月連続の購入（12,000PV以上）
ごとにお好きな製品を1つプレゼントします。プレゼントは、7ヶ月目のご注
文に同梱され、7ヶ月目に製品の購入がない場合、プレゼントの権利は
消失します。
2度目以降の連続購入のカウントは、プレゼントのお届けと同時に始まり
ます。

（7ヶ月目は2度目の連続購入の1ヶ月目。プレゼントは13ヶ月目に同梱）

1クーリングオフ

①サンクスアイ 愛用会員は、初回注文製品の受領日から20日（受領日
を含む）を経過するまでは、書面にて退会手続きを行い、製品の返品
をすることができます。（クーリングオフ）

②クーリングオフについて不実告知または威迫されたことで、誤認また
は困惑をして①の期間を経過するまでにクーリングオフを行わなかっ

た場合、サンクスアイから新たに交付するクーリングオフが可能な旨
を記載した書面を受領して、その内容の説明を受けた日から20日を経
過するまでは、退会手続きを行い、製品の返品をすることができます。

③クーリングオフの効力は、契約の解除を行う旨の書面を発信した日
（ただし、郵便消印日付等で証明が必要）から発生し、クーリングオフ
をする方が損害賠償または違約金を請求されることはありません。

④クーリングオフをする方は返品製品代金の全額の返金を速やかに

クーリングオフ・退会・返品
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受けることができます。なお、クーリングオフ期間内であれば、開封済
の製品であっても、空容器を返送いただければ、返金対象になりま
す。この際の、返送にかかる費用はサンクスアイが負担します。

⑤ご登録時に手続きをされた初回注文製品が、受取拒否によりサンク
スアイに返送されてきた場合、クーリングオフの意思表示と判断し、ク
ーリングオフ（返金）の手続きを進めさせていただきます。

2クーリングオフ期間経過後の返品

1）サンクスアイ愛用会員入会後1年以内の会員が退会する場合、以下
の条件をすべて満たした「返品申出日から遡って90日以内に引渡し
を受けた未開封・未使用の製品」については返品することができま
す。なお退会が伴うため、所定の申請書＜退会届＞の提出が必要
です。

　①消費期限内（品質保証期間内）の製品。
　②期間限定、地域限定などの限定販売ではない製品。
　③再販売していない製品。 
　④自らの責任で減失、き損していない製品。
2）返品は、サンクスアイ所定の手続きに従って、サンクスアイが指定する

倉庫宛にお送りください。返品に伴う送料はご負担いただきます。
3）返金は、返品製品とサンクスアイ所定の申請書の到着後に手続きを

行います。返金額は、返金手数料として当該製品代金の10%を差引
いた金額とさせていただきます（製品代金には消費税を含む）。

3退会

サンクスアイ 愛用会員はいつでも退会をすることができます。

退会に際しては、所定の申請書＜退会届＞を提出してください。

4退会が伴わない返品

1）製品を受け取ってから30日以内であれば、未開封・未使用の製品の
場合に限り、返品をすることができます。

2）サンクスアイ所定の手続きに従って、サンクスアイが指定する倉庫宛
にお送りください。返品に伴う送料はご負担いただきます。

3）返金は、返品製品とサンクスアイ所定の申請書の到着後に手続きを
行います。返金額は、返金手数料として当該製品代金の10%を差引
いた金額とさせていただきます（製品代金には消費税を含む）。

返金完了後は代金引換、定期購入がご利用いただけなくなります。
なお、ご利用いただけなくなってから1年経過後に、サンクスアイにお申し
出いただくことで、再度代金引換、定期購入はご利用いただけるように
なります。

5会員都合（受領拒否または長期不在）による返品の取り扱い

理由の如何を問わず会員（愛用会員含む）による製品の受領拒否、ま
たは長期不在により返品された製品は、当該製品の再送を希望しない
場合（サンクスアイに申し出がない場合も含む）、返金手数料として、当
該製品代金の10%相当額（製品代金には消費税を含む）を調整後の
金額を返金いたします。ただし、クーリングオフ期間中の返品の場合は、
この限りではありません。

