シナジービジネスを
始 めるに あ たり
－ 概要書面 －
シナジーには、健康と豊かさをもたらす素晴らしい要素が揃っています。
高品質の製品、
確かな企業基盤、
そして革新的な報奨プランで、
シナジーは、あなたに人生を変える大きなチャンスをご提供いたします。
あなたをシナジーにお迎えできることを、心から楽しみにしています。

この冊子は概要書面となります。当書面を、本契約締結前によくお読みください。
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ビジネスをスタートする前に
チームメンバーとしてご登録いただいた方がビジネスをスタートするには､ トラッキングセンター (TC) の開設が必要です｡
トラッキングセンターとは､ ボーナスを取得するためのポジションのこと。ビジネススタイルに合わせて､ 次の2 つからお
選びいただけます。

リーダーオプション
直下に2 人のチームメンバーを配置できるトラッキングセンター
（TC）1つを開設する登録です。

初回注文として 200CV（約 30,000 円）以上の製品をお求めいた
登

録

だくことにより（特定負担）
、登録できます。
※登録の際、2,500 円のメンバーシップ料を別途申し受けます。

ビジネスをスタートする前に

あなた

初回注文の支払いを完了させ、自分のダウンに新たにリーダーオ
稼

動

TC1

プションかエグゼクティブオプションのチームメンバーをスポン
サーすることにより、トラッキングセンターが稼動し、ボーナス
を取得する最初の条件を満たします。
初 回 注 文 購 入 月 の 翌 月 か ら、 毎 月 オ ー ト シ ッ プ で 120CV（ 約

ボーナス取得

17,000 円）以上のご注文を継続していただくことで、ボーナス取
得資格が得られます。

※トラッキングセンターを稼動させるためにスポンサーしたダウンラインが1名のみで、その1名がクーリングオフ等により初回注文の代金の返金を受
けた場合は、
そのリーダーオプションのトラッキングセンターの稼動は停止されます。再稼動させるためには、
新たに別のチームメンバーをスポンサー
する必要があります。

エグゼクティブオプション
トラッキングセンター (TC）3 つを開設・稼動する登録です。直下に 4人のチームメンバーを配置できます。

初回注文として 600CV（約 92,000 円）以上の製品をお求めいた
登

録

だくことにより（特定負担）
、登録できます。
※登録の際、2,500 円のメンバーシップ料を別途申し受けます。

稼

動

初回注文の支払いを完了させれば、トラッキングセンターが稼動

あなた

TC2

TC1

TC3

し、ボーナスを取得する最初の条件を満たします。

初 回 注 文 購 入 月 の 翌 月 か ら、 毎 月 オ ー ト シ ッ プ で 120CV（ 約
ボーナス取得

17,000 円）以上のご注文を継続していただくことで、ボーナス取
得資格が得られます。

●リーダーオプション、エグゼクティブオプション共に、ご登録の翌月末までに初回注文のお支払いが完了しない場合、そのメンバーシップは失われます。

アップグレード

初めにリーダーオプションで登録後､ さらに一度に 400CV( 約 60,000 円 ) 以上の製品をアップグレー
ド注文としてお求めいただくことにより、エグゼクティブオプションに変更( アップグレード)すること
が可能です｡
・メンバーシップ登録日から起算して150 日以内に変更手続きをする必要があります｡
・アップグレードのための 400CV はボーナス取得資格の対象にはなりません。
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ファストスタートボーナス
「すばやく、短期間で獲得できる」という意味合いのファスト（fast）スタートボーナスは、ビジネスをスタートしたチーム
メンバーに、できるだけ早くボーナスを獲得していただけるように設けられたプランです。チームメンバーが新たにリーダー
オプションまたはエグゼクティブオプションの方をスポンサー（紹介）した場合に、その功績を称えて支払われます。
新規メンバーの 1 つのトラッキングセンター（TC）ごとに、3,000 円のボーナスを 1 回限り取得できます。

取得資格
新たなチームメンバーをス
ポン サリングした月に、あ
なたに 1 回のオートシップ
注 文 で 120CV（ 約 17,000

計算例

計算例

●リーダーオプションの方を1人スポンサー

円）以上の製品購入がある

●エグゼクティブオプションの方を1人スポンサー
3,000円

3,000円

TC1

3,000円

※新規メンバーのメンバーシップ申
請書、初回注文書の提出と、初
回注文のお支払いが翌月末まで
に完了することが、ボーナス発
生の条件です。

TC2

あなたに3,000円が支払われます。

フ�ストスタートボーナス／シナジーで得る大きな可能性

こと。
3,000円

TC3

あなたに9,000円が支払われます。

※リーダーオプションで登録した新規チームメンバーが、エグゼクティブオプションにアップグレードしたら、2つの
新たなトラッキングセンター分(6,000円) のファストスタートボーナスが、スポンサーのあなたに支払われます。

シナジーで得る大きな可能性
シナジーと親会社ＮＳＰの持つ磐石な経営基盤と高品質の製品は、このビジネスに取り組む方にとって、頼もしいビジネス
ツールとなります。そして、ダイナミックなボーナスプランの数々が、あなたの成功への可能性をより一層広げてくれるでしょ
う。さあ、まずはファストスタートボーナス獲得。次いでその他のボーナスを全て獲得し、成功と充実を手にしてください。

