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開始 終了 説明会内容 説明担当員 会場 お知らせ

北海道 札幌 2020/04/04 土 13:30 15:30
副業を探している方必見！！誰でも分かる！
初心者向けネットワークビジネスはこれ！

AG 菅原 昇市
AG 高田 雅徳
AG 吉田 久美子

古真舎 焙煎研究所
北海道札幌市白石区本通3丁目北3-26

東京 八丁堀 2020/04/04 土 10:00 12:00
国内最強の【限界突破Wi-Fi】！！
共済以上の究極の権利収入が、あなたの人生の限界を突破する！！

AG 上原 哲郎
京華スクエア ハイテクセンター　2階 研修室
東京都中央区八丁堀3-17-9

埼玉 川越 2020/04/05 日 13:30 15:30 ＥＸＡ事業説明会 社員 松村 司
ウエスタ川越 会議室2
埼玉県川越市新宿町1-17-17

福岡 博多 2020/04/06 月 13:30 15:30
国内最強の【限界突破Wi-Fi】！！
共済以上の究極の権利収入が、あなたの人生の限界を突破する！！

AG 上原 哲郎
リファレンス駅東ビル
福岡県福岡市博多区博多駅東1-16-14 7階

愛知 名古屋 2020/04/07 火 13:30 15:30 ＥＸＡ事業説明会 社員 松村 司
第1アメ横ビル 第1会議室
愛知県名古屋市中区大須3-30-86

三重 伊勢 2020/04/08 水 13:30 15:30 ＥＸＡ事業説明会 社員 松村 司
ダイムスタジアム伊勢 会議室
伊勢市楠部町159－1

東京 八丁堀 2020/04/09 木
国内最強の【限界突破Wi-Fi】！！
共済以上の究極の権利収入が、あなたの人生の限界を突破する！！
（緊急事態宣言のため、中止）

AG 上原 哲郎
京華スクエア ハイテクセンター　2階 研修室
東京都中央区八丁堀3-17-9

京都 京都 2020/04/09 木 13:30 15:30 ＥＸＡ事業説明会 社員 松村 司
京都テルサ 第6会議室
京都府京都市南区東九条下殿田町70番地

静岡 静岡 2020/04/11 土 ＥＸＡ事業説明会 社員 松村 司
ふしみやビル 806号室
静岡県静岡市葵区呉服町2-3-1

岩手 盛岡 2020/04/13 月
国内最強の【限界突破Wi-Fi】！！
共済以上の究極の権利収入が、あなたの人生の限界を突破する！！
（緊急事態宣言のため、中止）

AG 上原 哲郎
ｱｲｰﾅ いわて県民情報交流センター　会議室702
岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1

福島 郡山 2020/04/14 火
国内最強の【限界突破Wi-Fi】！！
共済以上の究極の権利収入が、あなたの人生の限界を突破する！！

AG 上原 哲郎
郡山市労働福祉会館 第2会議室
福島県郡山市虎丸町7-7

栃木 宇都宮 2020/04/15 水 ＥＸＡ事業説明会
社長 中川 博貴
社員 松村 司

とちぎ福祉プラザ 401号室
栃木県宇都宮市若草1-10-6

北海道 札幌 2020/04/18 土
副業を探している方必見！！誰でも分かる！
初心者向けネットワークビジネスはこれ！

AG 菅原 昇市
AG 高田 雅徳
AG 吉田 久美子

ブリッヂオフィス
北海道札幌市白石区本通2丁目北7-27
第6大岡ビル1階

東京 八丁堀 2020/04/18 土
国内最強の【限界突破Wi-Fi】！！
共済以上の究極の権利収入が、あなたの人生の限界を突破する！！
（緊急事態宣言のため、中止）

AG 上原 哲郎
京華スクエア ハイテクセンター　2階 研修室
東京都中央区八丁堀3-17-9

新潟 新潟 2020/04/19 日
国内最強の【限界突破Wi-Fi】！！
共済以上の究極の権利収入が、あなたの人生の限界を突破する！！
（新型コロナウィルスによるセミナー会場閉鎖のため、中止）

AG 上原 哲郎
新潟亀田地域交流センター　会議室
新潟県新潟市江南区東船場1-1-22

東京 八丁堀 2020/04/20 月
国内最強の【限界突破Wi-Fi】！！
共済以上の究極の権利収入が、あなたの人生の限界を突破する！！
（緊急事態宣言のため、中止）

AG 上原 哲郎
京華スクエア ハイテクセンター　2階 研修室
東京都中央区八丁堀3-17-9

秋田 秋田 2020/04/21 火 ＥＸＡ事業説明会
社長 中川 博貴
社員 松村 司

にぎわい交流館 研修室6
秋田県秋田市中通1-4-1

北海道 札幌 2020/04/22 水
国内最強の【限界突破Wi-Fi】！！
共済以上の究極の権利収入が、あなたの人生の限界を突破する！！

AG 上原 哲郎
かでる2・7 110号室
札幌市中央区北2条西7丁目

宮城 仙台 2020/04/22 水 ＥＸＡ事業説明会
社長 中川 博貴
社員 松村 司

みやぎ婦人会館 第4研修室
宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡5番地

北海道 函館 2020/04/23 木
国内最強の【限界突破Wi-Fi】！！
共済以上の究極の権利収入が、あなたの人生の限界を突破する！！

AG 上原 哲郎
函館市亀田商工会　会議室
函館市美原3-36-7

埼玉 狭山 2020/04/23 木 ＥＸＡ事業説明会（緊急事態宣言のため、中止）
社長 中川 博貴
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

東京 本社 2020/4/24 金 ＥＸＡ事業説明会（緊急事態宣言のため、中止） 社員 松村 司
エキスパートアライアンス株式会社 会議室
東京都中央区入船1-1-26 永井ビル4Ｆ

熊本 熊本 2020/4/27 月 ＥＸＡ事業説明会 社員 松村 司
嘉島町民会館 会議室5
熊本県上益城郡嘉島町上島530番地

大阪 大阪 2020/4/28 火
国内最強の【限界突破Wi-Fi】！！
共済以上の究極の権利収入が、あなたの人生の限界を突破する！！
（緊急事態宣言のため、中止）

AG 上原 哲郎
大阪市立生涯学習センター 第4研修室
大阪府大阪市北区梅田1丁目2-2 大阪駅前第2ビル5階

東京 八丁堀 2020/4/30 木
国内最強の【限界突破Wi-Fi】！！
共済以上の究極の権利収入が、あなたの人生の限界を突破する！！
（緊急事態宣言のため、中止）

AG 上原 哲郎
京華スクエア ハイテクセンター　2階 研修室
東京都中央区八丁堀3-17-9
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■お問い合わせ先■
TEL：03-6757-8900
（平日9時～17時）

使い放題！！

◆限界突破Wi-Fi ◆
絶賛発売中！！

今なら！
本体・事務手数料無料！

月額3,500円（税別）

●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。

ＥＸＡモールの『募集ツール等』を

チェック♪

ELAプレミア会員様限定企画
●ELAプレミアの日●

＜応募期間＞

4月1日（水）から
4月15日(水)のお昼12：00締切

ＥＸＡモール2,000ポイント付与

抽選200名様

◆首都圏エージェント会のご案内◆

日 時4月27日(月）18時から
場所：エキスパートアライアンス

本社会議室
東京都中央区入船1-1-26永井ビル4Ｆ


