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スマイルクラブ株主会員・特別会員販売取扱商材のご案内
（１）株主会員・特別会員が優良商品を安く購入できます！！！
１．「ウコンパワーズ 琉球」・・・超スピード吸収！ 新感覚ラムネ型ウコン！
シークヮーサーの甘酸っぱさでウコンの苦みを包み込み、口の中でシュワっと吸
収１粒でハイパワー（クルクミン 35.2 ㎎配合）しじみエキス（アラニン 199 ㎎配
合）・沖縄産秋ウコン（クルクミン 35.2 ㎎配合）・シークヮーサー果汁（ブドウ糖）
現在スーパーマーケットなどで好評発売中
＊通常販売価格：1 パック（3 粒）280 円＋消費税＝302 円
スマイルクラブ株主・特別会員価格：1 パック（3 粒）238 円＋消費税＝257 円
50 パック（150 粒）9,800 円＋消費税=10,584 円
２．nanoclo（ナノクロケース in タイプ）・・・次世代の空間除菌・消臭剤として注目
されております。
二酸化塩素（CIO2）の力により安全で快適な生活空間の実現を目指します。
使用者の周囲に浮遊するウイルス・細菌・臭いを除去または抑制します。
効果抜群！！！ 安全性アップ！！！
上場企業コールセンターで使用中・スーパーマーケットの接客に使用中
＊通常販売価格：1 個 950 円＋消費税 76 円＝1,026 円(2 ヶ月間効果持続)
スマイルクラブ株主・特別会員価格：1 個 800 円＋消費税 64 円＝864 円
＊取替用通常価格：1 個 600 円＋消費税 48 円＝648 円
スマイルクラブ株主・特別会員価格：1 個 510 円＋消費税 40 円＝550 円
３．手指消毒用オートディスペンサー「Everia」の販促・・・現在いろいろな場所で
使用されている手指消毒用のオートディスペンサーは、ほとんどがエタノールを
使用しており「ノロウイルス」には効果がないことが厚労省より発表されました。
「Everia」は次亜塩素酸ナトリウムを使用しており「ノロウイルス」対策には最
適の商材です。
＊「Everia」通常価格：12,000 円＋消費税 960 円＝12,960 円
スマイルクラブ株主・特別会員価格：10,800 円＋消費税 864 円＝11,664 円
＊「プレミアムジア 5L」通常価格：8,900 円＋消費税 712 円＝9.612 円
スマイルクラブ株主・特別会員価格：8,010 円＋消費税 640 円＝8,650 円
＊「プレミアムジア 20L」通常価格：30,000 円＋消費税 2,400 円＝32,400 円
スマイルクラブ株主・特別会員価格：27,000 円＋消費税 2,160 円＝29,160 円

４．DENBA＋の販促・・・冷蔵庫・凍結庫・解凍庫などで威力を発揮する新鮮美食
革命の環境技術で鮮度保持を実現します。
スーパー・食品加工会社・冷蔵コンテナ・冷蔵トラックなどに最適です。
＊「DENBA+」通常価格：680,000 円＋消費税 54,400 円＝734,400 円
スマイルクラブ株主・特別会員価格：530,400 円＋42,432 円＝572,832 円
＊「DENBAｓ」通常価格：380,000 円＋消費税 30,400 円＝410,400 円
スマイルクラブ株主・特別会員価格：296,400 円＋消費税 23,712 円＝320,112 円
５．オーニット（株）の除菌消臭関連機器が会員価格で購入できます。
この会社の除菌消臭機器は JR の電車にも採用されています。
ホテル・福祉施設・食品加工・自動車などに最適です。
＊「剛腕 2000S」 通常価格：598,000 円＋消費税 47,840 円＝645,840 円
スマイルクラブ株主・特別会員価格：508,300 円＋消費税 40,664 円＝548,964 円
＊「剛腕 500S」通常価格：298,000 円＋消費税 23,840 円＝321,840 円
スマイルクラブ 株主・特別会員価格：253,300 円＋消費税 20,264 円＝273,564 円
＊「エアフィーノ・エアエッセンス（VR-40S）」
通常価格：198,000 円＋消費税 15,840 円＝213,840 円
スマイルクラブ 株主・特別会員価格：168,300 円＋13,464 円＝181,764 円
＊「鮮入力」（標準タイプ）」 通常価格：39,800 円＋消費税 3,184 円＝42,984
円
スマイルクラブ株主・特別会員価格：33,830 円＋消費税 2,706 円＝36,536 円
＊「サニアクリーン」 通常価格：398,000 円＋消費税 31,840 円＝429,840 円
スマイルクラブ株主・特別会員価格：338,300 円＋27,064 円＝365,364 円
６．フェリシテ（超高純度 Mg 使用水素発生器）
ご家庭のお風呂で水素入浴を実現！ 豊富な水素量で全身から取り入れます！
基礎体温の上昇により免疫力が向上し体質を改善して体の不調を予防します！
水素水としてご利用頂けます！！！
＊「フェリシテ」通常価格：1 個 58,000 円＋消費税 4,640 円＝62,640 円
スマイルクラブ株主・特別会員価格 1 個：30,000 円（税込）
2 個：55,000 円（税込）
スマイルクラブ株主・特別会員以外には、通常価格にて販売します。
スマイルクラブ会員には健康増進とスマイルクラブの推奨品としてひとりでも多
くの会員に使用して貰うための特別価格です。条件としてスマイルクラブのビジ
ネスに参加することが必要です。
７．（株）EGAO の「還元緑茶 和みの友」
＊あれこれ使える「和みの友」粉末 60g 入り 通常価格：1 個 2,160 円（税込）
スマイルクラブ株主・特別会員価格：1 個 1,836 円（税込）

