特 定 商 取 引 法 に 基 づ く 広 告 記 載 事 項 を 含 み ま す

この電子ファイルは､ASC ビジネスのご案内です。会員登録には、登録に先立って A5 サイズ・カラー印
刷の冊子 「概要書面 ASC アージュセルビス会員登録のご案内」 を必ず受け取り、よくお読みになって
説明を受けて下さい。
セミナーは ASC ビジネスの事業説明会です。受講される際は時間厳守でお願いします。
途中退席は自由です。

ごあいさつ

『ストップ AND リバースエイジング』 に挑戦

日本は今､世界で初めて WHO（世界保健機構）の定義する「超高齢社会」に突
入しています。超高齢社会は､言い換えれば「長寿社会」であり､長寿は私たち
人類が願い続けて来ましたから､本来喜ばしいことといえるでしょう。しかしな
がら健康寿命､医療費､年金､介護など､健康や経済の課題も山積しています。
これらの課題を解決するために､具体的なアクションを起こすことが必要です。
アージュセルビスのテーマは､『ストップ AND リバースエイジング』。 若い世
代からシニア世代まで､美しく､活動的な毎日を支えていきたいと考えています。
コロナ禍で重症化しにくかったのは､やはり若い世代でした。しっかりと健康を
ケアし､若く､元気な心身を維持し続けたいものです。
『ストップ AND リバースエイジング』 は､現代社会における健康と経済の課題
を同時に解決。たとえば､健康の促進は介護の不安を払拭し､経済的な余裕が生
まれ､世代間対立を解消します。そうすると若い世代は閉塞感がなくなります。
希望と夢を持ち､やりたいことにどんどんチャレンジできるようになります。そ
して､そのような挑戦を後押しする社会が実現するのです。
『ストップ AND リバースエイジング』 が 課題を解決し､未来を開く力になると
確信しています。
近年､夢や希望を持てず大人になりたくないという子どもたちが増えていると聞
きます。子どもたちはなぜ絶望してしまったのでしょうか。
子どもたちの描く未来像には､社会や大人たちの姿が大きな影響を与えることは
いうまでもありません。未来を信じ､夢を描かせるためには私たち大人が手本と
なって夢を語り､夢の実現に向けて行動する姿を子供たちに見せていくべきです。
私たちは未来に向かって行動し､輝き続けなければいけません。夢を思い出し､
夢を叶えましょう。叶える姿を見せていきましょう。
大切なのは伝統､そして未来を描く「心」。
現代社会を豊かで素晴らしい､希望に満ちた社会に変える。そのための行動が
『ストップ AND リバースエイジング』 です。
アージュセルビスは､最先端の情報提供をはじめ､ハイクオリティな本物の商品
を開発・提供。伝統を大切にするマイスターの感性と知性に新しい技術を融合
し､長く愛される一流品をつくり続けます。
人と人とのつながりや信頼､思いやりを大切にしながら､美しく､そしてたくまし
く生きていくための情報を共有し､社会的使命に満ちた､やりがいと手応えある
仕事をご提供します。ぜひともご賛同､お力添えのほどお願い申し上げます。
株式会社アージュセルビス
代表取締役 本田 正治

１．統括者の概要
社
名
代表取締役
設
立
資 本 金
事業内容
本社所在地

株式会社アージュセルビス
本田 正治
1998 年 10 月（ASC 事業 2003 年 9 月開始）
1,000 万円
健康補助食品､化粧品､健康・美容関連商品の製造販売
〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央２-４-１５
FAX 06-6946-5699
TEL 06-6946-5003
E メール info@ageservice.co.jp URL ageservice.co.jp/

