
ライフリワードプラン™
 

4Lifeのボーナスプランについて



あなたが今一番必要としているものは何でしょうか？
4Lifeの使命は、人々 がそれぞれの人生で最高のものを得る手助けをすることです。
これを私たちは「Do Life Differently」と表現しています。4Lifeはサイエンス（科学）、
サクセス（成功）、サービス（奉仕）、サティスファクション（顧客満足）の提供を通じて、健康と
安定した経済基盤、そしてライフスタイルの変革をもたらし、あらゆる人々 のQOL（生活の質）の
向上を目指しています。
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あなたが今一番必要としているものは何でしょうか？
4Lifeの使命は、人々 がそれぞれの人生で最高のものを得る手助けをすることです。
これを私たちは「Do Life Differently」と表現しています。4Lifeはサイエンス（科学）、
サクセス（成功）、サービス（奉仕）、サティスファクション（顧客満足）の提供を通じて、健康と
安定した経済基盤、そしてライフスタイルの変革をもたらし、あらゆる人々 のQOL（生活の質）の
向上を目指しています。

ライフリワードプラン™
を活用した各種報酬プラン
について説明します。
4Lifeと一緒に
豊かな人生を目指しましょう。
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4Life資格取得条件＆ボーナスプラン
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標準小売価格よりも25％安い会員価格で製品を購入できます。

一般顧客 4Life会員

標準小売価格

8,721円
会員価格

6,534円

4Life トランスファーファクター®トライファクター® の場合

毎月自動的に製品が発送され、なおかつ購入LPの15％が「ロイヤリティポイント」として還元される定期購入プログラムです。
還元された「ロイヤリティポイント」はお好きな製品と交換することができ、さらに125LP以上のロイヤリティ注文で毎月4Lifeが選定したボーナス製品がプレゼントされ
ます。（ボーナス製品は、翌月のロイヤリティ注文に同梱されます）

登録
お好きな製品を

ロイヤリティプログラム登録
（50LP以上）

還元
毎月のロイヤリティ注文の

購入LPの15％を
ロイヤリティポイントとして還元

交換
貯まったロイヤリティポイントを

お好きな製品と交換
（手数料あり）

ボーナス製品
125LP以上の

ロイヤリティ注文で翌月に
ボーナス製品をプレゼント

ロイヤリティプログラム

会員価格 会員割引

50LP 50LP 50LP 50LP

50LPの製品を4つ購入
50LP×4=200LP

200LP - 100LP ＝
100LP

100LPの25％が割引*
3,000円OFF

*計算式：割引対象LP×25％×120円
※登録時の初月購入には適用されません。

製品購入時に、100LPを超えた分の購入LPに対して25％割引が適応されます。
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豊かな人生を実現する4Lifeボーナスプラン
最大64％の還元率*を持つ4Lifeボーナスプランは、安定・成長・育成をキー
ワードに、ユニレベルのプランを採用しています。月々の個人購入と消費を
ベースに、ダウンライン各個人の購入ポイントに対して定められた割合（％）
のボーナスが支払われます。
*製品購入に対するポイントが基準

4Lifeのボーナスプランはアソシエイト以上の方からビジネスを大きく
展開している方まで、さまざまな段階で収入が得られるように作られて
います。

組織を構築するための紹介活動や製品販売、ダウンラインのサポートなど
のビジネス活動が、長期的なボーナスの獲得につながります。4Lifeビジネス
で成功するには、それぞれのボーナスやランク（資格）の取得条件を理解す
ることが必要です。

ボーナスプランの対象は、アソシエイト以上
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世代コミッション4 各世代からの収入

自分が当月に達成したランクに応じてボーナスの世代数と受給率（％）が
決まります。例えば、ビルダーランクを達成した場合、第1世代の購入PVの
2％、第2世代の購入PVの25％、第3世代目の購入PVの5％のボーナスを
受け取ることができます。
※ダウンラインのアソシエイト以上の正規会員が100PV以上購入していた場合、100PVまでと100PVを超

　えた分に関してはボーナスの計算方法が異なります。

*計算式：購入（受注）合計LP×25％×120円
*自分が100LP購入していることが条件です。

MyShopボーナス3 MyShopの購入分から得られるボーナス

一般顧客が該当サイトから購入したLPと、自分が購入したLPを合わせ
て、100LPを超えたLPに対して25％が還元されます。
※18ページ「ビジネスツールのご案内」をご参照ください。