1登録情報の変更

登録情報に変更がある場合は、速やかに所定の手続きに従って申請
をお願いいたします。（個人登録情報とは、氏名・住所・電話番号・Eメー
ルアドレス等）

2紹介者の変更

入会手続完了から、5営業日以内に申請いただければ変更させていた
だきます。

会員情報の変更

1譲渡・承継（相続）

サンクスアイ 愛用会員資格を譲渡または承継（相続）することはできま
せん。

2サンクスアイ 愛用会員からビジネス会員への変更

一度サンクスアイ 愛用会員を退会し、あらためてビジネス会員の登録
申請（再登録）を行ってください。再登録の際には、紹介者から概要書

会員資格の変更
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面の交付、概要書面の内容及びサンクスアイ ビジネス活動について
十分な説明を受け、所定の手続きにそって申請を行ってください。資格
変更の申請をした月に製品購入がある場合は、ボーナス計算の都合
上、資格変更日はその翌月1日付とさせていただきます。この場合、愛用
会員として登録されていたポジション※１を維持することはできません。
ただし、愛用会員として入会後3ヶ月（入会月を含む）以内であれば、ポ
ジションを維持したままビジネス会員へ資格変更が可能です。この場合
の変更手続きには、会員登録申請書のほかに嘆願書の提出と変更手

数料（2,000円：税込み）の支払いが必要です。
※１… サンクスアイ ボーナスプランにおける、組織図内での位置を指し

ます。

3再入会

いつでも再入会することができます。
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サンクスアイ株式会社（以下、「サンクスアイ」といいます。）は、サンクス
アイ会員（サンクスアイ愛用会員を含みます。）、サンクスアイ会員を検討
しているお客様、その他サンクスアイ公式ウェブサイトのご利用者（以
下、併せて「お客様」といいます。）の特定個人情報を含む個人情報の
取扱いについて、個人情報（特定個人情報）の保護に関する法令及
び行政機関等が定めた規範・ガイドラインを遵守し、サンクスアイが以
下に定めたプライバシーポリシーを実行し、個人情報について適正な
保護に努めます。また、サンクスアイは、個人情報が適正に取り扱われる
よう継続的な改善に努めます。

1.個人情報の取り扱い
⑴サンクスアイは、個人情報の収得目的を事業活動の範囲内で明確

に定め、その目的達成のために必要な限度において、公正かつ適正
な方法で個人情報の収得、利用および提供を行います。

⑵サンクスアイは、個人情報の漏えい、紛失、棄損、改ざん、不正アクセ
スの防止のため、社内で個人情報の保護に関する安全対策を実施
するとともに、問題が発生した場合は適切な措置を講じます。

⑶サンクスアイのプライバシーポリシーは、お客様がサンクスアイのウェ
ブサイト閲覧、製品の購入を含めサンクスアイが提供するあらゆるサ
ービスを利用するときに適用され、収集された個人情報は、サンクス
アイのプライバシーポリシーに従って管理されます。

⑷お客様から提出された「会員登録申請書および同意書」「本人確
認書類」その他の個人情報が記載された書類につきましては、社内
規程の定めにより保管期間満了後に破棄いたします。記載不備、既
登録その他の事由により不要と判断される書類については、サンク
スアイで破棄いたします。

2.個人情報の収集
⑴サンクスアイは、お客様がサンクスアイのホームページを閲覧する際

に、お問い合せその他ご相談などで個人情報を入力して頂いたりす
る際に自動的に取得しています。サンクスアイはお客様のIPアドレス
やクッキー情報、お客様が閲覧したページ、お客様の利用環境など
の情報をユーザーのブラウザから自動的に受け取り、サーバーに記
録しています。サンクスアイがお尋ねする個人情報は、サンクスアイの
サービスをご利用いただくために必要なものに限られています。