Synergy Advantage

Synergy Advantage

シナジーには、
あなたに成功をもたらす素晴らしい要素が揃っています。
シナジーには、あなたに成功をもたらす素晴らしい要素が揃っています。
その成功要素
（シナジー・アドバンテージ）
を広く伝えていくことが、
その成功要素（シナジー・アドバンテージ）を広く伝えていくことが、
すなわちあなたの Leave a Legacy
すなわちあなたの Leave a Legacy −生きた証を残す− となると、私たちは確信しています。
－生きた証－ となると、
私たちは確信しています。

Opportunity

Company

Product

シナジーの革新的な報奨プ
ランでは、総計上売り上げボ
リュームの 55%までをチー
ムメンバーのボーナスとして
お支払いしています。業界で
も高水準のこの支払い率は、
堅固な組織力のみならず、自
身のチームをフォローし成長
させることが自分にとっての
チャンスにつながるという、
ユニークなプランによって実
現しています。

シ ナ ジ ー は、100%無 借 金
経営を維持する業界トップク
ラスの企業を親会社に持ち、
安定した経営基盤を維持して
世界のマーケットで記録的な
成長を遂げています。その一
方で、世界の貧しい地域の子
供たちに救いの手を差し伸べ
る組織
『5スター レガシーファ
ウンデーション』の企業パート
ナーとして、その活動を積極
的にバックアップしています。

シナジーは、適正製造規
範 (GMP) に適合した親会
社 の 製 造 工 場 に お いて、
全製造工程で 600 種類以
上に及ぶ厳格な検査を繰
り返し、業 界屈指の品質
を誇る製品をご提 供し続
けています。
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ベーシックコミッションボーナス
あなたのトラッキングセンター（TC）から始まるグループ内のチームメンバーが購入したボリュームは、毎日計算されます。
左右のグループそれぞれの合計で、毎日少ない側に累積された GV の 10% に CV 換算レートを乗じた金額を、ベーシック
コミッションボーナスとして取得できます。

取得資格
その月に、あなたに 1 回のオート
シップ注文で 120CV（約 17,000
円）以上の製品購入があること。
計算例

あなた

支払いの上限
ベーシックコミッションボーナス

ベーシックコミッションボーナスの
最高対象 GV として、ひと月あたり、
１つのトラッキングセンターにつき
20 万 GV まで取得できます。
50,000GV

56,000GV

●左右を比較して少ない方のGVの10％を計算する
左側のGVが少ないので：50,000GV×10％＝5,000GV
5,000GV×120円＝60万円
ベーシックコミッションボーナスの金額＝60万円
・1CV＝120円でボーナス計算しています。
※ボーナスにはキャップ調整がかかります。

バンキングについて
ベーシックコミッションボーナスが発生した場合、ボリュームのバランスを保つた
めに、
少ない側および多い側の GV から、
支払い対象となる GV が差し引かれます。
差し引かれた後の GV 残は、繰越ボリュームとして翌月に繰り越すことができます。
※ボリュームを翌月に繰り越すには、トラッキングセンターが稼動している状態で、オートシッ
プ注文で 120CV（約 17,000 円）以上の製品購入があることが条件。

ボーナス計算における CV 換算レートについて
国際的なビジネスを展開するシナジーでは、展開国の貨幣価値や為替相場と照らして不均衡がないように、まず GV でボー
ナス額を計算し、最後にこの「CV 換算レート」をかけて、実際に支払われるボーナスを算出しています。また、この換算レー
トは、半年ごとに見直されていますが、大きな為替変動がない限り変更されません。変更する場合は、チームメンバー専用
サイトなどで随時お知らせいたします。
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リーダーシップボーナス
皆さんのダウンラインの大きさに合わせて発生する、いわば皆さんの「リーダーシップ」に対するボーナスです。このボー
ナスは、各々のピンレベルに応じて支払われます（ピンレベル規定は下表参照）
。皆さんの TC1 の多い側の GV に支払い
率をかけた数値が、取得できるリーダーシップボーナスとして計上されます（CV 換算レートを乗じてボーナス換算します）
。

取得資格
その月に、あなたに 1 回のオートシッ
プ注文で 120CV（約 17,000 円）以
上の製品購入があること。
支払いの上限
自分の少ない側の GV に、それぞれの
ム倍率をかけ、さらに支払い率を乗じ
た数値を上限とします。
※あなたが TC1 で購入する注文の CV やオー
トシップ注文の CV は、あなたのボーナス計
算の対象外となります。
※リーダーシップボーナスは、TC1 の GV に対
してのみ発生します。
※リーダーシップボーナスは、その月内で発
生したボリュームのみを対象とし、前月から
の繰り越しボリュームに対しては発生しませ
ん。
※ボーナスにはキャップ調整がかかります。

