コシーヴァ
概要書面
会員登録される前に本概要書面をよくお読みください。
特定商取引に関する法律 第37条1項：概要書面

コシーヴァ社の会員登録をされる前に本概要書面を必ずお読みになり、

会社、ビジネス、製品の内容等を十分に理解した上でご登録されます様に
お願い致します。
また、
どなたかにご紹介いただく時は相手の方に必ず本

概要書面をお渡し頂き、会社、製品、ビジネス等について説明して下さい。

会社名・代表者名・創立日・本社所在地・電話番号・事業内容
会社名：コシーヴァ
代表者：ロブ・ガルブランドセン
創立日：2014年2月11日
本社所在地：428 E Winchester Street, Murray, Utah 84107, U.S.A.
電話番号：385-743-9665
事業内容：健康補助食品、パーソナルケア・スキンケア製品の会員訪問販売

【取扱製品】
製品名：アドバンスTRS
会員価格：68米ドル
数量・内容量：１本28ml
主成分：クリノプチロライト、純水
製品名：アドバンスTRSトリオ
会員価格：150米ドル
数量・内容量：１本28ml x 3
主成分：クリノプチロライト、純水
製品名：コシーヴァCVR3
会員価格：60米ドル
数量・内容量：1缶280g
主成分：クルクミン、
レスベラトロル、
ナイアシン、L-アルギニン、L-シトルリン、
COQ10、
アサイ、ザクロ、羅漢果
製品名：アドバンスTRS + コシーヴァCVR3 セット(2+1)
会員価格：150米ドル
数量・内容量：アドバンスTRS（１本28ml x 2）＋ コシーヴァCVR3 (1缶280g x 1)
主成分：アドバンスTRS：クリノプチロライト、純水
コシーヴァCVR3：クルクミン、
レスベラトロル、
ナイアシン、
L-アルギニン、
アサイ,
L-シトルリン、COQ10、ザクロ、羅漢果
製品名：アドバンスTRS + コシーヴァCVR3 セット(1+2)
会員価格：150米ドル
数量・内容量：アドバンスTRS（１本28ml x 1）＋ コシーヴァCVR3 (1缶280g x 2)
主成分：アドバンスTRS：クリノプチロライト、純水
コシーヴァCVR3：クルクミン、
レスベラトロル、
ナイアシン、
L-アルギニン、
アサイ,
L-シトルリン、COQ10、ザクロ、羅漢果
製品名：シングルオイル トリオ(ラベンダー、フランキンセンス、ペパーミント)
会員価格：100米ドル
数量・内容量：ラベンダー、
フランキンセンス、ペパーミント
（各1本10ml）
主成分：ラベンダー、
フランキンセンス、ペパーミント エッセンシャルオイル
製品名：エッセンシャルオイル 3 + 3
会員価格：150米ドル
数量・内容量：フランキンセンス、
ラベンダー、ペパーミント、
アンワインド、
ターゲット、
リカバリー（各1本10ml）
主成分：シングル オイル（フラキンセンス、
ラベンダー、ペパーミント）
ブレンドオイル (アンワインド、
ターゲット、
リカバリー)
アンワインド：ベルガモット、
ブラックスプルース、
オレンジ、
イランイラン、
ブラッ
クペパー、
フランキンセンス、
ラベンダー、
タナセタム、
ターメリック
ターゲット：レモングラス、
スイートマジョラム、バジル、バーチ、
カイエン、

グローブバッド、
コパイバ、サイプレス、ゼラニウム、ヘリクリサム
リカバリー：レモン、
ターメリック、
ブラックペパー、
カイエン、
シナモンバーク、
クローブバッド、
コパイバ、ニアウリ、オレガノ、
タイムチモール
製品名：フランキンセンス
（シングルオイル）
会員価格：56.75米ドル
数量・内容量：1本10ml
主成分：フランキンセンス エッセンシャルオイル
製品名：ラベンダー（シングルオイル）
会員価格：32.75米ドル
数量・内容量：1本10ml
主成分：ラベンダー エッセンシャルオイル
製品名：ペパーミント
（シングルオイル）
会員価格：20.75米ドル
数量・内容量：1本10ml
主成分：ペパーミント エッセンシャルオイル
製品名：ティートリー（シングルオイル）
会員価格：23.75米ドル
数量・内容量：1本10ml
主成分：ティートリー エッセンシャルオイル
製品名：オレンジ（シングルオイル）
会員価格：15.75米ドル
数量・内容量：1本10ml
主成分：オレンジ エッセンシャルオイル
製品名：レモン
（シングルオイル）
会員価格：16.75米ドル
数量・内容量：1本10ml
主成分：レモン エッセンシャルオイル
製品名：ココナッツ キャリアオイル
会員価格：18.75米ドル
数量・内容量：1本100ml
主成分：フラクショネイテッド ココナッツオイル
製品名：ディフェンダー（ブレンドオイル）
会員価格：33.50米ドル
数量・内容量：1本10ml
主成分：タイムリナロール、
ラヴィンサラ、ティートリー、ユーカリラジアータ、
レモン、
ジャーマンカモミール
製品名：アンワインド
（ブレンドオイル）
会員価格：36.50米ドル
数量・内容量：1本10ml
主成分：ベルガモット、
ブラックスプルース、
オレンジ、
ブラックペパー、
イランイラ
ン、
フランキンセンス、
ラベンダー、
タナセタム、
ターメリック