＊食べる緑茶「和みの友」330 粒入り 通常価格：1 個 4,190 円（税込）
スマイルクラブ株主・特別会員価格：1 個 3,561 円（税込）
＊良茶「和みの友」ティーパック 15P 入り 通常価格：1 個 1,620 円（税込）
スマイルクラブ株主・特別会員価格：1 個 1,377 円（税込）
８．（株）アネックスコーポレーション・S&K サウンドクリエイト(株)の光プロテクト
マスクなどが会員価格で購入できます。2017 年 3 月 30 日、英国の権威ある学術
雑誌「ネイチャー」が韓国と日本で PM2.5 により年間 3 万人が死亡していると発
表しました。このマスクは、PM2.5 対応マスクです。
＊光プロテクトマスク 2.5PLUS（5 枚入り） 通常価格：1 個 529 円（税込）
(金色の袋)
スマイルクラブ株主・特別会員価格：1 個 450 円（税込）
＊光プロテクトマスク 2.5PLUS（3 枚入り） 通常価格：1 個 410 円（税込）
(紺色の袋)
スマイルクラブ株主・特別会員価格：1 個 348 円（税込）
＊旧型光プロテクトマスク 2.5PLUS（5 枚入り）通常価格：1 個 529 円（税込）
(水色の袋)
スマイルクラブ株主・特別会員価格：１個 432 円（税込）
＊捕虫機（スイトル君）STB-18W
通常価格：1 台 25,920 円(税込)
スマイルクラブ株主・特別会員価格：1 台 22,032 円(税込)
捕虫機の送料：1 台 1,000 円
９．Great Carbon Pure（グレイトカーボンピュア）奇跡の活性炭吸着パワー食品
スマイルライフ（株）は、新製品 Great Carbon Pure を新発売します。
この商品はスマイルクラブ特別会員の皆様の商品です。販売促進をお願いします。
活性炭加工食品・環境食品・Pure Foods・・・日本:・韓国・米国 特許取得
＊商品名：グレイトカーボンピュア 通常価格：3,800 円（税別）
スマイルクラブ株主会員・特別会員価格：3,230 円（税別）
本製品の販売代理店を募集致します。
１０．節電システム「Saver King」（Sou-Sun Energy）
コンセントに挿すだけで電気使用量を 10％－20％削減できる優れものです。
＊「Saver King」100V・200V 用 オープン価格（税抜 118,000 円）
スマイルクラブ株主・特別会員価格：1 個 100,300 円（税別）
スーパーマーケット・コンビニ・居酒屋・病院・介護施設などをスマイルライ
フ社に紹介して下さい。成功報酬が支払われます。
１１．エンドポイントセキュリティ―ソフト「Fire Tower Guard」（Sampan Security Inc）
＊サイバー攻撃対策 PC マルチウエアチェック
販売価格：1 年保証 5,000 円（税別） 3 年保証 6,000 円（税別）
5 年保証
8,000 円（税別）
5 年以上 10,000 円（税別）

（２）スマイルクラブ株主会員・特別会員がスマイルライフ(株)・スマイルクラブのビジネ
スに参加できるビジネスです。
１．京セラ複合機の販売促進・・・会員が京セラ複合機を購入する顧客を紹介し、契
約が成立した場合には、スマイルクラブより平均 24％(顧客サービスの状況により
対象金額が異なります)の手数料が授与されます。
２．「DENBA＋」の販売促進・・・「DENBA+」を購入する顧客を紹介し、契約が成
立した場合には、スマイルクラブより手数料が授与されます。
３．オーニット(株)の除菌・消臭関連機器を購入する顧客を紹介し、契約が成立した場
合には、スマイルクラブより手数料が授与されます。
４．日本中央研究所（株）・NCK-China の遮熱塗料「アドグリーンコート」の販売促
進
５．(株)エーワイ総合研究所の「不燃構造用合板」の販売促進
６．「スマイル光線」照射ビジネスと
「スマイル光線」照射取次サービス加盟店募集ビジネス
７．コンセントに挿すだけの節電システム「Saver King」の販売促進
８．世界初エンドポイント PC・サーバー用セキュリテイソフトの販売促進
９．（株）NIKKEN のアポラクトフェリンの販売促進
＊＊＊本件に関するお問い合わせは、次のメールアドレスにお願い致します。
h-nakatsu@smileclub-group.com