50LP 50LP =+ 獲 得 ボ ー ナス

3,000円*

MyShopに入った注文
50LP×2=100LP

100LP × 25％ ＝
25LP

購入合計LP ボーナス対象

200LPの25％

6,000円*
を

あなたに還元

あなたが紹介した
新規登録者

*計算式：新規登録者の購入合計LP×25％×120円

登録月に
200LP購入

クイックボーナス2
新規登録者の
初月購入LPに対するボーナス

紹介した新規登録者が登録月に購入したLPに対して25％のボーナス
を受け取ることができます。
※ボーナスの支払いは、新規登録者の購入LPが確定後の3営業日後です。

購入

5,000円
小売販売

7,500円
小売差益

2,500 円

小売販売1 購入した製品を小売販売することで得られる収入

正規会員は4Lifeから会員価格で製品を購入し、これを一般顧客に標準
小売価格で販売することができます。標準小売価格と会員価格の差額
が小売差益となります。
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Me and My3™  のパワーを活かして、毎月ビルダーボーナスを獲得しよう。
Me and My 3™（あなたと3人のフロントライン）を1単位としたチーム構築を強化することで、紹介活動の増加、効率的なパターン化、継続率の向上を目指します。
グループ全員がMe and My 3™を目指した紹介活動を続けることで、強固な組織づくりにつながります。

ビルダーボーナスは3種類
6K：6,000円

24K：24,000円
96K：96,000円

毎月条件を満たせば、
毎月ボーナス獲得！

獲得する条件
・ 100LP以上のロイヤリティ注文をする
・ Me and My 3™のチーム構成を作る
・ チームボリューム*を維持する
   *自分のLPとフロントライン（第1世代）全員のPVを合わせたボリューム

24Kの達成条件
対象ランク：ビルダー、ビルダーエリート、ダイヤモンド、ダイヤモンドエリート

・自分が6Kの条件を満たしている
・自分のフロントライン3名が、それぞれ6Kの条件を満たしている

96Kの達成条件
対象ランク：ビルダー、ビルダーエリート、ダイヤモンド、ダイヤモンドエリート、
                      プレジデンシャル

・ 自分が6Kの条件を満たしている
・ 自分のフロントライン3名が、それぞれ24Kの条件を満たしている

ビルダーボーナス5 組織構築と継続購入をする組織を作ることで毎月得られるボーナス

6Kの達成条件
対象ランク：ビルダー、ビルダーエリート

・フロントラインに3名以上の自分が紹介した会員がいる
・上記3名と自分を含めた4名（Me and My3™）が、それぞれ100LP以上のロイヤリティ
   注文をしている

・600PVのチームボリュームを維持している
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インフィニティボーナス6 自分がダイヤモンド以上のランクを達成すると、第4世代以降の人から高い受給率（%）のボーナスを受け取ることができるようになります。4Lifeのボーナスプ
ランは、組織内の世代に制限なく支払われるユニークなプランです。（ただし、ブロック*条件あり。下部参照）

*ブロック：
1つの系列上において条件に適合するランク達成者が現れた場合、
ランク達成者よりダウンラインからのボーナスはブロック（停止）さ
れます。ただし、ランク達成者の第3世代まではボーナスが保障され
ます（3世代保障）。
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プレジデンシャルに3世代保障やパススルーが発生した例

＜全員100LPを購入した場合＞
パススルー
自分がプレジデンシャル以上のランクを達成した月に、自分のダウンライン内
にダイヤモンド以上のランク達成者（昇格者）が現れた場合、その正規会員の
第4世代からインフィニティボーナスの受給率が変更されます。

３世代保障
ダウンラインにランク達成者が出た場合、そのランク達成者の第3世代までは
ボーナスの受給率を保障することです。パススルーやブロック*条件による受
給率が変更/停止する場合でも、該当ランク達成者の第3世代までは同じ受給
率が適用されます。

系列上にダイヤモンド以上の達成者がいない場合、第4
世代以降で同じ受給率（12％）のボーナスが発生します。

第6世代にダイヤモンド達成者<#1>がいるので、第7世
代～第9世代までは3世代保障として12%が保たれ、第10
世代以降はパススルーした受給率の6%に変わります。

1つの系列上に3人のP以上の達成者（第4世代のBR<#2>、
第5世代のP<#3>、第9世代のP<#4>）が現れるとブロッ
クの対象になります。しかし、3人目の達成者の直下から3
世代分の収入は保障されます。

系列A

系列B

系列C

各達成者はそれぞれのランクに応じた3世代ボリューム（D:3,000LP以上、
P: 10,000LP以上、BR: 20,000LP以上）があるため、3世代保障による収入が期待で
きます。