⑵サンクスアイは、お客様がサンクスアイ会員の登録の際に個人情報
を提供していただき、これを収集しています。また、会員登録後におい
ても、サンクスアイのサービスの提供を受けるに必要な限度で個人
情報を提供していただき、これを収集いたします。

3. 個人情報の利用目的
⑴サンクスアイは、以下の目的でお客様の個人情報（特定個人情報を

除きます。）を利用します。
①製品・サービスの提供

②クレジットカード会社や配送業者への代金決済依頼
③金融機関への口座引落し依頼
④ボーナスの支払いに関連する事項
⑤登録・購買実績、ボーナス状況などの情報の提供
⑥キャンペーン、会社主催セミナー、会社主催イベント、新製品に関

する情報の提供
⑦ご本人または第三者からのご相談対応、記録、管理
⑧ご本人または組織内の関係者へのビジネスの状況確認、トラブル

処理、ビジネスの適正化を目的とした連絡または情報提供
⑨健康及び美容に役立つと考えられる情報の提供
⑩当社が認めた会社・団体への情報の提供
⑪サンクスアイでの会員管理

⑵サンクスアイは、法令で認められている目的に限って、特定個人情報
を具体的な業務に応じて権限を与えられた者のみが、業務上必要
な限りにおいて利用します。

4.第三者への提供
⑴サンクスアイは、以下の場合を除き、本人の同意なく第三者に対し

て、個人情報を開示または提供することはいたしません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必

要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法

令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場
合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障
を及ぼすおそれがあるとき。

⑤利用目的の達成に必要な範囲内において当社が業務委託先に
提供する場合

⑥合併等による事業の承継に伴い提供する場合
⑦第三者への提供を目的として個人情報を取得しており、その目

的、提供されるデータ項目、提供手段、提供の停止の申し出先を
通知または容易に知り得る状態に置いている場合

⑵サンクスアイは、以下の場合を除き、特定個人情報を第三者に提供
いたしません。
①特定個人情報の利用目的の処理のために必要な限度で特定個

人情報を提供する場合
②特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併そ

の他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供する
場合

③人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合におい
て、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難である
場合

④その他「行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律」の規定により特定個人情報を第三者に提
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供することが定められている場合

5.外部への委託
サンクスアイは、お客様に製品やサービスを提供する目的、その他

「3.個人情報利用目的」の範囲内で、サンクスアイからの委託を受けて
業務を行う会社に対して、必要な範囲内でお客様より取得した個人情
報を提供することがあります。なお、委託を受けて業務を行う会社は、サ
ンクスアイが提供した個人情報を上記目的のために必要な限度を超え
て利用することはできず、サンクスアイは、当該外部委託先を適切に監
督いたします。

6.共同利用
サンクスアイ及びサンクスアイの会員は、取得した個人情報（特定個人
情報を除きます。）を共同利用することがあります。共同利用に関して
は、以下のとおりです。
　　　　
⑴共同利用する者の利用目的
　「3.個人情報利用目的」記載のとおり

⑵共同利用者の範囲
　・サンクスアイ株式会社
　・サンクスアイ会員（サンクスアイ愛用会員は除く。）

⑶共同して利用される個人データの項目
①氏名、生年月日、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、

口座番号等ご登録の際に入力または記載いただいた事項
②クレジットカードの決済状況に関する事項
③ボーナスに関する事項（金額、ポイント、支払い時期、種類、明細

等）
④製品注文、返品に関する事項（注文製品、注文製品数、支払い

金額、配送先、明細等）
⑤資格解約手続き、転居等に伴う変更手続きに基づく事項（住所、

電話番号、変更事由、解約事由等）
⑥ビジネス活動の状況に関する事項（資格達成状況、グループ状

況、発注状況、トラブル状況等）
⑦相談・お問い合わせに際し、サンクスアイが取得する情報
⑧資格達成時、イベント等において撮影される、またはご本人からご

提供いただく映像、写真、音声

⑷管理責任者
　・サンクスアイ株式会社

7.開示などの請求および苦情などの申し立てについて
サンクスアイは、サンクスアイが取り扱う個人情報について、本人または
代理人からの開示請求および苦情などの申し立てがあった場合、適正
に対応します。これらの手続きに関しては、下記の【お問い合わせ先】ま
でご連絡ください。

