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●対象：妊産婦～6歳以下の未就学児がいるご家庭●対象：妊産婦～6歳以下の未就学児がいるご家庭

期間限定

1010
まで
2828

期間限定

1010
まで
2828

お電話の際、先に生協の組合員とお伝えください。受付時間／月～金9：00～17：30（土日祝休み）0120-331-626アクアクララ株式会社

期間中、アクアクララに新規でご入会いただいた方にもれなく、
「ソーダストリーム ジェネシス v2」または「Amazonギフト券（5,000円分）」から、

どちらかをプレゼントいたします！

アクアクララ〈はじめてセット〉のご注文は下記の 　～　 いずれかの方法で（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）アクアクララ〈はじめてセット〉のご注文は下記の 　～　 いずれかの方法で（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）OCR注文期間以外は　 または　 でご注文ください。OCR注文期間以外は　 または　 でご注文ください。

商品に関するお問い合わせは

東海コープ アクアクララパソコンからスマートフォン・
タブレットから

あんしんサポート料月々のお支払いは
次の2つ ご注文いただいたウォーターボトル代

2年割プランか通常プランをお選びください。

（ご注意ください）ウォーターサーバー設置の日から起算して、2年以内に退会された場合は、本キャンペーンの対象とはならず、
　　　　　　　退会時に景品代金として8,800円（税込）をお支払いいただきます。
○プレゼントキャンペーン・はじめてセットは、アクアクララをはじめてご利用いただく方に限ります。
　既にご利用中の方、過去にアクアクララをご利用されたことがある方は対象外となります。
※景品の色は選べません。 ※食器類はプレゼントには含まれません。 ※掲載の写真はイメージです。
※景品は変更になる場合がございます。
※本キャンペーンはアクアクララ株式会社による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonでは
　お受けしておりません。アクアクララ株式会社キャンペーン事務局【0120-331-626】までお願いいたします。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

はじめてセット1,512円

（ご注意ください）上記のセット内容は期間限定 組合員特典キャンペーン期間のみのものです。通常時は1,512円（税込・宅配料込）で、あんしんサポート料は設置月が無料、
　　　　　　　　ウォーターボトルのお届けは3本に、アクアウィズを選んだ場合は2本になります。

安全・安心な、おいしいお水をご自宅へ

アクアスリム アクアスリムS

お部屋や用途に合わせて選べる「アクアクララのウォーターサーバー」ラインナップ

アクアスリムアクアスリム
（幅）313mm（奥）323mm（高）966mm 
※レギュラーボトル装着時 高さ1,235mm

アクアスリムSアクアスリムS
（幅）272mm（奥）420mm（高）487mm 
※レギュラーボトル装着時 高さ765mm
※スリムボトル装着時 高さ756mm

●本チラシの有効期限／2022年10月28日まで

※あんしんサポートとは、専門スタッフによる配達設置、サーバーの定期メンテナンス、
　故障時対応を含むアクアクララを安心･快適にご利用いただくためのサービスです。

（幅）286mm（奥）350mm（高）1,320mm 

アクアファブ（全2色）アクアファブ（全2色）

卓上タイプ

※あんしんサポートとは、専門スタッフによる配達設置、
サーバーの定期メンテナンス、故障時対応を含むアクアク
ララを安心･快適にご利用いただくためのサービスです。

あんしんサポート料※あんしんサポート料※ ウォーターボトルウォーターボトル
設置月＋2ヶ月設置月＋2ヶ月

お届け!お届け!

無料!無料!
4本4本＋

＋1 2

OCR注文用紙・e-フレンズでOCR注文用紙・e-フレンズで インターネットでインターネットで
「4・6桁注文番号欄」に4桁の注文番号を左づめでご記入ください。

「東海コープ生活サービス事業部」ウェブサイトのお申込みフォームで
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ホワイト ブラック

●バリスタ搭載時
　（幅）320mm（奥）320mm（高）1,344mm

●ドルチェ搭載時
　（幅）320mm（奥）320mm（高）1,327.5mm

アクアウィズアクアウィズ

バリスタ搭載 ドルチェ搭載

ソーダストリーム 
ジェネシス v2

Amazonギフト券
5,000円分

アクアクララのお水もわずか数秒で炭酸水に！
ドリンク、フード、デザートまで
自由自在にアレンジが楽しめます。

アクアクララのお水もわずか数秒で炭酸水に！
ドリンク、フード、デザートまで
自由自在にアレンジが楽しめます。

オンラインショッピングサイトAmazonで
買い物をする際に現金と同様に利用できる
ギフト券です。

オンラインショッピングサイトAmazonで
買い物をする際に現金と同様に利用できる
ギフト券です。

ウォーターボトルウォーターボトル

ネスカフェの
コーヒー
ネスカフェの
コーヒー

3本3本
＋

※ネスカフェ ゴールドブレンド エコ＆システムパック65g 又は
　ネスカフェ ドルチェグスト専用カプセル リッチブレンド16P

●2年割プラン ： 適用月より24カ月更新制となります。毎月のあんしんサポート料、ウォーターボトルが割引金額でご利用いただけます。（ご注意ください）更新月以外の解約の場合、解約料として11,000円（税込）がかかります。
●通常プラン ： 適用月より最低12カ月継続となります。（ご注意ください）1年以上のご利用が前提です。12カ月未満での解約の場合、解約料として6,600円（税込）がかかります。