A：アソシエイト
B：ビルダー
D：ダイヤモンド
P：プレジデンシャル
BR：ブロンズ
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プレミアプールボーナス（ブロンズ以上）7 ブロンズ以上のランク達成者を対象とした世界シェアのボーナスです。
全世界の総売り上げ（LP)の2％が2種類の配分で支払われます。

ランク 配 分
ブ ロンズ

ブロンズエリート

シ ル バ ー

シルバーエリート

ゴ ー ルド

ゴールドエリート

1

2

4

8

16

32

プラチナプールボーナス（プラチナ以上）8 プラチナ・プラチナエリート達成者だけがもらえる世界シェアのボーナ
スです。全世界の総売り上げ(LP)の1％をプラチナ・プラチナエリート達
成者だけで均等配分し受け取ることができる、4Lifeで最も大きなボー
ナスです。

ランク 配 分
プ ラチ ナ

プラチナエリート

1

2

インセンティブツアー（褒賞旅行）9

対 象 ランク 達 成 条 件

新規プレジデンシャル

新規ブロンズ

新規ブロンズエリート

新規シルバー

新規シルバーエリート

新規達成した月から6カ月以内に、同ランク
を3回以上達成（新規達成月を含む）
新規達成した月から6カ月以内に、同ランク
を2回以上達成（新規達成月を含む）

初めて達成

初めて達成

初めて達成

グレートエスケープツアー
世界有数のリゾート地で定期的に開催されます。他国のアフィリエイト
と交流したり、4Life経営陣からトレーニングを受けることができます。

対象 プレジデンシャル、ブロンズ、ブロンズエリート、シルバー、シル
バーエリート

ゴールドゲッタウェイ、プラチナピナクル
ゴールド以上のランクを達成した方だけが参加できる、4Life経営陣と
共に過ごすエキサイティングでリッチなツアーです。

対象 ゴールド、ゴールドエリート、プラチナ、プラチナエリート

*シルバーエリートは毎年獲得のチャンスがあります。前回のツアー獲得月より9カ月後を起点として、そ
の後12カ月間に3回以上維持することで、再獲得できます。 
**各アフィリエイトは、各対象ランクにつき1回のみ獲得することができます(シルバーエリート枠を除
く)。1カ月間に複数ランクを新規達成した場合でも、獲得できるのは1対象分(1回分)のみです。5つのラ
ンクを順番に獲得する必要があります。 
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4Lifeではランク達成（昇格）における表彰の他に、3つのスペシャルアワードをご用意しています。
これらの賞は世界中の正規会員の中から選ばれ、18ヵ月に1度行われるインターナショナルコンベンションで表彰されます。

ライツ4Lifeは、社会貢献に寄与する正規会員の業績を表彰するプログラムです。
ファウンデーション4Life募金や規定のプログラムにご協力いただくと、3部門の表彰対象となります。

スペシャルアワード

President's Club
（プレジデンツクラブ）

ブロンズ以上を対象として、リーダーシップを発揮
することで著しく組織を成長させた正規会員の中
から選ばれる賞です。

Silver Dollar
（シルバーダラー）

4Life創設者であるデイビッド・リゾンビーの純粋
な起業家精神から生まれた賞です。4Lifeビジネス
に価値を見出し、特に起業家精神を持ち、周囲に
良い影響をもたらした正規会員に与えられます。

At the Heart of It
（アットザハートオブイット）

4Life理念の3つの柱の1つであるサービス（奉仕）
への貢献者を称える賞です。世界の各地域で、助
けを必要とする人々に手を差し伸べる活動にとく
に貢献した正規会員が選ばれます。

Lights 4Life（ライツ4Life）

Ray of Sunshine
（レイ・オブ・サンシャイン）

5,000～9,999ドルを寄付された方

Beacon of Hope
（ビーコン・オブ・ホープ）

10,000～14,999ドルを寄付された方

Legacy of Light
（レガシー・オブ・ライト）
15,000ドル以上寄付された方
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4Lifeのボーナスプランは、各ランクに応じて条件を満たしたビジ
ネスビルダーが報酬を得ることができます。
ボーナスプランを活用して、健康と十分な収入、自由な時間が得ら
れる豊かな人生を目指しましょう。
4Lifeは、あなたの人生という長い旅に彩りをもたらすお手伝いを
します。
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送料、支払方法、受付時間について                                                                                            
・ 送料　920円（税込）　　製品代金合計18，000円以上で送料無料
・支払方法はクレジットカード（VISA、Master、JCB）、銀行振込、ゆうちょ銀行口座
  振替、代金引換をご利用いただけます。
※インターネット注文をご利用の場合、支払い方法はクレジットカードと代金引換のみとなります。

