エキスパートアライアンス株式会社

EXAセミナースケジュール2018年08月
地域
開催日
開始 終了
説明会内容
開始 終了

千葉

京都

土気

京都

2018/8/1

説明会内容

水 13:00 15:00 ＥＸＡ事業説明会

説明担当員

会場

社員 松村 司

うさぎ （飲食店）
千葉県千葉市緑区あすみが丘1-36-4

社員 松村 司

京都テルサ 小会議室
京都市南区東九条下殿田町７０番地

2018/8/5

日 13:30 15:30 ＥＸＡ事業説明会

エキスパートアライアンス 会議室
中央区入船1-1-26 永井ビル4F

社員 松村 司

みやぎ婦人会館 第2研修室
宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡5番地

東京

本社

2018/8/9

「あれから10年…」時空を超えて蘇った格
木 13:30 15:30 安携帯サービス！！共済を超える究極の AG 上原 哲郎
権利収入があなたの人生を変える！

宮城

仙台

2018/8/9

木 13:30 15:30 ＥＸＡ事業説明会

青森

青森

2018/8/10 金 11:00 13:00 ＥＸＡ事業説明会

社員 松村 司

アピオあおもり 小研修室2
青森県青森市中央3-17-1

埼玉

狭山

2018/8/11 土 15:00 17:00 ＥＸＡ事業説明会

社員 松村 司

狭山市産業労働センター
2階異業種交流スペース
埼玉県狭山市入間川1丁目3番3号

社員 松村 司

エキスパートアライアンス 会議室
中央区入船1-1-26 永井ビル4F

東京

本社

福島

郡山

北海道

札幌

東京

本社

2018/8/16 木 13:30 15:30 ＥＸＡ事業説明会

郡山市東部勤労者研修ｾﾝﾀｰ 第1研修
社長 中川 博貴
室
社員 松村 司
郡山市田村町金屋字下タ川原167-2
副業を探している方必見！！誰でも分か AG 菅原 昇市
ブリッヂオフィス
2018/8/18 土 13:30 15:30 る！初心者向けネットワークビジネスはこ AG 高田 雅徳
札幌市白石区本通2丁目北7-27
れ！
AG 吉田 久美子 第6大岡ビル1階
「あれから10年…」時空を超えて蘇った格
エキスパートアライアンス 会議室
2018/8/23 木 13:30 15:30 安携帯サービス！！共済を超える究極の AG 上原 哲郎
中央区入船1-1-26 永井ビル4F
権利収入があなたの人生を変える！
狭山市産業労働センター
社長 中川 博貴
2018/8/23 木 13:30 15:30 ＥＸＡ事業説明会
2階異業種交流スペース
社員 松村 司
埼玉県狭山市入間川1丁目3番3号
2018/8/18 土 13:30 15:30 ＥＸＡ事業説明会

埼玉

狭山

千葉

大網

2018/8/24 金 13:30 15:30 ＥＸＡ事業説明会

社長 中川 博貴 大里総合管理事務所 2階 会議室
社員 松村 司
千葉県大網白里市みやこ野2-3-1

東京

本社

2018/8/28 火 13:30 15:30 ＥＸＡ事業説明会

社員 松村 司

栃木

「あれから10年…」時空を超えて蘇った格
宇都宮 2018/8/29 水 13:30 15:30 安携帯サービス！！共済を超える究極の AG 上原 哲郎
権利収入があなたの人生を変える！

お知らせ

ELAプレミア会員様限定企画
プレミア会員様限定企画

●ELAプレミアの日●
プレミアの日●
8月15日（水）9：00～受付開始
熊本県産くまモン米 5ｋｇ（500円）
（先着100個 お一人様1個まで）
9月19日（水）9：00～受付開始
ベネステおもてなしの宿ペア（5,000円）
（先着30組 お一人様1組まで）

●セールスツール無料●
ご紹介で必要なセールスツール（各種概要書
面）は無料です。ＥＸＡモールのサイトからイ
ンターネットでご注文可能です。
詳しくはＥＸＡモールのセールスツールを
チェック♪

◇◆ＥＸＡオリジナル商品
◇◆ＥＸＡオリジナル商品
初回お試し購入◆◇
初回お試し購入◆◇
初回お試し購入は、"誰でも"1回のみ
「ナノディーバ」「ギュッ!と酵素」「エキスパートα」
を50％offで購入できます。
この機会にぜひお試しください。

エキスパートアライアンス 会議室
中央区入船1-1-26 永井ビル4F
とちぎ福祉プラザ 301号室
宇都宮市若草1-10-6

◇◆首都圏エージェント会
◇◆首都圏エージェント会のご案内◆◇
日 時：8月27日(月)
場所：エキスパートアライアンス本社会議室
住所：東京都中央区入船1-1-26 永井ビル4Ｆ

静岡

静岡

2018/8/29 水 13:30 15:30 ＥＸＡ事業説明会

社長 中川 博貴 ふしみやビル 901号室
社員 松村 司
静岡県静岡市葵区呉服町2-3-1

熊本

熊本

2018/8/30 木 13:30 15:30 ＥＸＡ事業説明会

社員 松村 司

嘉島町民会館 会議室
上益城郡嘉島町上島530番地

■お問い合わせ先■
TEL：
TEL：0303-67576757-8900 9時から17
時から17時
17時

熊本

2018/8/30 木 18:30 20:30 ＥＸＡ事業説明会

社員 松村 司

嘉島町民会館 会議室
上益城郡嘉島町上島530番地

土日・祝日・年末年始を除く

熊本