トリプル
プレジデンシャル
エグゼクティブ
ダブル
プレジデンシャル
エグゼクティブ

ピンレベル規定
コミッション周期における
TC1の少ない側のGV
1,200,000GVに達した方

リーダーシップ リーダーシップ
ボーナス
ボーナス
支払い率（％） ボリューム倍率

4.0％

6

※直スポンサーしているダウンラインの左右それぞれ1人以上が、達成月にプレジデンシャルレベルにある。
もしくはプレジデンシャルレベルに昇格することが条件。

800,000GVに達した方

4.0％

6

※直スポンサーしているダウンラインのうち1人以上が、達成月にプレジデンシャルレベルにある。
もしくはプレジデンシャルレベルに昇格することが条件。

プレジデンシャル
エグゼクティブ

400,000GVに達した方

4.0％

6

ダイヤモンド
エグゼクティブ

300,000GVに達した方

4.0％

6

エメラルド
エグゼクティブ

200,000GVに達した方

3.0％

6

パール
エグゼクティブ

100,000GVに達した方

2.0％

5

チームエリート

60,000GVに達した方

1.0％

4

チームディレクター

30,000GVに達した方

1.0％

4

チームマネージャー

14,000GVに達した方

0.50％

3

6,000GVに達した方

0.25％

2

チームリーダー

リーダーシップボーナス

ピンレベルごとに設定されたボリュー

ピンレベル

ピンレベル：
１回のボーナス周期における少ない側のＧＶが、上表のレベルごとの規定に達した段階で、そのチームメンバーに授与
される称号であり、またリーダーシップボーナス計算（チームリーダー以上の場合）の基礎となるタイトル。レベルご
とにタイトルピンが設定されており、過去の最高レベルからさらに上位レベルに昇格するごとに、シナジーよりタイト
ルピンと表彰状をお贈りしています。
※ピンレベルの獲得およびタイトルピンの授与には、その月に１回のオートシップ注文で120CV以上の製品購入があることが条件となります。

グローバルリーダーシップボーナス

プレジデンシャルエグゼグティブ以上のピンレベルに達したチームメンバーは、リーダー
シップボーナスと同時にグローバルリーダーシップボーナスも取得できます。グローバル
リーダーシップボーナスとは、その月のワールドワイド総計上売上ボリュームの1％を、規
定を達成したプレジデンシャルエグゼクティブレベル以上のメンバーで分配するボーナス
です（毎月の対象額にキャップ調整がかかる場合があります）
。プレジデンシャルエグゼク
ティブは１シェア、ダブルプレジデンシャルエグゼクティブは2シェア、トリプルプレジデン
シャルエグゼクティブは3シェアの分配となります。
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メガマッチボーナス
デュアルリニアメガマッチコンペンセーションプランの核とも言える、強力なボーナスプラン。あなたがスポンサーしたチー
ムメンバーが受け取るベーシックコミッションボーナスと同額を、メガマッチボーナスとして取得することができます。あな
たがスポンサーしたチームメンバーであれば、左右どちらのグループでもかまいませんし、スポンサーした時期、人数、段
数などにも制限はありません。

取得資格
その月に、
あなたに1回のオートシッ
プ注文で120CV
（ 約17,000 円）以
上の製品購入があること。

計算例
20万円

支払いの上限

48万円

その月の、自分の 少ない側 の GV
が 5000GV 未 満 だ った 場 合、 直
メガマッチボーナス・競争より協調 チームをフォローし成長させることが成功への近道

接スポンサーしたチームメンバー
の ベーシックコミッションボーナ

あなた
30万円
15万円

25万円

24万円

20万円

45万円

ス 対 象 GVの 合 計 に 対 し、 上 限
5000GVまで合算できます。また、
自分の少ない側の GV が 5000GV
以上だった場合は、直接スポンサー
したチームメンバーのベーシックコ
ミッションボーナス対象 GV 合計の
うち、自分の少ない側の GVまでが
合算できる上限となります。

12万円

あなたが直接スポンサーした人のベーシックコミッション
ボーナスの合計金額の100％＝あなたのメガマッチボーナス
20万＋48万＋25万＋24万＋30万＋15万＋20万＋
45万＋12万＝239万

※メガマッチボーナスの計算の基になる GV
とは、自分が直接スポンサーしたチーム
メンバーの、ベーシックコミッションボー
ナス対象 GVとなります。この GV は、左
右のグループの合計 GV のうち、少ない
側の GVに10%を乗じたものです。
（ベー
シックコミッションボーナスの頁参照）

競争より協調 チームをフォローし成長させることが成功への近道
シナジーのコンペンセーションプランでは、総計上売り上げの 55%までを
チームメンバーのボーナスとしてお支払いしています。この高水準の支払い
率は、シナジーと親会社ＮＳＰの堅固な組織力を背景とした、アップライン
とダウンラインの協調関係によって確立されています。つまり、自身のチー
ムをフォローし成長させることによって、あなた自身の成功への可能性が、
大きく広がるのです。
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メイトインカム
製品愛用会員
（シナジーメイト）をスポンサーした場合も、あなたの収入につながります。製品を自己使用することだけを目
的にシナジーに登録する愛用者
（スポンサリングする権利やボーナス取得資格対象外）をご紹介いただくと、その方の注文
分合計 CVの25%にあたる金額がスポンサーに還元されます。これをメイトインカムと称します。