・銀行振込、ゆうちょ銀行口座振替の場合は入金確認後に製品を発送いたします。
・当日発送をご希望の場合は、それぞれ以下の時間帯までにご注文ください。そ
  れ以降のご注文分は翌営業日の発送となります。

代金引換について                                                                                                                                                                                                                                            
・代金引換をご利用の場合、手数料525円（税込）がかかります。
・ご利用可の期間：ロイヤリティ注文　1日-10日
　　　　　　　　通常注文　　　　 1日-20日
                                                                                                                                                     

・FAXによる注文 　　　　                        　11:00まで
・電話またはインターネットによる注文   　14:30まで

登録と初回注文

日本製品の注文

ロイヤリティプログラムの登録・変更手続き

電話にてカスタマーサービスへご連絡
いただくとその場で登録と初回注文をす
ることができます。または、「プリファード
カスタマー登録申請書」に本人の直筆で
必要事項を記入し、4Lifeへ提出（郵送ま
たはFAX）してください。

※電話による登録の場合は、登録者ご本人様よりご連絡
ください。 なお、登録料3,000円（税込）を支払う必要があ
ります。

ロイヤリティプログラム以外の通常注文
をご希望の場合は、以下の方法をご利用
ください。

・電話窓口（カスタマーサービス）
・インターネット（4Life公式サイト）
・日本製品注文書（郵送またはFAX）

4Life製品を定期的にお届けする「ロイヤリティプログラム」に登録することで、
4Life製品を無料でもらえるチャンスが広がります。毎月50LPから始められ、継続
購入することでロイヤリティポイントが貯まり4Life製品と交換することができます。
正規会員登録の方だけでなくプリファードカスタマーの方もプログラムに参加で
きます。（詳細は「ロイヤリティプログラムのチラシ」をご確認ください。）

プリファードカスタマー登録申請書

日本製品注文書

ロイヤリティプログラム「登録」申込書 ロイヤリティプログラム「変更」申込書
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紹介者から「スポンサーパック」を受け取り、説明を聞いた上で、「正規会員登録申請書（2枚目）」に登録者本人の直筆で必要事項を記入し、本人であることを証明する書
類と一緒に4Lifeに提出してください。

正規会員登録をした方は申請書の原本を4Lifeまで郵送
してください。原本が到着次第、本登録完了となります。

※仮登録について
　「正規会員登録申請書」を4LifeへFAXすることで仮登録として受付する
　ことが可能です。
　仮登録をした場合には、申請書の原本を仮登録後30日以内（必着）に郵送する
　必要があります。
　原本が届かない限りボーナスの受給資格はありません。
　（FAX専用通話料無料：0800-919-0329または03-4586-4450）

正規会員登録が完了すると、4Lifeからビジネス
活動に利用できる契約書面、コンパスおよび
ツールが登録住所に配送されます。また、別途
IDカードが郵送されます。IDカードには製品注
文やお問い合わせに必要なID番号が記載され
ていますので大切に保管してください。

※契約書面には、新規登録した方の権利や、ビジネスルールが記載
　されています。必ず内容をご確認ください。
※会員資格は、登録月から1年間有効です。ただし1年経過後は6ヵ月
　購入がない（PVがない）場合は自動的に解約となります。

正規会員（紹介活動をする方）の登録

契約書面（重要書類）とコンパス（ビジネスキット）の配送登録申請書の郵送

正規会員登録申請書（2枚目） スポンサーパック
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ビジネスツールのご案内用語集
4Life製品の小売販売やビジネスを紹介する目的で、「正規会員登録申請書」を提出した
会員。

自家使用を目的としてのみ4Life製品を会員価格で購入することができる会員。小売目的
などのビジネス活動は一切行なうことができない。ただし、「正規会員登録申請書」を提出
することで、ビジネス活動を行なうことができる。

ボーナス発生の対象となる4Life製品毎についているポイントのこと。正規会員のボーナ
スやロイヤリティポイントは、購入した製品のLPに基づいて計算される。

「自分自身の購入LP」と「MyShopの購入LP」の合計。

組織上、自分の下に位置する会員。自分が紹介し、自分の組織に登録した会員は、自分の
ダウンラインと呼ばれる。

組織上、自分の上に位置する会員。

自分に4Lifeを紹介した会員。

組織上、自分の直上に位置する会員（登録者本人が希望すれば、紹介者と別の人をスポン
サーに選ぶことができる） 。

それぞれのランクを取得・維持する条件として、自分が紹介すべき正規会員の人数が設定
されている。また、紹介した正規会員がそれぞれ100PV以上を維持している必要がある。

