
夢の抽選箱＆お友達紹介 

Ｗキャンペーン 

キャンペーン期間 

2020年4月1日(水)～6月29日(月) 



①夢の抽選箱キャンペーン 

キャンペーン期間中にｗｅｂ注文(一般・ｴｺ会員)及び店内でのお買い
物をいただくと夢の抽選箱くじ引きの賞品（1～3等）をプレゼント！ 

 

お買い物7,000円毎に 

  くじが1回引けます。       
店頭販売 

Ｗｅｂ注文 

さらに 

※一般・エコ会員・エコ代理店・エコ総代理店の各ランク(待機含む)で個人の方 

お買い物7,000円毎に 

  くじが1回引けます。       
さらに 

抽選くじを貯めて応募
すると豪華商品をプレ
ゼント 

抽選くじを貯めて応募
すると豪華商品をプレ
ゼント 

※ご来店、ご来社されたすべてのお客様が対象。 
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（税込） 

（税込） 



②お友達紹介キャンペーン 
キャンペーン期間中にお友達（一般・エコ会員）をご紹介いただくと 

夢の抽選箱くじ引きの賞品（1～3等）をプレゼント！ 

お買い物7,000円毎に 

  くじが1回引けます。       
お友達 

（紹介された側） 

紹介したお友達の 

お買い物7,000円毎に 

くじが1回引けます。 
     （※初回購入分のみ） 
ｴｺ会員3名以上紹介に5,000円分、5名以上紹介に10,000円分
のクーポン（研究所商品券）をプレゼント    クーポン使用期間7月～9月 

紹介者 
（紹介する側） 

さらに 

抽選くじを貯めて応募
すると豪華商品をプレ
ゼント 

※新規エコ会員の対象：エコ総代理店、エコ代理店、エコ会員、一般 

※紹介者対象：販売事業部、エコ総代理店、エコ代理店、エコ会員、ショップ 

さらに 

抽選くじを貯めて応募
すると豪華商品をプレ
ゼント 
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（税込） 

（税込） 



Wキャンペーンを実施できるランク・業種 
ランク 業種 

販売事業部 
美容、小売、サービス、飲食、療術、宿泊、農業、 
無店舗（個人事務所）など。 

総代理店会員・代理店会員 
ショップ 

美容、小売、サービス、飲食、療術、宿泊、農業などで 
店舗・会社名で業務代行システムに登録をしている。 

－ 
非代行で研究所商品を取り扱っているサロン・ショップ 

※紹介キャンペーンは対象外 

Wキャンペーン対象者一覧 

ランク 
夢の抽選箱キャンペーン 

【購入時】抽選くじを引ける 

お友達紹介キャンペーン 
紹介者になれる＆ 

【紹介時】抽選くじを引ける 

一般 〇 × 

ショップ × 〇 

一般エコ会員（待機含む） 〇 〇 

エコ代理店会員 〇 〇 

エコ総代理店会員 〇 〇 

販売事業部・支部 ×  〇 

上記以外 来店・来社のお客様 〇 × 

対象 
各ランク個人のみ抽選可 
（販売事業部は不可） 

個人・店舗・販売事業部 
ともに紹介可 

社外サポーター、塾生は対象外 
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1等（2本） 

2等（8本） 

3等（90本） 

抽選箱の中身 



10枚コース 5枚コース 

夢の抽選券 応募コース 

カルシストＸ  
1個 

オーブまたはウルムＸ 
1個 

10枚コース 

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄｽﾌｨｰﾀﾞ・ｽﾌｨｰﾀﾞ 
ﾌﾟﾗﾁﾅ1200・水清水・水清水G3 

1万円クーポン 

15枚コース 

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄｽﾌｨｰﾀﾞ・ｽﾌｨｰﾀﾞ 
ﾌﾟﾗﾁﾅ1200・水清水・水清水G3 

2万円クーポン 

20枚コース 

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄｽﾌｨｰﾀﾞ・ｽﾌｨｰﾀﾞ 
ﾌﾟﾗﾁﾅ1200・水清水・水清水G3 

3万円クーポン 

※対象商品は「活水器 水清水、活水器 水清水Ｇ3、ﾍｱｰﾘﾌｫｰﾏｰｽﾌｨｰﾀﾞ、ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄｽﾌｨｰﾀﾞ、水素水生成器ﾌﾟﾗﾁﾅ1200」です。 
※対象商品の次回購入クーポン券は業務代行クラウドシステムからのご注文のみでご利用いただけます。 

