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『いつでも どこでも だれとでも』

➢ 相手の携帯会社が違ってもOK！

➢ 時間帯を問わずいつでも話せる！

➢ 通話料を気にせず、かけ放題！

ついにはじまる。
定額かけ放題サービス！

“今お使いの携帯電話”“今お使いの携帯電話”のままで！のままで！
厳 秘

※使用可能機種については、別途確認が必要です。

(※)
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厳 秘

父 約１１，０００円

母 約 ５，０００円

子 約 ８，０００円

子 約 ４，０００円

父 ４，９８０円

母 ３，４８０円

子 ３，４８０円

子 ３，４８０円

ＥＬＡコム加入前 ＥＬＡコム加入後ＥＬＡコム加入後

約約２８，０００２８，０００円円

＋ﾊﾟｹｯﾄ機能利用料等＋ﾊﾟｹｯﾄ機能利用料等

約約１５，４２０１５，４２０円円

＋ﾊﾟｹｯﾄ機能利用料等＋ﾊﾟｹｯﾄ機能利用料等

ＥＬＡドットコムサービスは、通信費の節約とＥＬＡドットコムサービスは、通信費の節約と
定額かけ放題の通話サービスを実現します！定額かけ放題の通話サービスを実現します！

年間 約150,960円の節約
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月額 約12,580円

家計費が
浮いた！



いま使っている携帯電話が、そのまま
無料通話のＩＰ電話（※）に早替わり！

★３つのポイント★
①アプリソフトをかんたんインストール

②既存のアドレス帳がそのまま使える！
③専用の050番号が付与されます！

対応機種は、
docomo,au,SoftBank
の三大キャリアです。
（PHS、EMOBILEは対象外）

※・・・通話料は従量制課金ではなく、定額サービス料金に含まれます。

厳 秘2009.01.05.Ｖｅｒ4

♪手続きもカンタン♪♪手続きもカンタン♪



携帯電話の通話料を
定額にできるサービス

4,0004,000円円／月

契約事務費
初 回 の み 1,500円

Ａプラン
携帯単独 プラン

インターネットのプロバイダー料金
固定電話、携帯電話の通話料を
まとめて定額にできるサービス

6,5006,500円円／月

契約事務費
初 回 の み 3,000円

Ｂプラン
フルパッケージ プラン

携帯電話を主に
使っている方

インターネット
固定電話、携帯電話を

まんべんなく使っている方

or

Option

2,5002,500円円//月月
契約事務費

初回のみ 1,500円

携帯 1台あたり

22台台まで

5月より追加登録 OK!

携帯ファミリー携帯ファミリー 特約

厳 秘

基
本
プ
ラ
ン

特

約
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今ご契約の
携帯会社へ
お支払い

約約 ４，９８０４，９８０ 円～円～

加入者ご本人

ＥＬＡドットコム

４，０００４，０００円円

Ａプラン

厳 秘

（携帯単独プラン）（携帯単独プラン）の場合の場合

※ご本人の契約状況により異なります

９８０円～

携帯電話 低基本料

パケット機能利用料等
※ご本人の契約状況により異なります

※パケット使い放題にして
おく必要はありません。

約約 ３，４８０３，４８０ 円～円～

携帯ファミリー特約

ＥＬＡドットコム ファミ特

２，５００２，５００円円

※１台追加の場合

パケット機能利用料等
※ご本人の契約状況により異なります

※パケット使い放題にして
おく必要はありません。

※ご本人の契約状況により異なります

携帯電話 低基本料

９８０円～
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今ご契約の
通信会社へ
お支払い

約約 ７，４８０７，４８０ 円～円～

Ｂプラン

厳 秘

加入者ご本人

ＥＬＡドットコム

６，５００６，５００円円

インターネット回線使用料

※ご本人の契約状況により異なります

（フルパッケージプラン）（フルパッケージプラン）の場合の場合

（光回線をご使用中の方の場合）

※ご本人の契約状況により異なります

９８０円～

携帯電話 低基本料

パケット機能利用料等
※ご本人の契約状況により異なります

※パケット使い放題にして
おく必要はありません。

約約 ３，４８０３，４８０ 円～円～

携帯ファミリー特約

ＥＬＡドットコム ファミ特

２，５００２，５００円円

※１台追加の場合

パケット機能利用料等
※ご本人の契約状況により異なります

９８０円～

携帯電話 低基本料

※パケット使い放題にして
おく必要はありません。

※ご本人の契約状況により異なります
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サービスサービス 内容内容

Option

携帯電話用サービス

固定電話用サービス

携帯電話用サービス

PC用ソフトフォン

プロバイダーサービス

コンテンツサービス

フルパッケージフルパッケージプランプラン携帯単独プラン携帯単独プラン

携帯ファミリー特約携帯ファミリー特約

ＰＣ用電話サービス

プロバイダーサービス

厳 秘

ＢプランＡプラン

携帯電話用サービス
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ＰＣ用電話サービス
固定電話用サービス

携帯電話用サービス

プロバイダーサービス
（無線ルーター付）

国内通話は、
相手先（一般加入電話・固定ＩＰ電話・携帯各社）

また、時間帯を問わず、かけ放題!