２．企業理念
超高齢社会を長寿社会に変えるため､際立つ本物商品を開発・提供し､人々の健康と幸せ
を守り抜く

３．取扱商品
サプリメント（健康補助食品）
アージュセルビスのサプリメントは､公益財団法人 日本
健康・栄養食品協会のＧＭＰ認定工場にて製造して
います。※
公益財団法人 日本健康・栄養食品協会のＧＭＰは､
厚生労働省のガイドラインを遵守しています。パッケージ
に表示しているＧＭＰマークは､安全に造られ､一定の品
質が保たれた製品だけに表示が許可されています。
（※お試し用商品､限定品､サンプル品､試作品を除き
ます。）
アージュセルビスの願いは､超高齢社会を長寿社会に変え､子供たちが夢を描ける社会作り
に貢献することです。そして､あなたの素敵な笑顔のお役に立つことです。
そのために一切の妥協をせず､一貫してこだわり抜いたサプリメントを開発し続けています。
製品の開発には､素材ひとつひとつの種類・グレード・配合量から､ベストの組み合わせを探求
します。そして試作段階で､必ず弊社代表が納得するまで試します。
さらに､より優れた製品への進化を志し､バージョンアップを繰り返しています。
気の遠くなるような手間をかけて生まれた製品を､ぜひあなたのパートナーにお選び下さい。
私たちはいつも､あなたの笑顔､元気で健やかな毎日を願っています。

マナヴィー
「マナヴィー」（Manavie）とは､ポリネシア語の「マ
ナ」とフランス語の「ヴィー」を組み合わせた言葉で､
「生命力」を表現しています。
マナヴィーは乳酸球菌「ｎＥＦ」を純粋培養した菌
体と､メロン抽出物「メロングリソディン」等を含有
するサプリメントです。
乳酸球菌 ｎＥＦは､特許技術で ナノレベルに分
散した乳酸菌です。本品１袋中に約 1 兆 5 千億個相当の ｎＥＦ を含有します。
また､メロングリソディンは､ノーベル賞を受賞したリュック・モンタニエ博士らにより国際学会にて
発表された優れた物質です。国内向け正規品を 1 袋中に 300 mg 配合しています。
基本的なサプリメントとしてお勧めします。ぜひ毎日お召し上がり下さい。
原材料：ガラクトオリゴ糖､小麦胚芽末､デキストリン､脱脂粉
乳､殺菌乳酸球菌（ｎＥＦ 300 mg/包）､コーンスターチ､小麦グ
リアディン､メロン濃縮物､シャンピニオンエキス､グルコン酸カルシ
ウム､クエン酸､リンゴ酸､ビタミン D3
内容量：１箱 30 袋入
１日１袋を目安に水などでお召し上がり下さい。
南仏のメロンを品種改良し抽出
希望小売価格：12,960 円（税込）

ロイヤルプロポリス花粉
大自然の中で､半世紀以上にわたってミツバチに取り組む養蜂舎
｢ハニー松本｣プロデュースの製品です。
美しさ､強さのために愛されてきた物質､ローヤルゼリーに､プロポリス
とミツバチ花粉を組み合わせ､３大養蜂産品を一度に摂れるように
しました。プロポリスにはブラジルの乾燥した高原気候「ミナス・ジェ
ライス州」産のものを 100％使用しています。
原材料：乾燥ローヤルゼリー末､デンプン､デキストリン､花粉末､ナタネ油脂末､プロポリスエキ
ス､プルラン､環状オリゴ糖､珊瑚カルシウム
※カプセルには植物系（でんぷん）由来の｢プルラン｣を使用しています。
内容量：１箱 30 袋入
１日１～２袋を目安に水などでお召し上がり下さい。
希望小売価格：12,960 円（税込）

ファインベリー
ルテイン､アスタキサンチン､桜の花エキス。
ルテインとゼアキサンチンの濃度比率は､米国で実施された大規模
試験と同じ「５：１」で､３粒にフリー体ルテイン 30 mg､ゼアキサンチン
6 mg を含みます。
原材料：アマニ油､ビルベリー果実抽出物､ヒハツ抽出物､桜の花エ
キス加工粉末､トウビシ果皮抽出エキス末､カシス抽出物粉末､トコ
トリエノール含有米油抽出物／ゼラチン､グリセリン､ビタミンＣ､ルテイン含有マリーゴールド色
素､ヘマトコッカス藻色素､Ｌ-シスチン､ビタミン B1､ビタミン B2､ビタミン B6､ビタミン B12､ビタミ
ンA
※小袋は銀色です。カプセルにはフィッシュゼラチンを使用しています。
内容量：１箱 ３粒×30 袋入
１日１袋を目安に水などでお召し上がり下さい。
希望小売価格：12,960 円（税込）