または

●アクアウィズを選んだ場合●アクアウィズを選んだ場合

コーヒーマシン一体型

1,512円
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5.お支払い5.お支払い
毎月1日から月末までの
お届け分を翌月15日の
ご利用分として生協
ご利用代金と一緒に
請求いたします。

キャンセルキャンセル
サーバー設置後、一定期間内の解約は
解約料が発生します。解約料は2年割
プラン11,000円（税込）、通常プラン
6,600円（税込）です。
詳しくは契約時にご確認ください。

4.ボトルのお届け4.ボトルのお届け
アクアクララ販売店にボトルの
ご注文をお願いします。ご注文は
2本以上からになります。アクア
クララスタッフ、または宅配便で
お届けします。

3.ウォーターサーバー設置3.ウォーターサーバー設置
アクアクララより、ウォーターサーバーの
設置とボトルのお届け日に関してご連絡後、
アクアクララエリア販売店が設置にお伺い
いたします。ボトルのお届け方法に関しても
その際にお伝えいたします。

2.利用契約2.利用契約
アクアクララより、お申込確認の
ご連絡をします。その後、アクア
クララ社と契約。
※お申込後、概ね2週間以内に
　ご連絡します。

1.お申込み1.お申込み
上記のいずれかの方法で、
ご注文ください。

チラシに紹介されていない「無料お試しセット」や、
ウォーターサーバーの詳細情報なども掲載。

アクアクララご利用の流れアクアクララご利用の流れ

受付時間／月～金（祝日含む）9:30～17:00 土日定休
0120-282-220お電話でお電話で 東海コープ 

生活サービス事業部
提携サービス

※※
or

ママが
よろこぶグッズプレゼント！！

安安安全安安安全

●あんしんサポート料●あんしんサポート料

●あんしんサポート料●あんしんサポート料

1,100円/月（税込）

※ウォーターボトルの
　ノルマはありません。

または

かならずもらえる

2年割
プラン
2年割
プラン

1,650円/月（税込）

1,430円/月（税込）
通常プラン通常プラン

●あんしんサポート料●あんしんサポート料

2年割
プラン
2年割
プラン

3,300円/月（税込）

2,200円/月（税込）
通常プラン通常プラン

2年割プラン2年割プラン 1,100円/月（税込）
通常プラン通常プラン

（　　　）税込
宅配料込
税込
宅配料込

プレゼントキャンペーン

※詳細は販売店よりご案内します。

※子育てアクアプランは2年更新となります。

※1 ウォーターサーバーのあんしんサポート料
※2 ボトルのお届けは2本からとなります※レギュラーボトル

備蓄水にも「ウォーターボトル」

小学校入学前までプラン継続OK

月額3,358円（税込・宅配料込）～
サーバー※1 ＋ ボトル2本※2 でサーバー※1 ＋ ボトル2本※2 で

550円（税込）OFF！毎
月

※ウォーターボトルの賞味期限は、製造日から180日です。※軽減税率対象商品です。

対象期間中対象期間中

空ボトルは回収し
リユースします

子育て 族家 を応援！

●子育てアクアプランの割引は、はじめてセット設置の3ヶ月後からとなります。

1,512円/本
（税込・宅配料込）

（2012～2020年度）
モンドセレクション水部門
『優秀品質最高金賞』
モンドセレクション水部門
『優秀品質最高金賞』9年連続受賞

レギュラーレギュラー スリムスリム

1,404円/本
（税込・宅配料込）

ウォーターボトル《レギュラー》

2年割
プラン
2年割
プラン

通常
プラン
通常
プラン

記入欄に数量は「1」とご記入ください。 ※お届け明細では0円と表示されます。

OCR注文用紙提出日

はじめてセット11119999注文
番号
注文
番号

ご紹介する
全てのサーバーが
対象です。

チェック！

特典1 特典2

組合員特典 ご好評です！！

1,188円/本
（税込・宅配料込）

1,080円/本
（税込・宅配料込）

2年割
プラン
2年割
プラン

通常
プラン
通常
プラン

硬度29.7mg/Lの軟水だから、飲みやすくお料理にも最適！