製品名：スーズ（ブレンドオイル）
会員価格：32.50米ドル
数量・内容量：1本10ml
主成分：カイエン、
シナモンバーク、
コリアンダー、
ジンジャー、
ターメリック、
レモン、ペパーミント、
フェンネル、ディルウイード、
ブラックペパー
製品名：チル（ブレンドオイル）
会員価格：33.50米ドル
数量・内容量：1本10ml
主成分：クラリセージ、
シダーウッド、マートル、パルマローザ、
スイートオレ
ンジ、
ローズウッド、
ピンクグレープフルーツ、
フランキンセンス、
コーンミント
製品名：インヘール（ブレンドオイル）
会員価格：30.50米ドル
数量・内容量：1本10ml
主成分：ベイローレル、
シダーウッド、ユーカリラジアータ、パルマローザ、
スイートオレンジ、
ローズウッド、ピンクグレープフルーツ、
コパイバ、
フランキンセンス
製品名：ターゲット
（ブレンドオイル）
会員価格：38.50米ドル
数量・内容量：1本10ml
主成分：レモングラス、スイートマジョラム、バジル、バーチ、カイエン、
グローブバッド、
コパイバ、サイプレス、ゼラニウム、ヘリクリサム
製品名：レスキュー（ブレンドオイル）
会員価格：35.50米ドル
数量・内容量：1本10ml
主成分：ブラックペッパー、
カイエン、
スイートマジョラム、
スイートオレンジ、
コパイバ、
ジャーマンカモミール、
ジュニパーベリー、
ペパーミント、
ラベンダー、
ヘリクリサム
製品名：リカバリー（ブレンドオイル）
会員価格：38.50米ドル
数量・内容量：1本10ml
主成分：レモン、
ターメリック、
ブラックペパー、
カイエン、
シナモンバーク、
オレガノ、
クローブバッド、
コパイバ、ニアウリ、
タイムチモール

関税・消費税：
製品価格に60%を掛けた額が課税対象額となります。課税対象額が10,000円
以下であれば原則として免税となります。消費税も掛かりません。10,000円を
超える場合は課税対象となりますのでご注意、ならびにご了解ください。
再販の禁止：個人輸入となりますので再販等は禁止されていますのでご注意
ください。
送料：荷物の重量（ポンド）によります。
0.5ポンド(226g) まで：$17.90
1ポンド (454g) まで：$19.90
2ポンド (907g) まで：$22.30
3ポンド (1.3kg) まで：$24.50
4ポンド (1.8kg) まで：$26.25
5ポンド (2.6kg) まで：$28.25
【製品注文方法】
製品のご購入はご希望の製品と決済条件を予め決めておく
「オートシップ注文
（定期購入）」またはそのつど注文する「スポット注文」のどちらかをお選び
いただけます。
【購入方法】
会員専用ページから注文できます。
あるいは注文書をファックス、
またはメール
に添付して弊社カスタマーサポートまでお送りください。
ファクス番号：03-6733-7570（24時間受付）
メールアドレス：japansupport@coseva.com
インターネット：http://www.mycoseva.com
* 会員専用ページをご利用になる際は登録時に発行された会員ID番号または
ユーザーネームとパスワードが必要となります。パスワードをお忘れの方は
弊社カスタマーサポートにメールまたはファックスにてお問い合わせください。
オートシップの変更と停止：
変更・停止の期限：オートシップの内容変更は原則として土、
日、祝日を除く７
営業日前までに弊社 カスタマーサポートまでメール、
またはファックスでご連
絡いただくか、
あるいはインターネットで 行うことができます。
この期間を過ぎ
てから弊社が受領した変更または停止の依頼は当該月には反映されません。
翌月からとなりますのでご了承ください。
変更方法：インターネットで変更ができます。または、書面にて変更を希望
される内容を弊社カスタマーサポートまでメールまたはファックスにてお送り
ください。
停止方法：インターネットで停止することができます。
または、書面にて
「申請
日」
、
「オートシップ停止の旨」
、
「登録氏名・ID番号・登録住所・登録電話番号を
記載の上弊社カスタマーサポートまでメールまたはファックスにてお送り
ください。