【お問い合わせ先】サンクスアイ株式会社
【TEL】096-285-3910

受付時間：平日10時～18時（土・日・祝日休み）

8.改訂
サンクスアイは、本プライバシーポリシーを事前に予告なく改訂させてい
ただくことがあります。改訂された内容につきましては、ホームページそ
の他の方法により公開されます。
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各種窓口

返品窓口

返品の際は、下記返品窓口までお送りください。返品規定につきましては、サンクスアイ会員規約をご覧ください。

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里6-65-1 日本運輸倉庫 東京食品事業所A棟4F
株式会社リーヴオン内 サンクスアイ配送センター

申請書類送付先

各種申請書は下記方法のいずれかにてお送りください。

〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6-1-6
096-285-3513
support@thanksai.jp（身分証明書の提出）
info@thanksai.jp（振込明細書の提出）

お問い合わせ窓口

サンクスアイ　カスタマーサービス
TEL：096-285-3910　営業時間：10:00～18:00（土・日・祝日 休）

製品のご注文／ビジネスに関するご質問／製品の返品、交換に関するご質問 などはこちら

回線は、以下の通り分岐いたします。目的の回線へお問い合わせください。

❶製品のご注文　❷ご登録情報および定期購入の内容変更　❸ビジネスおよびその他に関してのお問い合わせ（ポジション変更、
クーリングオフ・解約や返金受付など）　❹お客様相談窓口（クーリングオフ・コンプライアンスに関する相談、ご登録前の心配事の相談）
※❹お客様相談窓口は17:00までの営業です。

ダイヤル回線をご利用の方は、オペレーターへつながるまでお待ちください。

サンクスアイ　お客様相談窓口
TEL：096-285-6613　営業時間：10:00～17:00（土・日・祝日 休）

サンクスアイに関する質問全般／解約、クーリングオフなどのご相談／ご登録前の心配事などのご相談 などについてはこちら

サンクスコール
サンクスアイに関わるすべての人が、安心してビジネスに取り組める環境が提供できるよう、新規ご登録いただいた方向けに
サンクスコールいたします。

まずは、サンクスアイにご登録いただいたことへの感謝、そして登録に際し抱えている不安をどんな些細なことであっても解
消できるよう努めます。平日9:00～18:00の間にて、新規ご登録いただいたすべての皆さまへお礼のお電話をかけさせてい
ただきます。ご多忙の皆さまには、電話がつながらないこともあるかと思います。その場合には、お手紙の発送をもってお礼と
代えさせていただきます。

このサービスは、登録審査が目的ではありません。これからサンクスアイ活動を始める方が、よりスムーズに進めていけるよう、経
験豊かなスタッフが皆さまからのご相談を承ります。