メールアカウントは３個、
メール保存容量は３００ＭＢまで

無料で利用可能！

ウィルスチェック機能付で
安心してメールを利用できます！

自宅内外でのＬＡＮケーブル、
無線ＬＡＮカードは不要！

コンテンツサービス

国内通話に加え、
日本から世界３５カ国へかけ放題！

ＴＯＫＹＯ ＭＸ ＴＶ、
大リーグ野球中継が視聴可能！

厳 秘2009.01.05.Ｖｅｒ4

2009年7月
発売



その他の有料その他の有料 付加付加 サービスサービス

ＰＣ用電話サービス

フィルタリングサービス

メールアカウント追加

メール保存容量追加

日本から
世界35カ国へかけ放題！

2,1002,100円円/月額

コンテンツサービス
・昭和アニメチャンネル
・オンデマンドビデオ

個別料金個別料金

315315円円/月額

158158円円/月額

315315円円/月額

携帯電話用サービス

プロバイダーサービス
（無線ルーター付）

アメリカ・ヨーロッパ諸国アメリカ・ヨーロッパ諸国
アジア主要国など！アジア主要国など！

厳 秘2009.01.05.Ｖｅｒ4

2009年7月
発売



厳 秘

日本からかけ放題となる世界３５カ国日本からかけ放題となる世界３５カ国
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※携帯電話用サービスでは、別途月額２,１００円でご利用可能

固定電話用・PC用電話サービスをご利用の場合

◆対象３５カ国
アイルランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、
イスラエル、イタリア、エストニア、オーストリア、
オーストラリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、
シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、
台湾、中国、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、
ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、
フィンランド、フランス、ベネズエラ、ベルギー、
ポルトガル、ポーランド、香港、マレーシア、
ルクセンブルク



EXAが提携しているＭＯＦＩ社は、

米国の 大手通信会社ＡＴ＆Ｔの
ネットワーク網使用権を持っています。
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http://www.mofi.jp/current/index.html
http://www.jp.att.com/bis/


• 1位 ・・・ＨＳＢＣホールディングス （銀行） イギリス

• ８位 ・・・トヨタ自動車 （自動車） 日本

• ９位 ・・・ＩＮＧグループ （保険） オランダ

• １２位 ・・・ＡＴ＆Ｔ （通信） アメリカ

• ２０位 ・・・ＡＸＡグループ （保険） フランス

• ３５位 ・・・三菱東京ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙＧ （銀行） 日本

• ６６位 ・・・日本電信電話（ＮＴＴ） （通信） 日本

※ランキングは、売上高、利益、純資産、時価総額を総合評価したものです。

（２００８年２月２９日時点） １ドル＝１００円で換算 『Forbes2008』より抜粋

AT&Tは、世界のリーディングカンパニーとしても

上位にランクインしている通信のトップ企業です。
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1、支給条件

ＥＬＡに加入していることが必須
２、コミッション率

傘下１段階 13％
2段階 4％
3段階 4％
４段階 4％
5段階 4％

（6段階） （1％）

携帯ファミリー特約

傘下１段階 10％

コミッションコミッション
厳 秘2009.01.05.Ｖｅｒ4

AG

夫 母 子 子

13％ 10％ 10％ 10％
携帯ファミリー特約



特別１％ボーナス（6段階目）

【条件】

◆サプリメントの定期購入を、６ヶ月以上継続してい
ること

◆ＥＬＡコムに加入している直のエージェントを10人
以上保有していること

この両方の条件を満たしていること

コミッションコミッション
厳 秘2009.01.05.Ｖｅｒ4



申し込みの手順申し込みの手順
厳 秘

ログインＩＤ／パスワードの発送
（フルパッケージプランの場合には無線ルーターを含む）

到着・サービスの利用開始

※契約日
会社が本契約を承諾した日の属する月の翌月１日が契約日となります。
契約期間はこの日から１年間となります。（自動更新規程あり）

７
営
業
日
以
内

◆契約申込書（預金口座振替依頼書を含む）のご提出
◆初回の月額サービス利用料の払込み及び契約事務費（初回のみ）

契約成立
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発売スケジュール発売スケジュール
厳 秘

２００９年

１月より順次登録

取り扱いＡＧ
募集中

５月１日 ７月２５日 ７月２７日

契約日

ELA.com
初回の
コミッション
支給日

初回の
自動引落日

⑥月上旬～
順次サービス開始
ﾛｸﾞｲﾝＩＤ／ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ送付

ここからELAのセット
割引が適用されます。
（１８００円→１３００円）

発売開始発売開始
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ＡＧ組織構築準備期間

７月１日

Ｂプラン
フルパッケージ プラン

発売開始

※ＥＬＡならびにエクポン等のコミッションは
加入翌月から支払われます。



失効について失効について
厳 秘

①引落しが出来なかった場合、翌月27日に2ヶ月分をまとめて引落します。

（１ヵ月分の口座残高では引落し出来ません）

当月
２７日

引落

翌月

１日 ２７日 末日

引落

２７日１日

引落

翌々月

通 常 ○
１ヶ月分

○
１ヶ月分

○
１ヶ月分

翌月２ヶ月分
引落し

○
１ヶ月分

○
２ヶ月分

○
１ヶ月分

２ヶ月分連続で
引落ができず月末
までの払込み

○
１ヶ月分

○
１ヶ月分

○
１ヶ月分

失 効 × 失効○
１ヶ月分× ×

○
２ヶ月分振込

通 常

通 常××
×

②2ヶ月分が引落し出来なかった場合、月末までに所定の『コンビニ払込用紙』で

2か月分の料金を払込んでください。

③引落し及び払込みが出来なかった場合には、失効となりますので翌々月１日に

サービスを停止します。（ファミリー特約も同時に停止します）

④サービスを再開する際には、３か月分をお支払い頂きます。（詳細は調整中）
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