自分の直下（第1世代）に位置する会員（第1世代をまとめてフロントラインと呼ぶ） 。

自分から始まる組織を構成する各階層のこと。自分の直下の階層＝第1世代またはフロン
トライン、2階層目＝第2世代、など。

自分の直下から始まるそれぞれの組織のこと。例えば自分のフロント（第1世代）に2人の
会員が登録していた場合は、2系列となる。

当月の自分自身の購入PVと第1世代～第3世代までの合計LP。

自分から始まる組織全体のLP。

自分のPVとフロントライン（第1世代）全員の合計LP。

ボーナス計算の際にアソシエイトのランクを達成していない会員は世代としてみなされ
ない。その会員の購入LPは同系列内で次のアソシエイトランク以上の会員と同じ世代の
受給率で計算される。

アフィリエイト
（正規会員）

プリファードカスタマー

LP（ライフポイント）

個人購入：PV
（プリンシバルボリューム）

ダウンライン

アップライン

紹介者

スポンサー

紹介人数

フロント

世代

系列

３世代ボリューム

組織ボリューム（OV)

チームボリューム

コンプレッション

4Lifeでは、ビジネスをサポートするさまざまなツールを用意しています。4Lifeの
イベント情報、新製品のご案内、キャンペーンのお知らせなど最新情報を入手し
ましょう。

1. 4Life公式ウェブサイト 
会員サイトからログインすると、4Lifeビジネスに役立つ情報や、各種書面・チラシのダウンロードサービス、ボ
ーナス明細など、現在のビジネス状況を確認できる各種レポートなどが閲覧できます。 

2. eNews 
定期的に送信されるメールマガジンです。 
※登録申請時にメールアドレスをご登録のうえ、「マーケティングメールを受けとる」設定にすると送信されます。 
※登録申請時に未登録の方、またはメールアドレスを変更されたい方は、カスタマーサービスまでご連絡ください。 

3. Facebook 
4Life製品の紹介や4Lifeからのメッセージ、各種イベント情報、正規会員の活動報告、ミーティングスケジュー
ルなど、多種にわたる情報を配信します。 

4. Twitter 
4Life製品の紹介や4Lifeからの最新情報、各種イベント情報、健康に関する情報など多種にわたる情報を配信
します。 

5. MyShop 
4Life会員であれば誰でもMyShopウェブサイトを利用できます。 
MyShopウェブサイトを通じて一般顧客に対して会員価格による小売販売をすることができます。 
MyShopウェブサイトURL：https://japan.4life.com/あなたのID番号 

6. 4Lifeビジネスアプリ 
ビジネスを円滑に管理・把握できるようにデザインされています。パーソナルアシスタントのような存在です。
製品注文はもちろん、チームの進捗を確認したり、さまざまなデータやレポートを見ることができます。 

7. 4Lifeコネクトアプリ 
製品ページへアクセスしたり、ビジネスに役立つ資料やチラシをダウンロードしたり、動画もご覧いただけます。 
4Lifeの資産を共有し、学び、そして人と繋がるため、いわゆる4Lifeビジネスの中心部的なアプリです。

・インターネット関連サービス

・4Life通信
製品をご注文いただいた際の荷物に同梱される情報チラシ。4Lifeの最新情報や旬なニュースをお知らせする情報
通信です。

・Summit（サミット）
定期的に発行される4Lifeのビジネス情報誌で、4Life役員からのメッセージをはじめ、最新ニュースや海外で起こっ
ている出来事など4Lifeに関する様々な情報を取り上げます。

・ビジネスツール
1. スポンサーパック 

紹介者の方が、新規登録する方に直接お渡しする必要書類をまとめたセットです。内容を説明し、ご理解いただ
いた上で登録申請書を記入していただきます。 

2. その他 
4Lifeにはカタログなどの冊子やロゴグッズなど、さまざまなビジネスツールがあります。

4Lifeアプリ

iOS Android iOS Android

【コネクトアプリ】【ビジネスアプリ】
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0800-000-0221（通話料無料）
月～金 10:00～18:00 [休]土日祝

フォーライフ リサーチ ジャパン, LLC
〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8 日石横浜ビル10階

電話：03-4586-4511（代）　FAX：03-4586-4450（代）
http://japan.4life.com

カスタマーサービス
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