郵 便
ファックス
Eメール

：
：
：



【会員登録申請書】
ご記入日　　 20　　　 年　　　 月　　　 日

未記入の場合、ご登録ができません。表紙の概要書面番号をご記入ください。
会員番号は自動発番となります。

フリガナ ／ローマ字

※法人登録の場合、会社名・肩書き・代表者氏名までご記入ください。

公的機関の発行する証明書（運転免許証、パスポート、健康保険証、住民票など）の写しを本申請に同封、もしくは登録完了から30日以内にご提出ください。

生年月日(西暦)
設立年月日

氏　名 男 ・ 女 ・ 法人

住　所

電話
メール
アドレス

FAX

② 

お
申
込
み
者

携　帯

ご紹介者 上位者指定

□自動　　　□左ライン末端　　　□右ライン末端 □左　　　　 　　□右

□申し込む

③ 

ご
紹
介
者 ライン

会員番号

氏　名

ライン

会員番号

氏　名

ゆうちょ銀行
を除く
金融機関

ゆうちょ銀行

銀行名 銀行・信金
信組・農協

本店
支店

銀行コード

預金種目 □普通預金　　　□当座預金

口座番号支店
コード

通帳記号 1 10 通帳番号（右詰めで記入）

④ 

振
込
口
座

⑥ 

初
回
製
品

※お振込みとお引落しは登録名義と同一口座となります。※定期購入を自動引落しにてお申し込みの方は、別紙の口座振替依頼書をご提出ください。
※銀行かゆうちょ銀行、いずれかご希望の金融機関をご記入ください。

カード種類

カード番号 － － －
※カード決済をご希望の方は、メールアドレスのご登録が必須となります。②のメールアドレス欄にメールアドレスをご記入ください。

□VISA　　□JCB　　□Master
□AMEX 　□Diners ※ご注文者ご本人様名義のカードに限ります。

　名義が異なる場合、ご注文は無効とさせていただきます。
有効
期限 月／　　　年

初回支払方法

□代金引換　　 □前入金
□カード決済

□代金引換
□カード決済

2箱登録（24,000PV）
2箱登録の方は合計2箱になるように
品番と箱数を記入してください。

1箱登録（12,000PV）
1箱登録の方は品番を1つ記入してください。

2箱登録プレゼント
2箱登録の方は品番を1つ
記入してください。

※レ点がない場合、代金引換にて発送と
なります。(20日まで)

※レ点がない場合、代
金引換にて発送とな
ります。

※自動引落しをご希望
の方は口座振替用紙
をご提出ください。

※定期購入有無に関わらず、6ヶ月連続
購入で7ヶ月目に12,000PVの製品を
プレゼントいたします。記入がない場合、
プロフィルとさせていただきます。

⑦ 

定
期
購
入

申し
込む

□申し込
　まない

※ボーナス明細の郵送をご希望の方は、毎月500円をボーナスから相殺させていただきます。

サンクスアイ株式会社
〒861-8035
熊本県熊本市東区御領6丁目1番6号

お問い合わせ 月～金　10：00～18：00／土 ・ 日 ・ 祝日　休業
T E L
F A X

096-285-3910
096-285-3513 【24時間】受付

私は登録申請に際し、以下のことを確認しサンクスアイへの入会を申請します。
□ 会員登録を申請するにあたり、概要書面を受け取り、内容をよく理解したうえで登録し、関連法規を遵守してビジネス活動を行います。
□ 会員登録を申請するにあたり、会員規約に記載された会員の条件を満たしています。
□ サンクスアイの個人情報の取り扱いについて、内容を理解し同意します。
□ ファーミングリテラシー協会の趣旨に賛同し、ボーナスの1%を寄付することに同意します。

□指定なし
□午前中 □12時頃～14時頃 □14時頃～16時頃
□16時頃～18時頃 □18時頃～20時頃 □19時頃～21時頃

キ
リ
ト
リ

　右側
の
み
F
A
X
も
し
く
は
コ
ピ
ー
の
上
、原
本
を
本
社
へ
お
送
り
く
だ
さ
い
。提
出
後
の
控
え
は
ご
本
人
様
が
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

定期購入支払方法 お届け希望日

製品購入申込書 兼 製品定期購入申込書

① 概要書面番号

⑧ 6ヶ月連続購入プレゼント

⑨ 配達時間帯指定 ⑩ ボーナス明細書

カード名義人
（ローマ字）

年　　　　月　　　　日 ニックネーム

〒　　　 －　
都道
府県

本申請書はコピーして、お手元にも保管しておいてください。

⑤ 

カ
ー
ド
情
報

※1～20日の希望日
をご記入ください。
記入がない場合、
13日とさせていた
だきます。

日

確認事項
（確認したら 　）

⑪

箱

箱

箱

箱

箱

箱

箱

箱

品　番 品　番箱　数品　番 箱　数

品　番 箱　数

品　番

1

Bonus plan

登録申請書の記入例

支払方法 着 日
代金引換 毎月1～20日のご希望日

カード 毎月1～20日のご希望日

自動引落し 引落し開始前⇒毎月1～20日のご希望日
引落し開始後⇒毎月20日

<お願い>記入漏れ、記入間違いのないようにお願いいたします。ご紹介者への電話確認や書類の
再提出が必要となり、ご登録が遅れる場合がございます。ご提出の際には、十分にご確認
ください。

