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＜登録会員の種類と特典＞
ファミリー会員（無料登録）
•

•
•
•

登録は無料です。登録すると同時に 3 ポジション(01,02,03)が付与され、会員構築が可能
です。また、無料登録したポジション数(購入のないポジションも含め)に応じ、リワード
ランクを得ることができます。
マイリワードセンターの利用が可能です。
ボーナスを次回の製品購入に使用できる製品マイルとして受取ることができます。
製品マイルで受取ったリワードに対して、ファミリー会員がビジネス会員へアップ
グレードした際に、すでに受取った製品マイルを 1 アカウントに対し 1 回だけリワードに
変換することができます。

ビジネス会員
• ファミリー会員として無料登録後、コンプライアンス講習を受講して内容を了承した
ファミリー会員は無料でビジネス会員にアップグレードすることができます。
• 買うだけ会員が購入に使うアフィリエイトサイトを利用することができます。
• アフィリエイトリワード、バイナリーリワード、継続購入リワードに加え、グローバル
リーダーシップリワードを受取ることができます。
※グローバルリーダーシップリワードは 10 スターエリート以上より受取り可能。

•
•

自己購入があっても無くても、買うだけ会員の購入が発生した場合、アフィリエイト
リワードを受取ることができます。
マイリワードセンターから iPayout を通して、$25 以上になったリワードを会員自身の
銀行口座へ振込むことができます。

＜会員の種類＞
ファミリー会員(無料登録)
無料登録すると、自動的に 3 ポジション(クーポンコードの最後に 01、02、03 と記載)が付与されます。
登録時の購入は不要です。短い方の系列のポジション数に応じてリワードランクを獲得します。
「該当月に 55RP(RP=リワードポイント)以上の自己購入があり、さらに 55RP 以上の自己購入のある直紹
介者が左右に少なくとも 1 人づついる」の条件をクリアすると、そのリワードランクに応じたパーセン
トでリワードが計算され、Dorécom 製品の購入に使える製品マイルとして受取ることができます。
ビジネス会員(無料アップグレード)
ビジネス会員アップグレード講習を完了したファミリー会員は、ビジネス会員にアップグレードする
ことができます。それぞれのリワードランク条件に基づいて得たリワードを現金で受取ることが可能に
なります。(アップグレードの際には生年月日を含む個人情報が必要となります。)
※注意：ファミリー会員およびビジネス会員は、マイリワードセンターにてユーザー名、E メールアドレ
ス、住所などが変更できます。登録された名前、クーポンコード(アフィリエイトサイト URL)や電話番号
は、カスタマーサポートで変更ができますが、名義変更やポジションの譲渡には、そのポジションの直
接紹介者と直接紹介者のアップライン上にいる 10 スターエリート以上のリワードランク保持者の承認が
必要です。
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買うだけ会員
ビジネス会員のサイトから小売価格で製品を購入できます。
ただし、ツリー内のポジションは取得していないため、組織の構築はできません。

＜アクティブ条件とバンキング(累積)＞
アクティブ(自己購入があること)：ファミリー会員またはビジネス会員が該当月内に最低 55 リワード
ポイントの自己購入をしている場合のことをアクティブという。
※アクティブポジションで構成される RP のみが (アフィリエイトリワードを除く)
リワード計算の対象となります。
インアクティブ(自己購入がないこと)：該当月内に最低 55RP の自己購入がなかった
場合のことをインアクティブという。
バンキング(累積)ルール
該当月にアクティブでも、左右の系列それぞれにアクティブ直接紹介者が最低でも 1 人づつ
いなかった(リワード取得資格がなかった)場合:
大きい方の RP は最大 100,000 ポイントまで、また小さい方のグループ
ボリュームは最大 3,000 ポイントまでバンキング(累積)される。
該当月にインアクティブだった場合:
1. 該当月のバイナリーリワードが計算される際、小さい方の系列の RP は消失し、
大きい方の系列の RP は、そのまま翌月に最大 100,000 ポイントまで、バンキング
(累積)されます。
2. インアクティブ状態が連続して 3 ヶ月間続いた場合には、4 ヶ月目に小さい方のグループ
ボリュームだけではなく、バンキング(累積)されていた大きい方の系列の RP も
全て消失し、左右の系列それぞれ 0 ボリュームから始まる。

マイリワードセンター利用期限：無料会員登録を完了した月から 12 ヶ月間購入がなかった場合、および購入
から 12 ヶ月間次の購入がなかった場合は、マイリワードセンター内の機能
に制限がかかる。

＜リワード取得資格＞
リワードを取得するためには該当月に自己購入が最低 55RP あり、更に次のいずれかの条件を満たさなければな
りません。製品マイルを含むリワードを受取る対象者は、その該当月内に必要条件を満たしたファミリー会員と
ビジネス会員のみです。
•
•
•