●Aさんが直接スポンサーしたシナジーメイトは、図
のようにAさんのTC1の外側に個別のグループと
して配置されます。

Aさんの
シナジーメイトグループ

●Aさんのグループの注文分合計CV（GV）の25%が、
Aさんに還元されます。

A

●Bさんも同様にTC1の外側にグループが配置され、
GVの25%が還元されます。

○○○○○さん
○○○○○さん
○○○○○さん
○○○○○さん
○○○○○さん

●Bさんのグループの注文分合計CV
（GV）
の50%が、
Bさんから上のアップライン（Aさん含む）のGVに
計上されます。
●計上される50%のGVは、そのスポンサーのTC1
の左側／右側のうち、前月におけるGVの少ない側
に計上されます。どちらになるかは、前月のボーナ
スが確定した時点で決定されます。

Bさんの
シナジーメイトグループ

※メイトインカムの還元率（25%）は、PA エリートに認定
されることで、30% ないしは 35% にアップします。
（下
記参照）

メイトインカム／オートシップ注文とプロダクトアンバサダープログラム

B

○○○○○さん
○○○○○さん
○○○○○さん
○○○○○さん
○○○○○さん

※登録時よりシナジーメイトのステイタスを希望して登録する場合と、チー
ムメンバー資格の維持基準を満たさず、年 2 回（3 月末と 9 月末）の判定
日にシナジーメイトに資格移行された場合の 2 つのパターンがあります。

オートシップ注文とプロダクトアンバサダープログラム
オートシップ注文
一度登録すれば、毎月定期的に製品が送られてくる便利なシステム。途中の内容変更ももちろん可能。ボーナス取得条件にもなっていま
すので、ご愛用の製品をコンスタントに入手しながらボーナス資格も維持したい方には、必須となる注文方法です。
※オートシップの自動処理日は毎月 10 日から 25 日 * の間（コンビニ振込／代金引換は 10 日から 15 日の間）で任意に設定できます。

プロダクトアンバサダープログラム（以下 PA）
200CV 以上のオートシップを継続してくださる方への特典プラン。 200CV 以上のオートシップ注文を 3 か月間
継続すると、4 か月目以降、オートシップ注文の価格がメンバー価格からさらに 5%OFF となり（CV は従来のま
ま）、5 か月目には正式に PA に認定され、PA ピンが贈られます。 なお、メンバーシップ登録と同時にオートシッ
プ登録した場合は、登録の翌月からすぐに 5%OFF 特典が適用され、さらにその翌月に正式に PA に認定されます。

PAエリートに認定されると、さらなる収入アップの可能性
PA のチームメンバーが直接スポン
サーしたシ ナジ ーメイトの 合 計 ボ
リュームが、右表黄色欄の条件を満
たすと、
《PA エリート》に 認 定 さ れ、
オートシップ注文の価格が 5%OFF
（CV はそのまま）となると同時に、通
常は 25% のメイトインカム還元率
が最大で 35% に引き上げられます。

直接スポンサーした
シナジーメイトの合計ボリューム

1CV以上 499CVまで

スポンサーへのメイトインカム還元率

シナジーメイトの合計ボリュームの25%
（従来どおり）

500CV以上 1199CVまで

シナジーメイトの合計ボリュームの30% ※条件を満たしている限り有効

1200CV以上

シナジーメイトの合計ボリュームの35% ※条件を満たしている限り有効

※アップラインへのCV計上率は、
どのレベルも従来どおり50%です。
※リーダーオプションで登録した方がメイトインカムを得るには、
新規のチームメンバー登録者を1名以上スポンサー
する必要があります。
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充実の日々が、心の豊かさを形成します
シナジービジネスを通して培う人と人との絆や、日頃の活動への信念が、その人の人格を豊かにし、充実を実感させます。
シナジーのシステムが、皆さんの円滑なビジネスをサポートいたします。

ボーナスの種類と取得条件まとめ
ボーナスは毎日計算され、月末にそのボーナス周期
（１か月）における総額が集計されます。
※チームメンバーとして登録し、初回注文を行った月は、その
月に発生するすべてのボーナスの取得資格が得られます。
※自身が TC1で購入する CV は、そのチームメンバーのボーナ
ス計算の対象にはなりません。
※ボーナス以外に、ご自身がスポンサーした愛用者レベルの方
（シナジーメイト）の購入価格から発生する収入もあります（7
ページ参照）
。

ボーナス
の種類

取得条件

ファスト
スタート
ボーナス

ベーシック
コミッション
ボーナス

リーダーシップ
ボーナス

グローバル
リーダーシップ
ボーナス

メガマッチ
ボーナス

・トラッキングセンターが開設・稼動していること
・1回のオートシップ注文の合計ＣＶが120CV（約17,000円）以上あること

キャップ調整について：
シナジーのボーナス還元率は総計上売上ボリュームの55%と設定されています。ただ
し、総利益を超えてボーナスが支払われないよう、ボーナス支払額の率をこの55%に
合わせるための調整が実行されます。これが、キャップ調整です。
一部のボーナスに、このキャップ調整が適用されます。