サンクスアイ・ガイドブック
の表紙に記載しております
概要書面番号をご記入く
ださい。会員番号は自動発
番となります。初回製品と
一緒にお届けします登録完
了のお知らせをご確認くだ
さい。

申請書を郵送する場合は、
記入日を同一月度の消印
で、コピーを手元に保管のう
え、原本をお送りください。

⑨配達時間帯指定
配送業者の都合により、時
間指定不可能地域もござ
いますのでご了承ください。
レ点がない場合は指定な
しにてお届けいたします。

②お申込み者
法人登録の場合は、会社
名・役職名・代表者名すべ
てをご記入ください。また、
設立年月日を生年月日の
欄へご記入をお願いしま
す。取得から３ヶ月以内の
全部事項証明書または、株
主または出資者名簿の写
しを本申請に同封、もしく
は登録完了から30日以内
にご提出ください。
支払方法をカード決済にさ
れる方は、メールアドレスを
必ずご記入ください。

③ご紹介者
ご紹介者の会員番号・氏名
をご記入ください。ライン
指定のご希望がある場合
は、いずれかにレ点を入れ
てください。ご記入がない
場合、自動的に登録されま
す。
上位者指定のご希望があ
る場合は、会員番号・氏名・
ラインをご記入ください。
バイナリー組織の上位者と
その左右のライン指定をし
た場合、必ずしも指定者の
直下の指定ラインに登録さ
れるとは限りません。

公的機関の発行する証明
書は、ご登録完了から30
日以内に以下の方法のい
ずれかでご提出ください。

郵便：
〒861-8035 熊本県熊本市
東区御領6-1-6
ファックス：
096-285-3513
Eメール：
support@thanksai.jp

提出書類（取得から3ヶ月内
または有効期限内のもの）
個人：運転免許証、パス
ポート、健康保険証、住民
票などの写し
法人：全部事項証明書また
は、株主または出資者名簿
の写し

⑦定期購入
定期購入をお申し込みの場合、ご希望製品の箱数・支払方法・お届け希望日を
ご記入ください。ご記入がない場合は、申し込まないとさせていただきます。
※お届け希望日
　代金引換とカード決済をご選択の場合は、1～20日の希望日をご記入くだ
さい。ご記入がない場合は、13日とさせていただきます。
※自動引落しをご希望の場合、別紙の口座振替依頼書をサンクスアイまで
郵送してください。

⑥初回製品
初回1箱登録の場合は、ご
希望の製品の品番のみを
ご記入ください。
1箱登録⇒21,600円
（12,000PV）
初回2箱登録の場合は、合
計2箱になるようにご希望
の製品の品番と箱数をご
記入いただき、プレゼント
の品番についてもご記入く
ださい。
※ア・マテラス オールセット
には、プレゼントが付き
ません。
2箱登録⇒43,200円
（24,000PV）
支払方法にレ点がない場
合は、代金引換で発送いた
します。カード決済をご希
望の場合は、⑤のカード情
報と②のメールアドレスを
ご記入ください。
価格はすべて税込みです。
前入金をご希望の場合は、
振り込み明細書をファック
スまたはメールにてお送り
ください。（WEB受付不可）

ファックス：
096-285-3513
Eメール：
info＠thanksai.jp
振込先指定口座（下記のど
ちらか）：
●三菱東京UFJ銀行 
　熊本支店 普 0025926
●ゆうちょ銀行
　17190-5049621

