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なし

なし

世代コミッション

プールボーナス

組織 全体のポイント(LP)

0

0

系列数 *

のランクに位置する正規会員
（ディストリビューター）が最低1人必要となります。

その各1系列につき組織全体のポイントが最低50,000ポイントなければなりません。

**この資格を取得するためには、
インターナショナルダイヤモンド系列が最低3系列必要であり、

0

4

100

リーダー

0

0

50

アソシエイト

3世 代までの月間ポイント(LP)

（半数は第1世代であることが条件）
（各正規会員は100PV以上の購入をしていること）

紹 介 人数（正規会員）

個 人 購 入ポイント(PV)

*系列は個々に切り離されているものでなければならず、提示されているランク又はそれ以上

REWARDS

ボーナス

資格取得条件

QUALIFICATIONS

なし

0

3,000

6

100

ダイヤモンド

4Life 正規会員資格取得条件＆ボーナスプラン

なし

（ ダイヤモンド登録を除く ）

なし

250,000

20,000
3系列に
インターナショナル
ダイヤモンド
資格達成者＊＊

20,000
2系列に
プレジデンシャル
ダイヤモンド
資格達成者

12

100

ゴールド
インターナショナル
ダイヤモンド

10,000

10

100

インターナショナル
ダイヤモンド

2系列に
ダイヤモンド
資格達成者

8

100

プレジデンシャル
ダイヤモンド

1,000,000

3系列に ゴールド
インターナショナル
ダイヤモンド
資格達成者

20,000

12

100

プラチナ
インターナショナル
ダイヤモンド

4Lifeで得られる収入は10種類
4Lifeのボーナスプランは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して、ダウ
ンラインの各個人の購入LP（ライフポイント）に対して、定められた割合（%）のボーナスが支払われます。新
規登録の方でもスタートした月からビジネスを始めやすく、
グループ構築後は大きな収入を期待することがで
き、日本に限らず海外でもビジネス展開ができる世界共通プランを採用しています。最大64%の還元率を誇る
4Lifeボーナスプランをぜひご活用ください。
4Lifeでは新規登録した時期に獲得できるボーナス、
グループが成長した時に獲得できるボーナス、そして上位
ランクを達成した時に獲得できるボーナスと3段階で計10種類のボーナスを得ることが可能です。

新規登録時から獲得できるボーナス
自分自身のビジネス活動が直接的に収入に結び付くとともに、今後さらに大きな収入を得るための基盤作りと
もなる基本的なボーナスです。
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小売差益

4Lifeから購入した製品を小売販売することで得られる収入

トランスファーファクターの場合
会員価格
1,296円

ディストリビューターは4Lifeから会員価格で製品を購入し、これを顧

6,264円

客に希望小売価格で販売することができます。希望小売価格と会員価

小売
利益

格の差額が小売利益となります。
希望小売価格 7,560円
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自分が紹介したカスタマー会員の購入
カスタマー会員が500LP購入した場合

ディストリビューターは自分の顧客としてカスタマー会員
（製品愛用者）
を紹介

自分リーダー100LP

し、
紹介したカスタマー会員は4Lifeから直接製品を購入することができます。

L

25％

自分が紹介した製品愛用者から得られる収入

25％

自分がリーダー以上のランクを達成している場合、100PV※を超えた分に対し
て25％のボーナスを受けとることができます。

CUST

CUST

カスタマー
200LP

カスタマー
300LP

(200LP+300LP)×25%×120円

= 15,000円
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パーソナルリターン

また、
アソシエイトの場合は50PVを超えた分に対して15％のボーナスを受け
取ることができます。
※

PV：プリンシパルボリューム。以下の2つの購入LPを合計したポイント数のこと
a．あなた自身の購入LP
b．あなたが紹介したカスタマー会員の購入LP

100PV以上購入した際の自分の購入分に対するボーナス

自分リーダー

L
100
PV

500PV

ランク維持：
100PV

ボーナス対象：
500PV

25％

リーダー以上のランクを達成している方が対象です。
100PV以上の購入があった場合、100PVを超えた分に対して25%のボーナ
スを受け取ることができます。(登録月の翌月からボーナス対象になります)

あなたのPV：600

500PV×25%×120円

= 15,000円
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クイックボーナス

新規ディストリビューター登録者の初回購入LPに対するボーナス

自分リーダー

新規ディストリビューターを紹介し、新規登録者が登録月に購入したLPに

L
新規登録者

対して25%のボーナスを受け取ることができます。

25％

(アソシエイトの場合は15％)

