
 

   

  

 

 

 

 

 ゴールド（1 箱） 

※送料 715 円含 

ゴールド（2 箱） ロイヤル（1 箱） 

    

    

    

◆期◆期◆期◆期        間間間間        

8 月 1 日（日）～8 月 31 日（火） 

※金融機関での処理日付が 8 月 31 日となるお振込までが対象です。 

 

◆対象商品◆対象商品◆対象商品◆対象商品    

コッカスドリンクゴールド＆ロイヤル 

 

 

 

◆ご注文単位◆ご注文単位◆ご注文単位◆ご注文単位    

1 箱（50 本入） 

 

◆ご注文方法◆ご注文方法◆ご注文方法◆ご注文方法    

FAX ご注文用紙でお申し込み下さい。 

※お電話やホームページからのご注文も承っております。 

ホームページ経由でご注文の場合は、その他特記事項に 

キャンペーン価格のご入力をお願い致します。 

 

◆定定定定            価価価価（1 箱税込） 

コッカスドリンクゴールド 

コッカスドリンクロイヤル       

 

◆計計計計    算算算算    式式式式 

（税込定価×仕切率）×95％ 

（“キャンペーン価格表”をご参照ください。） 

 

注 1）コッカスドリンクゴールド 1 箱のみをご注文の 

場合は、送料 715 円を頂戴しております。 

 

注 2）上位店様へのフィーお支払いは、ポジション価格 

から 5％引いた税抜購入代金を基に算定されます。 

 

注 3）ゴールド・ロイヤル合計 50 箱に達した時点での 

終了となります。予めご了承ください。 

 

注 4）毎営業日１５時締切で翌営業日発送となります。 

(15 時までにお振込及びご注文内容の確認が出来た場合） 

※商品はメーカー直送もしくは配送センターより 

発送となります。 

準特約店（10％） ￥42,268 \83,106 \92,340 

特約店・販売店

（25％） 

￥35,342 \69,255 \76,950 

特約店・販売店

（30％） 

￥33,034 \64,638 \71,820 

代理店・地域販売店 

（40％） 

￥28,417 \55,404 \61,560 

代理店（42％） ￥27,493 \53,557 \59,508 

代理店（43％） ￥27,031 \52,633 \58,482 

代理店（44％） ￥26,570 \51,710 \57,456 

代理店（45％） ￥26,108 \50,787 \56,430 

総代理店・総販社 

（50％） 

￥23,800 \46,170 \51,300 

総代理店（51％） ￥23,338 \45,246 \50,274 

総代理店（52％） ￥22,876 \44,323 \49,248 

総代理店（53％） ￥22,414 \43,399 \48,222 

総代理店（54％） ￥21,953 \42,476 \47,196 

総代理店（55％） ￥21,491 \41,553 \46,170 

 

 

 

 

 

  

FLORA NEWS 

    8888 月月月月 12121212 日日日日((((木木木木))))～～～～8888 月月月月 16161616 日日日日((((月月月月))))    

    

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

休み明けは休み明けは休み明けは休み明けは 8888 月月月月 17171717 日日日日((((火火火火))))より営業致します。より営業致します。より営業致します。より営業致します。    

    

8 月 6 日(金) 

ご注文ご注文ご注文ご注文及びお振込お振込お振込お振込(入金)確認 

※ドリンクは 15 時ご注文及びお振込まで 

     

8 月 12 日(木)～8 月 17 日(火) 

ご注文ご注文ご注文ご注文及びお振込お振込お振込お振込(入金)確認 

※ドリンクは 15 時ご注文及びお振込まで    

8 月 11 日(水) 

ご注文ご注文ご注文ご注文及びお振込お振込お振込お振込(入金)確認 

※ドリンクは 15 時ご注文及びお振込まで 

8888 月月月月 10101010 日日日日((((火火火火))))発送発送発送発送    8888 月月月月 18181818 日日日日((((水水水水))))発送発送発送発送    8888 月月月月 17171717 日日日日((((火火火火))))発送発送発送発送    

※毎営業日のお振込とご注文を、アイフローラは 17 時、コッカスドリンクは 15 時で締切りとさせて頂いております。 

※電話受付時間は 10 時～16 時となっております。 

※特に上記の日時はお気をつけ下さい。ご不便をおかけいたしますが何卒ご了承の程、よろしくお願い致します。 

商品発送日をご考慮の上、余裕をもってご購入下さいますよう宜しくお願い申し上げます。 

夏季休業夏季休業夏季休業夏季休業のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

 
  
 

商品発送スケジュール商品発送スケジュール商品発送スケジュール商品発送スケジュール    

１本で 2 兆 7,500 億個の 

ヒト由来乳酸菌。 

アイフローラ約 4 本分!! 