⑥⑦⑧品番について
下表の品番をご記入ください。（初回購入では、太枠内の製品のみ購入可能です。）

⑧6ヶ月連続購入
　プレゼント
支払方法、定期購入有無
に関わらず、6ヶ月連続で
製品を購入いただいた場
合、7ヶ月目の購入製品と
同封にてプレゼント製品を
お届けします。ア・マテラス 
スキンケアシリーズでは、
プレミアム エッセンスのみ
選択可能です。
品番の記入がない場合、
プロフィルとさせていただ
きます。

受付は、月末日の23：59までのウェブサイトでの手続き完了分、ファックス到着分、郵送は月末消印分までを
当月の登録といたします。ただし、祝日等で早まる場合があります。

品 番 製 品 名
1001
1002
1003
2001
3000

3001

パーフェクト ミネラル アイ（液）
パーフェクト ミネラル アイ（パウダー）
ハイブリッド ミネラル アイ（粒）
プロフィル
ハートフル エッセンス アイ
ア・マテラス オールセット
初回購入 24,000PV　2回目以降 36,000PV

品 番 製 品 名
3002
3003
3004
3005
3006
3007

ア・マテラス 全身ソープ
ア・マテラス クレンジングオイル
ア・マテラス 全身ローション
ア・マテラス プレミアムエッセンス
ア・マテラス リペアクリーム
ア・マテラス UVクリーム



【会員登録申請書】
ご記入日　　 20　　　 年　　　 月　　　 日

未記入の場合、ご登録ができません。表紙の概要書面番号をご記入ください。
会員番号は自動発番となります。

フリガナ ／ローマ字

※法人登録の場合、会社名・肩書き・代表者氏名までご記入ください。

公的機関の発行する証明書（運転免許証、パスポート、健康保険証、住民票など）の写しを本申請に同封、もしくは登録完了から30日以内にご提出ください。

生年月日(西暦)
設立年月日

氏　名 男 ・ 女 ・ 法人

住　所

電話
メール
アドレス

FAX

② 

お
申
込
み
者

携　帯

ご紹介者 上位者指定

□自動　　　□左ライン末端　　　□右ライン末端 □左　　　　 　　□右

□申し込む

③ 

ご
紹
介
者 ライン

会員番号

氏　名

ライン

会員番号

氏　名

ゆうちょ銀行
を除く
金融機関

ゆうちょ銀行

銀行名 銀行・信金
信組・農協

本店
支店

銀行コード

預金種目 □普通預金　　　□当座預金

口座番号支店
コード

通帳記号 1 10 通帳番号（右詰めで記入）

④ 

振
込
口
座

⑥ 

初
回
製
品

※お振込みとお引落しは登録名義と同一口座となります。※定期購入を自動引落しにてお申し込みの方は、別紙の口座振替依頼書をご提出ください。
※銀行かゆうちょ銀行、いずれかご希望の金融機関をご記入ください。

カード種類

カード番号 － － －
※カード決済をご希望の方は、メールアドレスのご登録が必須となります。②のメールアドレス欄にメールアドレスをご記入ください。

□VISA　　□JCB　　□Master
□AMEX 　□Diners ※ご注文者ご本人様名義のカードに限ります。

　名義が異なる場合、ご注文は無効とさせていただきます。
有効
期限 月／　　　年

初回支払方法

□代金引換　　 □前入金
□カード決済

□代金引換
□カード決済

2箱登録（24,000PV）
2箱登録の方は合計2箱になるように
品番と箱数を記入してください。

1箱登録（12,000PV）
1箱登録の方は品番を1つ記入してください。

2箱登録プレゼント
2箱登録の方は品番を1つ
記入してください。

※レ点がない場合、代金引換にて発送と
なります。(20日まで)