チームメンバー資格の維持
規定期間中の、日本市場で販売されている CV のつく製品（個人輸入製品対象外）の TC1 ～ TC3 での購入合計が 240CV 以
上あることが、資格維持の条件となります。この資格維持基準に満たない場合、そのチームメンバーは判定月の翌月以降、ス
ボーナスの種類と取得条件／お支払方法／製品の配送および送料・手数料について

テイタスがシナジーメイトに移行されます。
※判定月は毎年 3 月末と 9 月末の 2 回

※新規登録の方は、登録後 2 度目の判定期間で判定されます。

お支払方法
支払方法

クレジットカード

/
（ ビザ/マスター
JCB/AMEX ）

対応しているケース
オーダーラインでの注文
サロンスペース窓口での注文(持ち帰りのみ)
チームメンバー専用サイトのクイック注文
製品注文書またはオートシップ注文書による注文

付記事項

チームメンバー（代表者）
もしくはパートナー名義
のカードのみ

デビットカード

サロンスペース窓口での注文(持ち帰りのみ)

代金引換

オーダーラインでのオートシップ注文
オートシップ注文書による注文

自動処理日１0～15日の
オートシップ注文のみに対応

コンビニ振込

オーダーラインでのオートシップ注文
オートシップ注文書による注文

自動処理日１0～15日の
オートシップ注文のみに対応

シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社

ゆうちょ銀行
シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社

・
（銀行
ゆうちょ銀行）製品注文書またはオートシップ注文書による注文

現金振込

オーダーラインでの注文

振込先は右記参照

製品の配送および送料・手数料について
ご注文製品は、お支払い完了後、シナジーが委託する運送会社を通じて配達されま
す。通常は注文日より３～５営業日後の到着となります（離島など一部地域への配
送、および現金振込による支払いの際は、さらに２～５営業日ほどお時間をいただい
ています）
。
送料・手数料（含コンビニ振込/代引手数料）は全国一律1,000円となります。ただし、
以下は例外となります。
・チームメンバーの 200CV 以上の初回注文の送料・手数料は、一律 500 円とな
ります。
・120CV 以上 200CV 未満のオートシップ注文の送料・手数料 ( 含コンビニ振込
/ 代引手数料 ) は 500 円、
200CV 以上のオートシップ注文は無料です。
・1,000CV 以上のスポット注文、
アップグレード注文の送料・手数料は無料です。
※送料・手数料に関する詳細は、
「ビジネスルール」もしくはチームメンバー専用サイト「シナ
ジーパルス」内の「ビジネスマニュアル」をご参照ください。
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品質向上に貪欲であること。製品管理に真摯であること。
品質に妥協を許さないことは、選択肢ではなく義務であり、科学的に証明された質の高い製品を生産することは、漠然と
した目標ではなくあくまでも崇高な使命であると、シナジーは考えます。

シナジーの代表的な製品をご紹介します。
エヌオー

年齢と共に低下する NO を呼び覚ます。
NO 産生サイクルを活性化するドリンク
アミノ酸成分 L- アルギニンと L- シトルリンとの相乗効果により、一酸化窒素（NO）
の体内産生を促すことで、健康維持はもちろん美容とボディメンテナンスにも貢献
する製品。10g で L- アルギニンを 5,000mg も摂取できます。各種ビタミン、Dリボース、ぶどう果皮抽出物、キシリトールなど、若々しい毎日を過ごすために欠
かせない成分も豊富に配合されています。
シナジーのプロアルギナインプラス は、
2014 年版
Physicians Desk Reference ( 米国医師用卓上参

[72595]

プロアルギナインプラスⓇ
スティック

考書 以下 PDR) 掲載製品です。

メンバー価格（税込）
￥ 9,200（60CV）

文献で、世界中の医療の専門家たちが、常に側近く

PDR とは、半世紀以上の歴史を持つ権威ある医療

シナジーの代表製品ご案内

に置いて愛用している書籍です。

PDR にはアメリカで販売されている
パッケージで掲載されています。

KISUI で変わる。
先進の素粒子研究から生まれた全身化粧水
先進の素粒子研究から生まれた特殊な機能水 sLiFE water（エスライフ ウォーター）
[75160]