応募者全員にプレゼント 

ＯＲ 



   ラストチャンス！ 

抽選くじ25回 抽選くじ37回  抽選くじ5回  

or 

or 

     水清水を 
エコ会員・代理店会員が購入すると 

水清水Ｇ3を 
総代理店会員が購入すると 

or 

変身プログラム5イアテムを 
エコ会員・代理店会員が購入すると 

or 

お得なお買い物をお楽しみください。 

特典1.抽選くじで商品が当たる（ハズレなし） 
特典2.抽選くじを貯めて応募すると豪華商品がもらえる 
特典3.エコ会員のポイント還元によるキャッシュバック 
特典4.キャッシュレスで5％還元 （6月まで！） 

応募商品 



クーポンはこんなにお得 
エコ代理店 エコ総代理店 販社 

水清水（みずきよめ） 178,750円 151,250円 123,750円 

1万円off 
168,750円

（5.6％off） 
141,250円

（6.6％off） 
113,750円

（8.1％off） 

3万円off 
148,750円

（16.8％off） 
121,250円

（19.8％off） 
93,750円

（24.2％off） 

水清水G3 299,200円 261,800円 224,400円 

1万円off 
289,200円

（3.3％off） 
251,800円

（3.8％off） 
214,400円

（4.5％off） 

3万円off 
269,200円 
（10％off） 

231,800円
（11.5％off） 

194,400円
（13.4％off） 

ハイブリットスフィーダ 105,600円 92,400円 79,200円 

1万円off 
95,600円 

（9.5％off） 
82,400円

（10.8％off） 
69,200円

（12.6％off） 

3万円off 
75,600円

（28.4％off） 
62,400円

（32.5％off） 
49,200円

（37.9％off） 

税込み 



エコ会員を紹介すると… 

3名以上紹介 
クーポン券 
（研究所商品） 

5,000円 

5名以上紹介 
クーポン券 
（研究所商品） 

10,000円 

※クーポン券を使用できる期間：2020年7月1日～9月30日 

※各クーポン券の金額以上のお買い物が対象です。 



エコ代理店・エコ総代理店はこんなにお得！ 

紹介料

15,000
円 

ﾎﾟｲﾝﾄ還元

2,000円 

抽選くじ

9回 

賞品ｹﾞｯﾄ 

応募商品 

5枚ｺｰｽ 

賞品ｹﾞｯﾄ 

クーポン券 

5,000円 

紹介料

25,000
円 

ﾎﾟｲﾝﾄ還元

3,000円 

抽選くじ

14回 

賞品ｹﾞｯﾄ 

応募商品 

10枚ｺｰｽ 

賞品ｹﾞｯﾄ 

クーポン券 

10,000
円 

エコ会員を3名紹介すると… 

（購入金額：20,000円/名） 

エコ会員を5名紹介すると… 

（購入金額：20,000円/名） 

2回目以降の購入分 
2万円×3名＝6万円＝2pt 
※1pt＝1,000円で計算 

2回目以降の購入分 
2万円×5名＝10万円＝3pt 
※1pt＝1,000円で計算 



クーポン券の流れ（①～⑥） 

お店 

クーポン該当者 
抽選くじ（10、15、20枚） 
紹介人数（3名、5名） 

環境保全研究所 

①資材と一緒にクーポ
ン券をお店に送付 

③クーポン券を 
該当者に渡す 

⑤7月～9月の間で該当商品を購入後、
クーポン券に必要事項を記入し、 

研究所に送付 

⑥クーポン券と受注状況確認後、末締め
翌月25日に還元口座にお振込み 

④キャンペーン終了後、抽選
くじ・集計用紙(応募・紹介)

を研究所に送付 

②抽選くじを貯める 
お友達を紹介する 



景品総額400万円 
ブロック別の参加率で順位を決めて、商品を配分してプレゼント 

ＷキャンペーンＢＳＣ感謝祭 

●ブロック別順位       上位5ブロック  上位ブロック   各ブロック 
     参加率 サロン数   振り分け％   配分景品金額   景品総額 
①九州    81％ 47/58   15％（32.6％）  ￥217,000    ￥452,000 
②関西    76％ 45/59   10％（21.7％）  ￥144,000    ￥369,000 
②関東    76％ 70/92   10％（21.7％）  ￥144,000    ￥494,000 
④北陸    72％ 18/25    6％（13.0％）  ￥ 87,000     ￥177,000 
⑤東北    71％ 25/35    5％（11.0％）  ￥ 73,000     ￥198,000 
⑥中国・四国 57％ 24/42                       ￥120,000 
⑦中部    47％ 32/68                        ￥160,000 
⑧北海道   23％  6/26                        ￥ 30,000 

前回の実績 


