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新成人株式会社47都道府県エリア代理店募集
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2024年RAIプロジェクトの前に
47都道府県の仲間を募集します。

先に北海道から沖縄までの仲間になりませんか？
利益が得られるように営業サポートします。

Cポンお店ナビ新規店舗開拓1件当たり
【2500円～3万円】の報酬

個人・法人関係なく責任をもって
地域開拓できる方にお願い申し上げます。

詳しくは担当者までお問い合わせください。

Cポンお店ナビ開拓営業

https://shops.cpon.co.jp/

https://shops.cpon.co.jp/
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北海道エリア開拓チラシ表

01北海道エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

北海道統括代表名刺

北海道担当者バラマキ名刺

北海道エリア開拓チラシ裏
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青森エリア開拓チラシ表

02青森エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

青森統括代表名刺

青森担当者バラマキ名刺

青森エリア開拓チラシ裏
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岩手エリア開拓チラシ表

03岩手エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

岩手統括代表名刺

岩手担当者バラマキ名刺

岩手エリア開拓チラシ裏
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宮城エリア開拓チラシ表

04宮城エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

宮城統括代表名刺

宮城担当者バラマキ名刺

宮城エリア開拓チラシ裏
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秋田エリア開拓チラシ表

05秋田エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

秋田統括代表名刺

秋田担当者バラマキ名刺

秋田エリア開拓チラシ裏
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山形エリア開拓チラシ表

06山形エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

山形統括代表名刺

山形担当者バラマキ名刺

山形エリア開拓チラシ裏
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福島エリア開拓チラシ表

07福島エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

福島統括代表名刺

福島担当者バラマキ名刺

福島エリア開拓チラシ裏
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茨城エリア開拓チラシ表

08茨城エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

茨城統括代表名刺

茨城担当者バラマキ名刺

茨城エリア開拓チラシ裏
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栃木エリア開拓チラシ表

09栃木エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

栃木統括代表名刺

栃木担当者バラマキ名刺

栃木エリア開拓チラシ裏
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群馬エリア開拓チラシ表

10群馬エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

群馬統括代表名刺

群馬担当者バラマキ名刺

群馬エリア開拓チラシ裏



13

埼玉エリア開拓チラシ表

11埼玉エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

埼玉統括代表名刺

埼玉担当者バラマキ名刺

埼玉エリア開拓チラシ裏
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千葉エリア開拓チラシ表

12千葉エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

千葉統括代表名刺

千葉担当者バラマキ名刺

千葉エリア開拓チラシ裏
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東京エリア開拓チラシ表

13東京エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

東京統括代表名刺

東京担当者バラマキ名刺

東京エリア開拓チラシ裏
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神奈川エリア開拓チラシ表

14神奈川エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

神奈川統括代表名刺

神奈川担当者バラマキ名刺

神奈川エリア開拓チラシ裏
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新潟エリア開拓チラシ表

15新潟エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

新潟統括代表名刺

新潟担当者バラマキ名刺

新潟エリア開拓チラシ裏
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富山エリア開拓チラシ表

16富山エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

富山統括代表名刺

富山担当者バラマキ名刺

富山エリア開拓チラシ裏
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石川エリア開拓チラシ表

17石川エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

石川統括代表名刺

石川担当者バラマキ名刺

石川エリア開拓チラシ裏
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福井エリア開拓チラシ表

18福井エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

福井統括代表名刺

福井担当者バラマキ名刺

福井エリア開拓チラシ裏
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山梨エリア開拓チラシ表

19山梨エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

山梨統括代表名刺

山梨担当者バラマキ名刺

山梨エリア開拓チラシ裏
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長野エリア開拓チラシ表

20長野エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

長野統括代表名刺

長野担当者バラマキ名刺

長野エリア開拓チラシ裏
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岐阜エリア開拓チラシ表

21岐阜エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

岐阜統括代表名刺

岐阜担当者バラマキ名刺

岐阜エリア開拓チラシ裏
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静岡エリア開拓チラシ表

22静岡エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

静岡統括代表名刺

静岡担当者バラマキ名刺

静岡エリア開拓チラシ裏
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愛知エリア開拓チラシ表