をベースに、数々の天然保湿成分を配合して作り上げたシナジーの自信作。環境スト

KISUI（キスイ）

レス等のダメージから積極的に肌を護り、疲れた肌、年齢を感じさせる肌を保護し

メンバー価格（税込）
￥ 4,800（30CV）

て整え、肌に驚くほどのハリとツヤを与えて透明感のある若々しい素肌へと導きます。

電子で洗う新発想。
電子の還元反応を利用して汚れを水に変える多目的洗剤
粉末の中の水分に KISUI に採用されている sLiFE water と同様の高機能水を封じ
込め、安定化させた多目的洗剤。素粒子（電子）による還元反応を利用して汚れを
無害な水に変えてしまう、新発想の洗剤です。粉末を水に溶くことで、洗濯、掃除、
食器洗い等々、多目的にご利用いただけます。また、hotaru は合成の界面活性剤
[72280]

hotaru（ホタル）

は一切使用していないため、洗った後の排水も無害な水に変わっています。
『使った
水をきれいにして川や海に返す』洗剤、それが hotaru です。

メンバー価格（税込）
￥ 3,500（20CV）

ここでご紹介したもの以外にも、様々な生活シーンでご利用いただける質の高い製品を、種類も豊富にご
用意しています。また、安心してご利用いただけるよう、シナジーと NSP は動物実験の必要のない、安心・
安全な製品だけをご提供しています。
※シナジーの製品カタログ掲載製品全品がノーアニマルテスティングです。
※デザインの都合で一部ラベルにノーアニマルテスティングマークが掲載されていない製品がありますが、今後順次掲載の予定です。
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Important Information

重要事項

※本契約締結前に必ずお読みください

スポンサリングの際にはこの書面を先方様にお渡ししたうえで、十分に理解されるまで詳しくご説明ください。
❶事業者名、統括者、住所、電話番号
販売事業者名

Synergy WorldWide® Japan 合同会社（シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社）

運営統括責任者

ベン・Ｓ・マガレイ（Benjamin S.Magalei）

所在地

〒 150-0002 東京都渋谷区渋谷一丁目 3 番 3 号 SIA 青山ビルディング 5 階

連絡先

Tel:03-5774-2555 Fax:03-5774-2556
Tel:03-5774-2111 Fax:03-5774-2112
E-mail: synergyjp@synergyworldwide.com
代

表

チームメンバーサポート

❷製品名／種類／内容量／販売価格
主要製品に関しては、必ず『プロダクトカタログ』
、又は本書面の 9 ページをご参照ください。製品の引渡し時期については、本書面
8 ページをご参照ください。

❸連鎖販売業に係る特定利益に関する事項、又、連鎖販売取引に伴う特定負担の内容
必ず本書面 2 〜 7 ページをご一読ください。より詳しい内容については、
スポンサーがお持ちの『ビジネスルール』冊子かウェブの『ビ
ジネスマニュアル』をご参照ください。

❹契約の解除の条件、およびその他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項
【メンバー登録に関する制限】

【メンバーの除名の対象となる行為】

重要事項

シナジーワールドワイドのチームメンバーから紹介を受け、オ

以下の事項に該当する場合はただちに除名され、チームメン

ンライン申請もしくはメンバーシップ申請書による登録、いず

バーとしての一切の権利は過去にさかのぼって失効します
（未払

れかの方法で登録申請を行い、その申請がシナジー・ジャパン

い分のボーナス取得権利を含む）
。

に受理された時点で、チームメンバーの資格を得ることができ
ます。シナジーに登録申請を行う本人以外の代理人が、本人に
代わって登録を行うことはできません。
個人が複数のメンバーシップを持つことはできません。住居地
が日本国内でも米軍基地の場合、その方はアメリカのメンバー
としての登録となります。チームメンバー登録を希望される方
は 20 歳以上でなければなりません。また20 歳以上であって
も、学生は登録することができません。公務員の方は､ 任命権
者の許可なくして登録することはできません。夫婦またはそれ
に準ずる同棲関係のお二人が各々個別に登録することはできま
せん。ただし配偶者またはそれに準ずる同棲者が既にシナジー
メンバーである場合、パートナーシップを組むことによってもう
おー方の登録が可能となります。暴力団員又は暴力団関係者の
登録はお断りしています。以上のことが判明した場合そのチー

（以下シナジー･
1. シナジーワールドワイド･ジャパン合同会社
ジャパン）が定める
「方針と手続き」に従えない方
2. シナジー･ジャパンが定める
「方針と手続き」に違反した方で、
シナジー･ジャパンの指導を受け入れない方
「方針と手続き」の厳守および禁
3. シナジー･ジャパンが定める
止事項を破った方
4. 刑法や薬事法、特定商取引法などの関連法規に違反し、反
社会的活動を行った方
5. シナジー・ジャパンの指定もしくは承諾を得たもの以外の広
告媒体
（インターネット、ダイレクトメール、チラシなどのー
切の広告媒体を含む）を使用してリクルート活動を行う方

ムメンバーは､メンバーシップの資格を失うことがあります。チー

6. シナジー・ジャパンが提供したメンバー情報を無断で改ざ

ムメンバーはシナジー・ジャパンの規約、シナジー･ジャパン

んしたり、第三者に公開したり、シナジー･ジャパンの活動

発行の
「ビジネスルール」に記載された
「方針と手続き」など、シ

以外の目的に使用した方
（この場合、シナジー･ジャパンが

ナジーが定めるルールに従って活動する必要があります。

提供した組織系列図などメンバー情報はただちにシナジー・
ジャパンに返還しなければなりません。
）

【メンバーの解約について】
メンバー資格の解約を希望する場合は、
「メンバーシップ解約
依頼書」を記入し､ 本人が署名・捺印の上､ ご郵送ください｡
オンライン申請で仮登録をした後、同月中に所定の身分証明
書等必要書類を提出いただけなかった場合、および初回注文
分のお支払いが翌月内に完了しない場合、そのメンバーシップ
申請は無効となります。
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7. シナジー・ジャパンの社員および他のチームメンバーに対し
て暴言、暴力などを及ぼし、協調のとれない方