該当月内に 55RP の自己購入があり、55RP 以上の自己購入があるファミリー会員以上の直接紹介
者が左右の系列に少なくとも 1 人ずついること。
該当月内に 110RP の自己購入があり、55RP 以上の自己購入があるファミリー会員以上の直接紹
介者が左右いずれかの系列にいること。
該当月内に 165RP の自己購入があること。この場合、左右の系列に 55RP 以上の自己購入がある
ファミリー会員以上の直接紹介者は必要はありません。
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＜リワードの種類＞
１．アフィリエイトリワード：アフィリエイトリワードは買うだけ会員の購入により発生します。
o

リワード取得対象者：ファミリー会員およびビジネス会員

o

リワード取得条件：ファミリー会員またはビジネス会員であれば、自己購入や左右の系列に自己
購入のある直紹介者がいる必要はありません。
リワード計算：小売価格の 10%
リワード支払い方法：該当月末に計算され、翌月の 25 日にマイリワードセンターにて反映され
ます。

o
o

アフィリエイトリワードと買うだけ会員の購入方法
アフィリエイトリワードは買うだけ会員の製品購入により発生します。
買うだけ会員は、紹介者であるファミリー会員またはビジネス会員のアフィリエイトサイトから小売
価格で購入できます。注文の確認と追跡は、ファミリー会員またはビジネス会員のマイリワード
センターで行うことができます。
• 買うだけ会員は、ファミリー会員またはビジネス会員のクーポンコードを使い、その会員の
アフィリエイトサイトで製品を購入します。
• ファミリー会員およびビジネス会員によって特に設定されていない場合には、買うだけ会員が
購入した RP はビジネス会員の短い方の系列に加算されます。
• 買うだけ会員のポジションおよび注文はツリー内に反映しません。
２．継続購入リワード
o 継続購入リワード取得対象者：ファミリー会員およびビジネス会員
o

継続購入リワード取得条件：
ファミリー会員以上の人はマイリワードセンターより定期購入を設定し、2 ヶ月以上連続
して製品を購入するか、2 ヶ月以上連続して製品を通常の方法で購入する必要があります。

o

継続購入リワード計算の方法：
該当月の売上総 RP の 10%が継続購入リワードのプールになります。

o

継続購入リワード支払い方法：
該当月末に計算され、翌月の 25 日にマイリワードセンターにて反映されます。
i. 継続購入リワードを製品マイルで獲得するには：
最低 55RP の購入を連続で 2 ヶ月以上ある「ファミリー会員」である
こと。
ii. 継続購入リワードを現金で獲得するには：
最低 55RP の購入を連続で 2 ヶ月以上ある「ビジネス会員」であること。

o

継続購入リワードの取得条件の詳細:
1. 継続購入リワードを受取るためには定期購入を設定し 2 ヶ月以上継続して製品を購入す
るか、2 ヶ月以上継続して製品を通常の方法で購入する必要があります。また継続購入
リワードには 5 種類のプールがあり、購入を連続した月数ごとにリワードがプールされ
ます。（下の表参照）
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2. 各プールは、継続購入リワードを受取る資格のあるアクティブファミリー会員と
アクティブビジネス会員の間で均等に配分されます。
3. 1 ポジションで 1 個以上の購入があり、翌月も同じポジションで購入があった場合に
は、翌月購入された個数と同じシェア数を受取ることができる。
4. 継続購入の継続がなかった場合は、再び継続購入初月から始まります。
5. 継続購入を複数ヶ月間継続していた場合、複数のプールからリワードを受取ることがで
きます。
（例 1）継続購入を 4 ヶ月継続した場合、プール 2〜4 を受取ることが可能。
(例 2) 前月にも購入があるポジションで、今月 2 個製品を購入された場合、プールを
2 シェア受取ることができる。
継続購入で
継続購入した月数