ジノッキオπ (パイ)
新鮮なサケの鼻軟骨から低温抽出した非変性Ⅱ型コラーゲンと
非変性プロテオグリカンを含有します。水産加工場の敷地内で､
鮮度にこだわり生産しています。
５-ロキシン､オルニチンを配合し､颯爽とした行動力をサポートしま
す。
原材料：鮫軟骨抽出物末（サメ軟骨抽出物､デキストリン）（国
内製造）､メチルスルフォニルメタン､ボスウェリアセラータ樹脂抽出
物末､L-オルニチン塩酸塩､非変性Ⅱ型コラーゲン・非変性プロテオグリカン含有鮭鼻軟骨抽
出物末､ケイヒ末（シナモン末）､真珠粉末､赤ショウガエキス加工粉末／セルロース､環状オリ
ゴ糖､ステアリン酸カルシウム､ゼイン
内容量：１箱 ３粒×30 袋入
１日１～２袋を目安に､水などでお召し上がり下さい。
希望小売価格：12,960 円（税込）

スキンケア（化粧品）
「年齢不詳」を目指すには､日々の積み重ね。毎日のことだからこそ､こだわりが大切です。
Ｃ-28 クレッシュー
美容の常識を一新したといわれる注目の美容成分「ヒト幹細胞
培養液（ヒト脂肪間質細胞順化培養液エキス）」。
C-28 クレッシューは､アージュセルビスが自信を持ってお勧めする
先進の美容液です。
配合成分：ヒト脂肪間質細胞順化培養液､アセチルヒアルロン酸
Na､加水分解ヒアルロン酸､加水分解コラーゲン､グリチルリチン酸
2K､アラントイン､アルギニンなど
内容量：20 ml
希望小売価格：19,800 円（税込）

テスクチャー・エモリエント “ｍｉｌｋ
季節を問わず「乾燥」をしっかりケアするために誕生したのが「テクス
チャー・エモリエントミルク」です。しっとり感､のび､肌への馴染みにも
こだわりました。
注目の美容成分「ヒト幹細胞培養液（ヒト脂肪間質細胞順化培
養液エキス）」も配合しています。
忙しい朝はもちろん､お休み前にもぜひお使い下さい。
配合成分：ヒト脂肪間質細胞順化培養液､カンゾウ根エキス､オニイチゴ根エキス､アロエベラ
葉エキス､ユズ果実エキス､ヒアルロン酸 Na､グリチルリチン酸 2K､アルギニンなど
内容量：20 ml
希望小売価格：13,200 円（税込）

本事業と取扱商品の正確な情報は､本書または公式サイトをご覧下さい。

アージュセルビス 公式サイト
https://ageservice.co.jp/

４．特定負担
１） 会員登録
会員登録は 26 歳以上で､会員登録費（税込 3,500 円）と商品の購入､送料が必要です。
※中学生以下のお子様を扶養している方､障害者手帳をお持ちの方､75 歳以上で会員登
録承諾書をご提出いただいた方は､会員登録費が免除となります。
会員の種別はプラチナ会員とベーシック会員の 2 種類があります。
プラチナ会員になるには､プラチナパック（A・B・C コースから C コース１点を含めて合計４点・
10,000 P）をご購入下さい。プラチナパックは１回限り購入できます。
ベーシック会員になるには､A・B・C コースのいずれかを選んでご購入下さい。
会員登録に必要な金額 （会員登録費・送料・税込） ※振込手数料はご負担下さい。
会員種別