NEW

登録月の購入
400LP

400LP×25%×120円

= 12,000円
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パワープールボーナス
新規会員登録月

同じ月に3人以上のディストリビューターを紹介することで得られるボーナス

登録翌月

L

全世界の総売り上げに対するLPの3％が、パワープールボーナス獲得者の実
績に応じた比例配分によってボーナスとして還元されます。
3％のうち2％がボ

NEW

ーナスとして、
1 ％がインセンティブツアー
（褒賞旅行）
として還元されます。

100PV購入

自分

同
月
内

100PV購入

パワープールボーナスの獲得条件：

•

NEW

同じ月に、新規ディストリビューター登録者を3名以上紹介し、
それぞれの登録者が100PVの製品購入をする。

100PV購入

100PV購入

•

また、
自分自身も100PVの製品購入をする。
その翌月も、
自分自身を含め、紹介した3名以上のディストリ
ビューター全員が100PV分の製品を購入する。

NEW

100PV購入

100PV購入

※パワープールボーナスの最大獲得金額は1,000ドル（120,000円）
となります。
※パワープールボーナスで比例配分の対象となるPV（新規登録者の登録月の購入
PV）の上限は400PVです。
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世代コミッション

各世代からの収入

自分がダイヤモンドで各世代が300PV購入した場合

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。

100PVに対する
世代コミッション

D

100PVを超えた分の
世代コミッション

リーダー以上のランクを達成した場合、第1世代目の購入PVの2％、第2世
代目の購入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

第1世代

2％

100PV

200PV

2％

とができます。

第2世代

25％ 100PV

200PV

5％

※ダウンラインのディストリビューターでリーダー以上のランクを達成して

第3世代

5％

200PV

6％

いる方が100PV以上購入していた場合、100PVまでと100PVを超えた分

第4世代

6％

100PV
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6％

に関してはボーナスの支払い方が変更となりますのでご注意ください。

グループの「成長」
で得られるボーナス
ボーナスの条件である第3世代までの月間LPを安定して達成できるようになると、次の段階では、自
分のダウンラインの会員が第4世代以降でも会員登録を増やせるように彼らの活動をサポートして
いくことが成功の鍵となります。
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インフィニティ
（無限）ボーナス

第4世代以降からの収入（ダイヤモンド以上）

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、
ブロック条件に適合しない限り無限に支払われ続けるユニークなプランであり、MLM業界に
おいても傑出しています。

※第4世代以降のボーナスはダウンラインの状況により、受給率がパススルー（変更）
またはブロック
（停止）する場合があります。

PD 自分
第1世代

L

2％

第2世代

L

25％

第3世代

L

5％

第4世代
第5世代

L

プレジデンシャル
ダイヤモンド

① パススルー：
自分がプレジデンシャルダイヤモンド以上である時、
ダウンライン内に
ダイヤモンド以上のランク達成者が現れた場合は、そのディストリビュ

12％

PD 12％

第6世代

L

第7世代

L

12％

第8世代

L

12％

第9世代

L

3％

第10世代

L

3％

第11世代

L

3％

ーターの第4世代以降はインフィニティボーナスの受給率が変わります。

プレジデンシャル
ダイヤモンド

12％

② 3世代保障：
3世代保障

ダウンラインにランク達成者が出た場合、上記パススルーによって受給
率が変更したり、
ブロック条件※によって受給が止まることがあります。た
だし、それらの条件に適合した場合でも、
ランク達成者の第3世代
までは同じ受給率でのボーナスが保障されます。

パススルー
12％ → 3％

ボーナスのブロック条件については、P14用語集を参照

※

japan.4life.com | 5

ランク達成者を
「育成」
して得られるボーナス
ダウンラインにランク達成者を育成していくことでグループが飛躍的に成長し、ご自身のランク昇格
にもつながります。インターナショナルダイヤモンド以上のランクを達成するとダウンラインからの
ボーナス以外にも、全世界の売り上げに対するボーナスを受け取ることができるようになります。
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プレミアプールボーナス
（インターナショナルダイヤモンド以上）

インターナショナルダイヤモンド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 ％を比例配分で受け取ることができます。比例配分は下記の方法で計算されます。
【1】 2％のうち1％をランク達成者の第6世代までの合計LPに応じて比例配分
【2】 残りの1 ％を以下のシェア数によって比例配分
インターナショナルダイヤモンド：1シェア
ゴールドインターナショナルダイヤモンド：2シェア
プラチナインターナショナルダイヤモンド：2シェア
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プラチナプールボーナス
（プラチナインターナショナルダイヤモンド）