23愛知エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

愛知統括代表名刺

愛知担当者バラマキ名刺

愛知エリア開拓チラシ裏
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三重エリア開拓チラシ表

24三重エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

三重統括代表名刺

三重担当者バラマキ名刺

三重エリア開拓チラシ裏
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滋賀エリア開拓チラシ表

25滋賀エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

滋賀統括代表名刺

滋賀担当者バラマキ名刺

滋賀エリア開拓チラシ裏
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京都エリア開拓チラシ表

26京都エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

京都統括代表名刺

京都担当者バラマキ名刺

京都エリア開拓チラシ裏
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大阪エリア開拓チラシ表

27大阪エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

大阪統括代表名刺

大阪担当者バラマキ名刺

大阪エリア開拓チラシ裏



30

兵庫エリア開拓チラシ表

28兵庫エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

兵庫統括代表名刺

兵庫担当者バラマキ名刺

兵庫エリア開拓チラシ裏
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奈良エリア開拓チラシ表

29奈良エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

奈良統括代表名刺

奈良担当者バラマキ名刺

奈良エリア開拓チラシ裏



32

和歌山エリア開拓チラシ表

30和歌山エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

和歌山統括代表名刺

和歌山担当者バラマキ名刺

和歌山エリア開拓チラシ裏
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鳥取エリア開拓チラシ表

31鳥取エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

鳥取統括代表名刺

鳥取担当者バラマキ名刺

鳥取エリア開拓チラシ裏
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島根エリア開拓チラシ表

32島根エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

島根統括代表名刺

島根担当者バラマキ名刺

島根エリア開拓チラシ裏
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岡山エリア開拓チラシ表

33岡山エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

岡山統括代表名刺

岡山担当者バラマキ名刺

岡山エリア開拓チラシ裏



36

広島エリア開拓チラシ表

34広島エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

広島統括代表名刺

広島担当者バラマキ名刺

広島エリア開拓チラシ裏
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山口エリア開拓チラシ表

35山口エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

山口統括代表名刺

山口担当者バラマキ名刺

山口エリア開拓チラシ裏
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徳島エリア開拓チラシ表

36徳島エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

徳島統括代表名刺

徳島担当者バラマキ名刺

徳島エリア開拓チラシ裏
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香川エリア開拓チラシ表

37香川エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

香川統括代表名刺

香川担当者バラマキ名刺

香川エリア開拓チラシ裏
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愛媛エリア開拓チラシ表

38愛媛エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

愛媛統括代表名刺

愛媛担当者バラマキ名刺

愛媛エリア開拓チラシ裏
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高知エリア開拓チラシ表

39高知エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

高知統括代表名刺

高知担当者バラマキ名刺

高知エリア開拓チラシ裏
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福岡エリア開拓チラシ表

40福岡エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

福岡統括代表名刺

福岡担当者バラマキ名刺

福岡エリア開拓チラシ裏
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佐賀エリア開拓チラシ表

41佐賀エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

佐賀統括代表名刺

佐賀担当者バラマキ名刺

佐賀エリア開拓チラシ裏
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長崎エリア開拓チラシ表

42長崎エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

長崎統括代表名刺

長崎担当者バラマキ名刺

長崎エリア開拓チラシ裏



45

熊本エリア開拓チラシ表

43熊本エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

熊本統括代表名刺

熊本担当者バラマキ名刺

熊本エリア開拓チラシ裏
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大分エリア開拓チラシ表

44大分エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

大分統括代表名刺

大分担当者バラマキ名刺

大分エリア開拓チラシ裏
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宮崎エリア開拓チラシ表

45宮崎エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

宮崎統括代表名刺

宮崎担当者バラマキ名刺

宮崎エリア開拓チラシ裏
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鹿児島エリア開拓チラシ表

46鹿児島エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

鹿児島統括代表名刺

鹿児島担当者バラマキ名刺

鹿児島エリア開拓チラシ裏
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沖縄エリア開拓チラシ表

47沖縄エリアを担当する仲間を募集します。【1件2500円～3万円】

沖縄統括代表名刺

沖縄担当者バラマキ名刺

沖縄エリア開拓チラシ裏



Thank You …

Let’ｓ skill up together

TOMA Presents

新成人株式会社

https://shinseijin.co.jp/
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