コース

選択できる製品

合計金額

プラチナ会員

プラチナパック

４点（C コース必須）

48,000 円

A コース

マナヴィー
ロイヤルプロポリス花粉
ファインベリー
ジノッキオπ

15,000 円

B コース

C-28 クレッシュー

20,000 円

C コース

テクスチャー・
エモリエントミルク

12,000 円

ベーシック会員

北海道・沖縄県・島しょ部への配送は 200 円を加算して下さい。
※送料は､本州・四国・九州 700 円､北海道・沖縄県・島しょ部 900 円です。
定期購入､追加注文の送料も同様です。
２） 報酬（ボーナス）の取得
プラチナ会員､ベーシック会員とも､ビジネス活動の実績により報酬を得ることができます。報酬
のことをボーナス､またはコミッションといいます。
当月分の報酬を得るには､登録翌月以降は 8,000 P以上の商品購入が必要です。
（例えばAコースで本州配送の場合､商品 10,800 円＋送料 700 円＝合計 11,500 円）
これを満たしている状態を 「アクティブ」､その人を 「アクティブ会員」 といいます。
※月間 5,000 P以上の購入が６か月間なかった場合は､会員の権利を失います。
３） コンプライアンス研修
ビジネスを開始する前にコンプライアンス研修を受講して下さい。会場により､参加費が 1,000
円程度かかります。

価格／ポイント表

価格は税込み表示です。（送料別）

会員登録し定期購入をお申込みいただくと､会員価格で購入できます。
ポイントは報酬計算のためのポイントです。後述する特定負担の項目も併せてご覧下さい。
商品名

希望小売価格

会員価格

ポイント

―

43,800 円

10,000 Ｐ

プラチナ

プラチナパック

A コース

マナヴィー
ロイヤルプロポリス花粉
ファインベリー
ジノッキオπ

12,960 円

10,800 円

8,000 Ｐ

B コース

C-28 クレッシュー

19,800 円

16,500 円

12,000 Ｐ

C コース

テクスチャー・
エモリエントミルク

13,200 円

8,250 円

5,000 Ｐ

特割価格／ポイント表

価格は税込み表示です。（送料別）

定期購入と同じ商品を､同月内は 2 点目から特割価格で購入できます。
商品名

希望小売価格

特割価格

ポイント

A コース

マナヴィー
ロイヤルプロポリス花粉
ファインベリー
ジノッキオπ

12,960 円

6,480 円

2,000 Ｐ

B コース

C-28 クレッシュー

19,800 円

9,900 円

3,000 Ｐ

C コース

テクスチャー・
エモリエントミルク

13,200 円

6,600 円

2,000 Ｐ

特割商品は､1 種類につき月間 3 点まで追加購入できます。
アージュセルビスは､過量販売はもちろん､買い込みや過剰在庫を厳禁しています。多く必要
なときは事前に本部までご相談下さい。
※前月の振替ができなかった月は特割商品を購入できません。
※特定負担ではない商品（例えば季節の限定品や販促品等）については､当社Webサイト
等をご覧下さい。

７．特定利益

ＡＳＣ Ｖ-ＳＹＳＴＥＭ

（ASC V システム）

プラチナ会員とベーシック会員があります。共通事項については 「会員」 と表記します。
会員は､独立事業主として ASC ビジネスに参加できます。
雇用関係がなく､自由な時間に活動することができます。日本国内において商圏（テリトリー）
の制限もありません。
商品の流通実績に応じて商品代金を原資とし､販売手数料としての報酬を取得できます。
この報酬をボーナスと呼びます。報酬は税込みです。
先行して参加した会員が､後から参加した会員よりも報酬額が多いとは限りません。報酬額
は商品の流通実績に応じて決まるため､早い者勝ちではない公平なシステムです。
ボーナスを受け取る会員資格は､規定により相続または遺贈することができます。
◆ ボーナス取得条件は､あなたがアクティブ会員（当月の購入が 8,000 P以上）です。
◆ ボーナス対象ポイントは 1 Ｐ＝ 1 円として計算します。（原価､社会情勢などにより変動
することがあります。）
◆ 毎月１日～末日の実績を基に計算し､翌月 25 日に指定の ゆうちょ銀行の口座へお振
込みします。（金融機関休業日の場合は翌営業日となります。）
◆ ボーナスの振込手数料は当社が負担します。
◆ プラチナ会員とベーシック会員は､取得できるボーナスや金額が異なります。
ベーシック会員は､任意でプラチナ会員にアップグレード可能です。
◆ 「ASCJ オンライン」を無料で利用できます。
日々の実績およびグループ状況､ボーナス明細等をご確認できます。
◆ 「ASC情報センター」を無料でご利用できます。
最新情報､健康・美容コンテンツ､ビジネスコンテンツ､資料､連絡事項､各種ファイルを閲
覧またはダウンロードできます。