製品引渡し時期：決済完了後、本社のある米国ユタ州よりヤマト国際宅急便
にて1週間から10日前後でお届けいたします。
【お支払い方法】
クレジットカード決済：VISA、AMEX、MASTER CARD、JCBをご利用いただけます。
イーウオレット決済：コシーヴァイーウオレットご利用いただけます。
【特定利益】
別紙の「ボーナスプラン」冊子をご覧下さい。
ボーナス取得条件：すべてのボーナスを受け取るにはパーソナルボリューム
が55CV または 100CV 以上必要です。
それぞれのボーナスプランの取得条件
を満たしている必要があります。
ボーナス受取方法：ご指定の銀行口座に振り込みいたします。
あるいは
コシーヴァイ ーウオーレット口座に預金しておくか小切手で受け取ることが
できます。銀行振り込み、
また小切手を現金化する際も銀行等で手数料が
発生しますのでご了解ください。
【特定商取引に関する法律事項】
遵守事項：
１) 概要書面・契約書面の交付（特定商取引法第37条）
：特定負担について
契約締結前に連鎖販売業の概要を記載した書面（概要書面）、ならびに契約
締結後は契約内容を定める書面を交付しなくてはならない。
２）氏名、勧誘目的の明示（特定商取引法第33条‐2）
：製品説明を含む勧誘に
先立ち、相手に対して氏名の明示、ならびにビジネスの勧誘であること、会員
登録した際は製品の購入が必要となることを明言しなくてはならない。
３）特定負担と特定利益：ビジネスを行う際の金銭的負担やボーナスプラン
について説明をしなかったり、事実と異なることを話してはならない。
禁止行為（特定商取引法第34条）
：弊社の製品やビジネスを勧める際に
次の行為は「特定商取引法律第34条・禁止行為」に該当するので絶対に
行わないで下さい。
1) 勧誘の際、あるいは契約締結後、契約の解除を妨害するために、製品の
品質、性能、
特定負担、特定利益、
契約解除の条件、
そのほか重要事項を故意に
告げないこと。
2) 勧誘の際、あるいは契約締結後、契約の解除を妨害するために、製品の
品質、性能、
特定負担、特定利益、
契約解除の条件、
そのほか重要事項について
事実と異なることを告げてはならない。
3)勧誘の際、あるいは契約締結後、契約の解除を妨害するために、相手を脅
かしたり、困惑させてはならない。統括者や、勧誘者（業者側）は、
その連鎖販
売業に係る連鎖販売取引についての契約（店舗以外の場所で「個人」
との契約
に限る）の締結について勧誘をするためや、その契約の解除を妨げるために、

次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為を
してはならない。
注意事項と禁止行為：
1) 会員資格を失った方が再度登録を希望される時は資格を失った時から6
ヶ月以上経過していることが必要です。然しながら、再登録申請書を受理す
るかどうかは弊社の判断によります。
2) コシーヴァビジネスの基本は人と人とのつながり、ネットワークマーケティ
ングに重きをおきます。口コミでの活動をしてください。
3) 購入した製品は再販することはできません。
4) 弊社の許可なく弊社の称号、ロゴ、製品名を使用して一般に宣伝したり、
販売促進品を作ってはなりません。
契約解除に関する事項
【クーリングオフ】
クーリングオフとは特定商取引法に定められた規定で契約書面を受理され
た日、
あるいは初回注文製品を受領日のいずれか遅い日から起算して20日
以内であれば、理由を問わず、無条件で契約の解除および製品の返品がで
きることを意味します。支払い済みの代金は速やかに返金されます。返品に
かかる送料は弊社が負担いたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金が
請求されることはありません。
クリーングオフを実施する時は必要事項（クリーングオフをする旨、解約申
請日、登録氏名、ＩＤ番号、登録住所・電話番号、返品製品の有無）
を書面に
記載して弊社宛ファックス、
またはメールにて送付ください。
ファクス番号：03-6733-7570
メールアドレス: japansupport@coseva.com
クリーングオフの行使を妨げるために事業者、勧誘者、販売業者等が不実
のことを告げたり、脅迫行為によりクーリングオフを実施しなかった場合は、
弊社から
「クーリングオフ妨害の解消のための書面」が交付されます。その
内容の説明を受けた日から20日を経過するまではクリーングオフをするこ
とができます。
【クーリングオフ期間終了後の解約・返金】
会員は契約を自分の意思でいつでも解約できます。
クリーングオフ期間終
了後の製品の返品については会員登録から1年以内に再販売可能な未開
封の状態で製品が返品された時は製品価格（送料、手数料、消費税を含ま
ない）の90%が返金されます。次のいずれかに該当する場合は製品の返品
はできません。

1) 製品の受領日から12ヶ月を経過している
2) 製品を再販売、使用、
または消費している
3) 自らの責任で製品を毀損している
返品の送料は本人の負担となります。返品対象製品の購入に際し発生した
ボーナスを既に受け取っている場合は返金額を調整させていただきます。
本書面は事前の通達なしに内容の追加、変更、削除を行う時がありますの
で、予めご了解ください。

紹介者が必ず記入し説明を受けられるお客様にお渡しください。
【紹介者】
氏名
コシーヴァＩＤ番号
電話番号
メールアドレス
住所

本社所在地：428 E Winchester Street, Murray, Utah 84107, U.S.A.
電話番号：385-743-9665

メール: japansupport@coseva.com

ファックス番号: 03-6733-7570