 

液体だから 

吸収しやすい♪ 

2021. 

コッカスドリンク GOLD は特殊熱水処理加工 

した腸内細菌や酵母の入った清涼飲料水です。 

48,600 円 

108,000 円 

～ 参考資料：キャンペーン価格表（消費税+送料込み）～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORA NEWS 

自宅での熱中症にも気をつけましょう!! 

日本の夏は『猛暑』や『酷暑』という言葉が当たり前になってきました。 

そんな暑い夏には熱中症に気をつけましょう。熱中症は、屋外だけ 

でなく意外と高温多湿になりやすい室内にも注意が必要です。 

■熱中症とは？ 

カラダの体温調節が上手く働かなくなったり、体内の水分や塩分のバラン

スが崩れたりすることで、熱を放出できずに体内にこもり、体温の上昇や

めまい、頭痛、吐き気などのさまざまな症状が現れます。屋外で発生する

イメージが強い熱中症ですが、屋内での発生も多いようです。安全なイメ

ージがある屋内でも熱中症対策を!! 

■熱中症はなぜ起きるの？ 

熱中症は『カラダ』『環境』また『行動』の条件により引き起こされると考えられています。 

『 カラダ 』持病がある、体調不良、乳幼児や高齢者など。 

『 環 境 』気温や湿度の高さ、日差しが強い、風通しの悪さ、急に気温が上がる日など。 

『 行 動 』高温多湿な環境での長時間の作業やスポーツ、激しい運動や慣れない運動、 

水分や塩分の補給が出来ないなど。 

■熱中症予防のポイント 

【屋内外共通】 

・日常的に、適度な運動や適切な食事、十分な睡眠 

をとり暑さに負けないカラダづくりを心がける。 

・暑さに対して、無理せず徐々に体を慣らす。 

・屋内外での寒暖差に注意する。 

・温度や湿度に気をつける。 

・こまめに休憩をとり、水分と塩分を補給する。 

・吸水性や速乾性のある服を選ぶなど、服装を工夫する。 

・日傘や帽子を使用したり、日陰で過ごすことで直射日光

を避ける。 

・体調が悪い時は、いつも以上に注意する。 

 

【屋内】 

 ・クーラーや扇風機を使用して温度・湿度調節をする。 

＊暖かい空気は上の方に溜まるため、家の上層階は暑くなり 

やすい傾向があります。また、風通しが悪い部屋、日差し 

が強く入ってくる部屋、お風呂場や洗面所、キッチンなど 

も熱や湿気がこもりやすいです。 

 

・入浴前後、就寝前に水分補給をしましょう。 

＊入浴時や就寝中には大量に汗をかきます。就寝中でも気が 

つかずに熱中症になってしまうことがあるようです。 

 

★体温調節機能には自律神経が深く関わっています。 

腸内環境を整えることで自律神経の働きをよくして、

さらに体温調整機能も整えちゃいましょう!! 

～ コロナ禍のマスク熱中症にも気をつけよう！ ～ 

人は体内の熱が上がり過ぎないように、皮膚の血管を

拡張したり、汗をかいたり、大きく呼吸をするなど、

さまざまな方法で熱を放出します。 

 

呼吸でも体温調節をしているわたしたちは、日常的に

マスクが欠かせなくなったいま、マスク熱中症にも気

をつけなければなりません。 

 

マスクは、していない時と比べると心拍数や呼吸数、

血中二酸化炭素濃度、体感温度が上昇するなど、体に

負担をかけることがあるそうです。 

 

このようなことから、高温多湿でマスクをすることは

熱中症のリスクが上がると考えられます。 

 

コロナ禍のいま、マスクは日常生活に重要なアイテム

となっていますが、人と十分な距離が確保できたとき

などにマスクを一時的にはずして休憩しましょう。 

 

マスクをしているとのどの渇きが感じにくくなること

もあるそうなので、こまめな水分補給を!! 

アイフローラやコッカスドリンクは、フェカリス菌、 

ラクトバチルスロイテリー菌など、 

腸内細菌を配合したヒト由来の 

乳酸菌加工食品です。 

～～～～    おおおお    ねねねね    がががが    いいいい    ～～～～    

オリンピック・パラリンピック 

 期間中は、交通規制などで配送に 

   遅れが生じる可能性がございます。 

 

上記の件をご考慮いただき余裕を 

もってご注文下さいますよう 

宜しくお願い申し上げます。 