１）スポンサーボーナス
・初回登録・購入を伴う紹介実績に対し､ボーナスが発生します。
・ベーシック会員が取得できる金額は､１件につき上限 3,000 円です。

ボーナス金額

プラチナパック

A・B・C コース

12,000 円

3,000 円

Ｗレッグ方式（相互協⼒方式）
・あなたの紹介した会員を､左右 2 グループ（W レッグといいます）に振り分けて配置します。
・紹介 3 人目以降の会員は､先に配置された会員の先で空いている場所に配置します。
・配置位置は指定できます。指定のない場合は､左右 2 レッグの小さい方に配置されます。
・小さい方のグループを 「スモールレッグ（S レッグ）」 ､大きい方を 「ラージレッグ（L レッグ）」 とい
います。

２）ペアボーナス
・プラチナ会員のみ取得できます。
・プラチナ会員の新規登録購入が対象です。（A・B・C コースの購入は含みません。）
・Ｗレッグ方式で､あなたが階層の左右で １：１ のペアを作ると発生します。
・ボーナス金額は､１ペアにつき 5,000 円です。
・発生済みの階層に新たにペアができても､ペアボーナスは発生しません。
（各階層で 1 回のみ発生します。）

３）リピートボーナス
・あなたが紹介した会員（直会員といいます）が､当月アクティブの時に取得できます。
・1 人 1 アカウント毎の合計ポイントで計算されます。
・紹介 1～2 人では､直会員のリピート購入ポイントが 8,000 P を超える毎に､500 円を取
得できます。
・紹介 3 人以上では､直会員のリピート購入ポイントが 8,000 P を超える毎に 1,000 円取
得できます。
・1 人で複数アカウントを保持している場合､合算せずアカウント毎に計算します。

４）レッグボーナス
・W レッグの左右グループでポイントを比較し､S レッグのポイントに対しボーナス率に応じた金
額が取得できます。
・取得条件は､1 人以上の紹介と S レッグの合計が 8,000 P 以上あることです。紹介人数
はアクティブの直会員をカウントします。
・ボーナス率､プラチナ会員の上限金額は下表の通りです。ベーシック会員は 3 万円です。
直紹介人数

ボーナス率

取得上限金額

1人

5％

100 万円

2 人以上

8％

200 万円

3 人以上

10 ％

300 万円

5）ビッグレッグボーナス
・W レッグの L レッグから､タイトルのボーナス率に応じた金額が取得できます。
・タイトルは次表の月間実績により昇格します。紹介人数はアクティブの直会員をカウントし､
ボーナス率は毎月の実績で判定されます。
・達成月に各アカウントでタイトル権利を取得するためには､そのアカウントがアクティブであるこ
とが必要です。
・タイトル昇格を達成すると､次ページ表のアカウント数まで追加登録（リエントリー）ができます。
・ベーシック会員の昇格は ASC インテンスまでです。
タイトル

対象ポイント 紹介人数

ボーナス率

上限金額 アカウント数

ASC インテンス

10 万 P

2人

0.5％

3 万円

3

V1 セルビス・インテンス

30 万 P

2人

1.0％

5 万円

6

V3 セルビス・プレミアム

100 万 P

3人

1.5％

20 万円

9

V5 リンクス・プレミアム

300 万 P

5人

2.0％

50 万円

15

V7 エクスペディション

500 万 P

5人

2.5％

100 万円

20

V10 グランデ・
エクスペディション

1,000 万 P

7人

3.0％

300 万円

30

リエントリーシステム
・リエントリーシステムとは､タイトルに応じて､あなたのアカウントを追加設定できるシステムです。
リエントリーするには､取得するアカウントの会員登録費､商品購入､送料が必要です。
※月間 5,000 Ｐ以上の購入が 6 か月間なかったアカウントは失効します。