❺クーリングオフ
新規チームメンバーには､ クーリングオフ制度が保証されています。当社より製品
を受領した日もしくはメンバーシップ申請書控を手にした日、どちらか遅い方から起

かに返金されるものとし、製品の返送費用も当社が全額負担いたします。また、当社
より損害金や違約金を請求されることはありません。
クーリングオフの行使を妨げるために当社またはスポンサーが不実のことを告げたこ
とにより新規チームメンバーが誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリングオ

東京都渋谷区渋谷 一 丁目3番3号
SIA青山ビルディング5階

クーリングオフによる解除の場合は、新規チームメンバーが支払った代金などは速や

１５０ - ０００２
シナジーワールドワイド・
ジャパン合同会社 行

算して20 日間以内であれば、登録にかかる契約を無条件に解除することができます。

フを行わなかった場合は、当社またはスポンサーから、クーリングオフ妨害解消のた
めの書面が交付され、
その内容について説明を受けた日から20日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。
クーリングオフによる登録の解除をされる場合は右記のようにハガキに記入し、書留郵便で郵送してください。メンバーが発
信した日付
（郵便の消印日付）より登録解除の効力が生じます
（書留郵便など配達記録が追跡可能な手段での発送をおすすめしま
す）
。当社チームメンバーサポート
（03-5774-2111）にお問い合わせいただいた後、必ず納品書を同封した上で、着払いにて一
週間以内に製品を返品してください。製品の返品後、ご負担いただいた製品価格の全額を返金します。また、返品の結果として、
受領済のボーナスを払戻金より差し引く場合があります。

❻クーリングオフ以外の返品
メンバーシップ登録後 1 年以内かつ製品受領後 1 年以内でメンバーシップの解約を伴う場合は、未使用・未開封・品質保証期限
内（消費期限内）で破損等がなく、申請日時点で状態が万全なシナジー製品に限り、返品を受け付けます。返品が受理された場合、
製品代金の 90 ％の払い戻しを受けることができます。この場合、製品の返送料は当該メンバーの負担となります。また返品の
結果として、受領済のボーナスを払戻金より差し引く場合があります。なお、メンバーシップ解約後の返品は認められません。
【返品によるボリューム調整について】
【返品・返金方法】
返品によって返金が発生した場合は、注文そのものが存在しな
かった状態と見なされます。それに伴い、以下を十分ご理解くだ
さい。
1） ご本人はもちろんアップラインに計上された CV やボーナス
は、すべて調整されます。
2）返品が、その月のボーナス確定以前であれば、返品分の CV
はボーナス計算に計上されません。
3）ボーナス確定後の返品分の CV は、返品された月のボーナス
計算の際マイナス計上にて相殺されます。
4）その注文によって発生した一部のボーナスは、シナジーに対
する負債金額として蓄積され、以後のボーナスや返金によっ
て相殺されることがあります。

重要事項

シナジー･ジャパンに返品を行う際の注意事項として、以下を十
分ご理解ください。
1） 返品前に、必ずチームメンバーサポート
（03-5774-2111）ま
でご連絡の上、返品の旨をお知らせください。
2）その製品がシナジーより発送された際に入っていた納品書
（イ
ンボイス）を必ず同梱してください。納品書が同梱されていな
い返品は、お受けいたしかねます。
3）クレジットカードでお支払いいただいた場合は、そのカード
への返金となります。返金処理は可能な限り速やかに行うも
のとしますが、実際に口座に振り込まれるまでにかかる日数
は、カード会社により異なります。
4）現金振込でお支払いいただいた場合は、シナジーご登録の
ボーナス振込先口座への返金となります。

❼注文取消と返金
長期不在、住所不明、受け取り拒否など、チームメンバーの責任において配送ができなかった場合、その注文は留保されます。再配送
の希望があればその時点で発送するものとし、返金はいたしません。また、留保期間は最長で５年とし、それ以降の再配送のご希望に
はそえないものとします。さらに留保期間中に注文した当初の製品がなんらかの理由で販売を中止したり欠品したりしていた場合は、再
配送の希望を受けた時点で、価格・CV が従来品に相当する代替品を発送することになります。初回注文がチームメンバーの責任におい
て配送できなかった場合、その注文、およびメンバーシップ登録はキャンセルされ、製品代金の 90 ％をチームメンバーのボーナス振込
先口座に返金するものとします。その際、既にシナジーに対する負債があった場合はその負債額を、また、代金引換で発送された荷物
を受け取らなかった場合はそのキャンセル手数料1,000 円を、返金額と相殺させていただきます
（キャンセル手数料1,000 円は、ご本
人とその方をスポンサーなさった方双方のボーナスから差し引かれます）
。※いずれのケースも支払いがクレジットカードの場合はクレ
ジットカードへ返金します。