プール

継続購入初月

0%

2 ヶ月継続

2 ヶ月継続して購入のあったポジションでプールの 20%
が均等に配分される。

3 ヶ月継続

3 ヶ月継続して購入のあったポジションでプールの 20%
が均等に配分される。

4 ヶ月継続

4 ヶ月継続して購入のあったポジションでプールの 20%
が均等に配分される。

5 ヶ月継続

5 ヶ月継続して購入のあったポジションでプールの 20%
が均等に配分される。

6 ヶ月以上継続

6 ヶ月以上継続して購入のあったポジションでプールの
20%が均等に配分される。

3．バイナリーリワード
o バイナリーリワード取得対象者：ファミリー会員およびビジネス会員
o

o

バイナリーリワード取得条件：以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
• 該当月内に 55RP の自己購入があり、55RP 以上の自己購入があるファミリー会員以上
の直接紹介者が左右の系列に少なくとも 1 人ずついること。
• 該当月内に 110RP の自己購入があり、55RP 以上の自己購入のあるファミリー会員以
上の直接紹介者が左右いずれかの系列いること。
• 該当月内に 165RP の自己購入があること。この場合、左右の系列に 55RP 以上の自己
購入があるファミリー会員以上の直接紹介者は必要はありません。
リワードランク条件：リワードランクは、左右の系列に配置された無料登録ポジションを
含むポジション数に応じて決まります。その際、パーソナルポジション 01、02、03 は別の
ポジションとして数えられます。
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1 スター
2 スター
3 スター
4 スター
5 スター
6 スター
7 スター
8 スター
9 スター
10 スター
11 スター
12 スター
13 スター
14 スター
15 スター
スーパースター
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短い方の系列のポジション数
短い方の系列の総ボリュームに対
(アクティブではないポジションも含む) して支払われるパーセンテージ
1 ポジション
10%
7 ポジション
10%
15 ポジション
10%
30 ポジション
10%
60 ポジション
11%
120 ポジション
12%
240 ポジション
13%
500 ポジション
14%
1,000 ポジション
15%
2,000 ポジション
16%
4,000 ポジション
17%
8,000 ポジション
18%
15,000 ポジション
19%
30,000 ポジション
20%
50,000 ポジション
21%
100,000 ポジション
22%

o

バイナリーリワード計算：
リワード受給資格のあるポジション(アクティブ)は、そのポジションが位置する左右いずれか
の系列の短い方の合計 RP に基づき、該当月内に達成したリワードランクに設定されているパ
ーセントで計算されます。

o

RP の削減とバンキング(累積)：
バイナリーリワード計算後、計算に使われた小さい方の RP と同じグループ
ボリュームを大きい方の RP から削除され、残った大きい方のグループ
ボリュームは、翌月にバンキング(累積)されます。

o

バイナリーリワード支払方法：該当月末に計算され、翌月の 25 日にマイリワードセンターに
て反映されます。
i. 製品マイルを獲得するには：
該当月内に最低 55RP の継続購入がある「ファミリー会員」であること。
ii. RP を現金化するには：
該当月に最低 55RP の継続購入がある「ビジネス会員」であること。

４．グローバルリーダーシップリワード
o グローバルリーダーシップリワードを受取るためには該当月内に以下に記載された 1～3 の条
件を満たしている必要があります。
1. グローバルリーダーシップリワード取得対象者：
該当月内に 55RP 以上の自己購入または継続購入があり、
10 スターエリート以上のビジネス会員であること。
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2. アクティブポジション数の達成：
短い方の系列に最低でもアクティブポジションが 2000 ポジションあること。
(この数には 02 や 03 のアクティブポジションも含まれます。)
3. グローバルリーダーシップリワード取得条件：
以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
• 該当月内に 55RP の自己購入があり、55RP 以上の自己購入があるファミリー会員以上
の直接紹介者が左右の系列に少なくとも 1 人ずついること。
• 該当月内に 110RP の自己購入があり、55RP 以上の自己購入のあるファミリー会員以
上の直接紹介者が左右いずれかの系列いること。
• 該当月内に 165RP の自己購入があること。この場合、左右の系列に 55RP 以上の自己
購入があるファミリー会員以上の直接紹介者は必要はありません。
o

グローバルリーダーシップリワード計算の方法：
毎月の世界総売上の RP の 2％がプールされ、 該当月に 10 スターエリートになったすべての
ポジションに均等に配分されます。

o

グローバルリーダーシップリワード支払方法：
該当月ごとに計算され、年 2 回 6 月と 12 月に支払われます。

短い方の系列の
アクティブポジション数

短い方の系列の
RP 数

1 スターエリート

1 アクティブポジション

55 RP

2 スターエリート

7 アクティブポジション

385 RP

3 スターエリート

15 アクティブポジション

825 RP

4 スターエリート

30 アクティブポジション

1,650 RP

5 スターエリート

60 アクティブポジション

3,300 RP

6 スターエリート

120 アクティブポジション

6,600 RP

7 スターエリート

240 アクティブポジション

13,200 RP

8 スターエリート

500 アクティブポジション

27,500 RP

9 スターエリート

1,000 アクティブポジション

55,000 RP

10 スターエリート

2,000 アクティブポジション

110,000 RP

11 スターエリート

4,000 アクティブポジション

220,000 RP

12 スターエリート

8,000 アクティブポジション

440,000 RP

13 スターエリート

15,000 アクティブポジション

825,000 RP

14 スターエリート

30,000 アクティブポジション

1,650,000 RP

15 スターエリート

50,000 アクティブポジション

2,750,000 RP

スーパースターエリート

100,000 アクティブポジション

5,500,000 RP

エリートリワードランク
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＜48％のペイアウト保証＞
毎月 48%のペイアウトを保証します。該当月のペイアウトが基準の上下に関わらず、48%になるようにすべての支
払を調整いたします。該当月のボーナスサイクルに対する支払い不足や超過はありません。但し、1 セント未満
（0.01 ドル未満）の端数に関しては Dorécom 社にプールされます。
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