６）メガマッチボーナス
・あなたの当月タイトルに応じてボーナスが発生します。
・グループ会員が取得したレッグボーナス金額より計算します。ボーナス率は表の通りです。
・2 次以降の会員がアクティブではない場合､圧縮して計算されます。
・1 次､2 次…を､1 レベル､2 レベルのように 「レベル」 ともいいます。

1次

V1

V3

V5

V7

V10

10 %

10 %

10 %

20 %

20 %

5%

10 %

10 %

10 %

2次
3次

5%

７）エクスペディションボーナス
・アージュセルビスの総売上ポイントに 1％を掛けた金額を､V7 エクスペディション以上のボー
ナス権利者で均等分配します。

８）グランデ・エクスペディションボーナス
・アージュセルビスの総売上ポイントに 1 ％を掛けた金額を､V10 グランデ・エクスペディション
以上のボーナス権利者で均等分配します。
・エクスペディションボーナスも同時に受け取ることができます。

９）連続購入ボーナス
・3 か月以上連続で購入している､ASC インテンスに未昇格の会員が対象です。
・アージュセルビスの総売上ポイントの 1 ％を対象者の口数で均等分配します。
・連続購入 3 か月目の実績月から対象となり､4 か月目は 2 口､5 か月目は 3 口､6 か月目
以降は 4 口となります。
※連続購入月数は購入のなかった月にリセットされます。

ボーナス上限
・ボーナスの払い出し上限率は､ASC 全ボーナス対象ポイントの 60 ％とし､これを超えた月
はボーナス金額が 10,000 円以上の会員で圧縮・調整します。
アカウントが複数ある場合は､合算して計算します。

８．クーリングオフについて
契約の解除の条件・契約に関する重要事項

契約の解除・退会について

１） 「契約内容を明らかにする書面」を受領した日､もしくは商品到着日のいずれか遅い日
から起算して 20 日以内の場合､無条件で契約の解除ができます。この制度をクーリン
グオフといいます。
クーリングオフをすると…
① 会員登録費､商品購入代金等は､使用・未使用を問わず全額返金します。
② 商品引取費用は当社が負担します。
③ 違約金や損害賠償の請求はいたしません。
④ 商品を使用して得た利益について､請求されることはありません。
クーリングオフのお手続き
① 弊社ホームページ・キャンセルポリシー内
「クーリングオフ申請」 フォームよりお知らせください。
https://ageservice.co.jp/cancel.html
キャンセルポリシーのページは､右 QR コードから開くことができます。
書面の郵送､電話､FAX､E メール等の電磁的記録方法でも承ります。
次の項目を弊社までお知らせ下さい。
①申込日 ②お名前 ③ご住所 ④電話番号
⑤商品名 ⑥金額 ⑦返金先口座
発信日より効力が生じます。例えば郵便はがきは消印の日です。
※クーリングオフの期限日に当社が休業の場合は､翌営業日も承ります。
② 商品一式を送料着払いの宅配便で､弊社宛に返送して下さい。
商品は使用して減っていても構いません。
２） 75 歳以上の方は､クーリングオフ期間を含めた同等の解約期間を 60 日間とします。
３） クーリングオフしないよう会員から説得されたり､不実のことを告げられ誤認したり､また
は威迫され困惑してクーリングオフができなかった場合は､改めてクーリングオフができる
旨の書面を交付いたします。
その書面を受領し説明を受けた日を含む 20 日間は､クーリングオフができます。
４） 商品の返品や返金を伴わない退会は､いつでもできます。商品代等の未払い金が
ある場合は､精算いただきます。

お困りのこと､ご心配やご不明点がございましたら､
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
株式会社アージュセルビス 事務局

お問い合わせフォーム

電 話 06-6946-5003
Ｆ Ａ Ｘ 06-6946-5699
Ｅメール info@ageservice.co.jp
営業時間 平日 午前 10 時～午後 5 時

（土日祝休）