❽特定商取引法第三十四条に規定する禁止行為に関する事項
当該ビジネスを行うに当たっては､ 相手方に以下の事項を十分説明してください。
1） 製品の種類、
性能、品質など
（又は権利、役務の種類および内容）について
4）この取引において得られる利益
（販売利益、ボーナス、紹介料な
2）入会金や製品購入など､ この取引に伴う負担について
3）契約の解除
（クーリングオフを含む）について

ど）について
5 その他､ この取引の相手方の判断に影響を及ぼす重要な事項について

勧誘に際して、又は契約の解除を妨げるために上記事項の事実と異なることを告げると特定商取引に関する法律により罰せられます。
また、契約を締結させるため､ 又は契約解除を妨げるため、相手方を威迫して困惑させると、同じく特定商取引に関する法律により罰
せられます。契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、営業所・代理店などの場所以外において呼び止めて同
行させること、誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外において、当該契約の締結について勧誘をしてはなりません。
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Company Overview

設

立

所 在 地

社

長

明治神宮

2004年9月
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷一丁目3番3号
SIA青山ビルディング5階
Tel 03-5774-2555（代表） Fax 03-5774-2556（代表）
ベン・Ｓ・マガレイ

シナジーワールドワイド国際本社

公益社団法人日本訪問販売協会 他

東京

代田

線

アメリカ合衆国ユタ州プレゼントグローブ市
19 5 5 We s t G r o v e P a r k w ay, S u i t e 10 0, P l e a s a n t
Grove,UT 84062 U.S.A.
Tel 1-801-769-7700

青山パーク
タワー

アメリカ、日本、韓国、台湾、香港、シンガポール、マレーシア、
フィリピン、インドネシア、オーストラリア、タイ、イギリス、
ドイツ、オランダ、オーストリア、アイルランド、カナダ、ノル
ウェー、チェコ、スウェーデン、ベトナム、デンマーク*、フィ
ンランド、スペイン、ポーランド、アイスランド、スロベニア、
イタリア
＊は個人輸入で展開

美竹公園

渋谷
青山通
郵便局

こども
の城

アライブ
美竹

スパイラル
ホール

り

通

山

青

青山学院大学

ビック
カメラ

蔵門線
トロ半
東京メ

宮益坂

青山学院
女子短大
青山学院
高等部

線

銀座

トロ

メ
東京

駅

最高経営責任者／創立者 ダン・ヒギンソン

展開国・地域

国連
大学

渋谷郵便局

渋谷

代 表 者

紀ノ国屋

渋谷高校

cocoti

1999年2月

表参道ヒルズ

メト

ロ千

宮下公園

本社：シナジーワールドワイド
（Synergy WorldWide®）

国立代々木
競技場

表参道駅

加盟団体

所 在 地

明治神宮
シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社

JR山手線

パーソナルケア（スキンケア、ボディケア、ヘアケア等）製品、
ニュートリショナル製品、その他日用品

立

ラフォーレ
原宿
前駅

栄養補助食品、美容用品、化粧品の販売および輸入販売促進に
関する情報・資料の収集、企画およびコンサルティング業、販
売促進に関する指導ならびに講習会、研修会の開催 以上に
関する一切の事業

取扱製品

設

代々木公園

至原宿

業務内容

原宿駅

日本法人：シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社
（Synergy WorldWide® Japan G.K.）

青山学院中

線

首都高速3号渋谷

東
急
東
横
線

六本木通り

実践女子
学園高

國學院大学

2014年3月現在

関連会社：ネイチャーズ サンシャイン プロダクツ
（Nature's Sunshine Products,Inc.）
設

立

所 在 地

1972年4月
アメリカ合衆国ユタ州レヒ市
2500 West Executive Parkway, Suite 100, Lehi, UT
84043 U.S.A.
Tel 1-801-341-7900.

代 表 者

最高経営責任者 グレッグ・プロバート

流 通 国

世界60か国以上

チームメンバーサポート

TEL 03-5774-2111
コンシューマーライン

サロンスペース
営業時間 火曜日～土曜日 11：00～19：00

TEL 03-5774-2525

日曜日、月曜日、祝日、シナジー休日は休業となります

オーダーライン

書類郵送先

0120-272-474
ファックス送信先

〒150-0002

FAX 03-5774-2112

東京都渋谷区渋谷一丁目3番3号

セミナールーム問合せ

シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社

TEL 03-5774-2555

SIA青山ビルディング5階

お客様にシナジーをご紹介したのは・・・

シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷一丁目3番3号 SIA青山ビルディング5階
TEL : 03-5774-2555（代表） FAX : 03-5774-2556（代表）
チームメンバーサポート

T E L : 03-5774-2111
コンシューマーライン

T E L : 03-5774-2525
www.synergyworldwide.com
シナジービジネスに関する最新情報は、公式サイト／ビジネスブログ／シ
ナジーパルス等のウェブを介してお知らせしています。更新情報について
は、ウェブを通じてご自身で入手していただきますようお願いいたします。
記載されているすべての事項に関して、無断転載・複製を禁じます。
Printed in Japan（2014年3月更新）
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