※レ点がない場合、代
金引換にて発送とな
ります。

※自動引落しをご希望
の方は口座振替用紙
をご提出ください。

※定期購入有無に関わらず、6ヶ月連続
購入で7ヶ月目に12,000PVの製品を
プレゼントいたします。記入がない場合、
プロフィルとさせていただきます。

⑦ 

定
期
購
入

申し
込む

□申し込
　まない

※ボーナス明細の郵送をご希望の方は、毎月500円をボーナスから相殺させていただきます。

サンクスアイ株式会社
〒861-8035
熊本県熊本市東区御領6丁目1番6号

お問い合わせ 月～金　10：00～18：00／土 ・ 日 ・ 祝日　休業
T E L
F A X

096-285-3910
096-285-3513 【24時間】受付

私は登録申請に際し、以下のことを確認しサンクスアイへの入会を申請します。
□ 会員登録を申請するにあたり、概要書面を受け取り、内容をよく理解したうえで登録し、関連法規を遵守してビジネス活動を行います。
□ 会員登録を申請するにあたり、会員規約に記載された会員の条件を満たしています。
□ サンクスアイの個人情報の取り扱いについて、内容を理解し同意します。
□ ファーミングリテラシー協会の趣旨に賛同し、ボーナスの1%を寄付することに同意します。

□指定なし
□午前中 □12時頃～14時頃 □14時頃～16時頃
□16時頃～18時頃 □18時頃～20時頃 □19時頃～21時頃

キ
リ
ト
リ
　右
側
の
み
F
A
X
も
し
く
は
コ
ピ
ー
の
上
、原
本
を
本
社
へ
お
送
り
く
だ
さ
い
。提
出
後
の
控
え
は
ご
本
人
様
が
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

定期購入支払方法 お届け希望日

製品購入申込書 兼 製品定期購入申込書

① 概要書面番号

⑧ 6ヶ月連続購入プレゼント

⑨ 配達時間帯指定 ⑩ ボーナス明細書

カード名義人
（ローマ字）

年　　　　月　　　　日 ニックネーム

〒　　　 －　
都道
府県

本申請書はコピーして、お手元にも保管しておいてください。

⑤ 

カ
ー
ド
情
報

※1～20日の希望日
をご記入ください。
記入がない場合、
13日とさせていた
だきます。

日

確認事項
（確認したら 　）

⑪

箱

箱

箱

箱

箱

箱

箱

箱

品　番 品　番箱　数品　番 箱　数

品　番 箱　数

品　番

1



【会員登録申請についての同意書】
※本同意書は、満75歳以上の方がサンクスアイに会員登録申請を行うにあたり、申請者の親族が
登録についての同意していることを証明するために、「郵送」にてご提出いただく書類です。

　本同意書の提出がない場合、会員登録申請は認められず、会員資格は無効となります。

登録申請者氏名
　　（フリガナ）

申請者親族記入欄

私は申請者の親族として、申請者がサンクスアイ株式会社に会員登録申請を行うにあたり以下の内容
に間違いはありません。

　・申請者の三親等以内の親族で、満75歳以上ではありません。
　・未成年または学生ではありません。
　・申請者の親族として、以下のことに同意します。
　申請者がサンクスアイと契約締結をすること
　申請者がサンクスアイ製品を購入すること
　以下の個人情報の利用目的等について同意すること

【個人情報の取り扱いに関するご注意】
ご記入いただいた個人情報は、今回の登録申請手続きに係る範囲においてのみ利用いたします。
これ以外の目的で利用されることはありません。また、個人情報が適正に保護されるよう、個人
情報（特定個人情報）の保護に関する法令及び行政機関が定めた規範・ガイドラインを遵守し、
弊社が独自に定めたプライバシーポリシーを実行いたします。

親族署名

フリガナ 申請者
との
間柄氏名

住所
　〒　　　-

電話 携帯

都 道
府 県

〒861-8035  熊本県熊本市東区御領6-1-6
TEL.096-285-3910  FAX.096-285-3513  E-mail: info@thanksai.jp

サンクスアイ株式会社

年　　　月　　　日
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