プラチナインターナショナルダイヤモンド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％をプラチナインターナショナル達成者だけで比例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。

インセンティブ（褒賞）
4Lifeではボーナスプランで得られるボーナス以外にも各種インセンティブツアーをご用意していま
す。各参加条件を達成した方は、日常では経験できないような豪華ツアーに参加することができます。
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インセンティブツアー（褒賞旅行）

■ グレートエスケープツアー
1年に2回、世界有数のリゾート地で開催されます。他国のディストリビューターと交流したり、4Life経営陣からトレーニン
グを受けることができます。登録から間もない方でも参加できるチャンスがあります。

■ ゴールドゲッタウェイ、
プラチナピナクル
ゴールドインターナショナルダイヤモンド、プラチナインターナショナルダイヤモンド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。
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4Lifeボーナスプランの資格取得条件
4Lifeボーナスプラン資格取得条件とボーナスの計算方法は、各製品に設定されているライフポイン
ト（LP）が基準となります。例えば「トランスファーファクター」は会員価格に対して35LPが割り当てら
れており、
この35LPがボーナス計算の対象となります。
1. 個人購入（PV：プリンシパルボリューム）
「自分自身の購入LP」
と
「自分が紹介したカスタマー会員の購入LP」の合計をプリンシパルボリューム（PV）
と呼びます。
リーダー以上のランクを達成するためには当月に100PV以上が必要です。
（アソシエイトは50PV）
2. 紹介人数
それぞれのランクを取得・維持する条件として、
自分が紹介すべきディストリビューターの人数が設定されています。
また、紹
介したディストリビューターがそれぞれ100PV以上を維持している必要があります。
3. 3世代までの月間LP（ダイヤモンド以上）
ダイヤモンド以上のランクを取得・維持するには、当月の第1世代～第3世代までの合計LPが、各ランク毎に設定された条件
を満たしていることが必要です。例えば、
ダイヤモンドの場合は月間3,000LPが必要です。なお、
自分の購入LPおよび第4世代
のカスタマー会員の購入LPも
「3世代までの月間LP」
として含まれます。3世代までの月間LPについてはコンプレッション※の
適用はありません。(※コンプレッション：P14参照)
4. 系列数（プレジデンシャルダイヤモンド以上）
プレジデンシャルダイヤモンド以上のランクを取得・維持するには、
自分のダウンラインの2系列または3系列に達成条件の
実績を満たしたランク達成者が必要となります。例えば、
プレジデンシャルダイヤモンドの場合、
自分のダウンラインの2系列
にそれぞれ1名以上のダイヤモンド以上のランク達成者が必要となります。
5. 組織全体のLP（ゴールドインターナショナルダイヤモンド以上）
ゴールドインターナショナルダイヤモンド以上のランクを取得・維持するには、組織全体LP(自分とダウンライン全員の購入
LP)がランク達成の条件として含まれます。

【各ランクの達成条件】
紹介人数

3世代までの
月間LP

PV

アソシエイト

50PV

リーダー

100PV

4人
（2人）

ダイヤモンド

100PV

6人
（3人）

3,000LP

プレジデンシャル
ダイヤモンド

100PV

8人
（4人）

10,000LP

ダイヤモンド2系列

インターナショナル
ダイヤモンド

100PV

10人
（5人）

20,000LP

プレジデンシャル
ダイヤモンド2系列

ゴールド
インターナショナル
ダイヤモンド

100PV

12人
（6人）

20,000LP

インターナショナル
ダイヤモンド3系列 ※2

プラチナ
インターナショナル
ダイヤモンド

100PV

12人
（6人）

20,000LP

ゴールド
インターナショナル
ダイヤモンド3系列

（フロント）※1

組織全体
のポイント

系列数

ランク

250,000LP
以上

1,000,000LP
以上

※1）紹介人数とは100PVを購入しているディストリビューターの人数であり、そのうち半数以上が第1世代（フロント）
である必要
があります。
※2）3系列のインターナショナルダイヤモンド達成者は、それぞれの組織全体LPが50,000LP以上必要です。
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スペシャルアワード
（特別賞）
4Lifeではランク達成（昇格）における表彰の他に、4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ディストリビューターの中から選ばれ、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。

Credendo Vides（クレデンド・ヴィデス）
ラテン語で“Believing is seeing（信じれば実現する）”を意味する賞です。4Lifeスペシャルアワードの
中でも最も名誉ある賞で、
自分が思い描いたビジョンを実現したディストリビューターが選ばれます。

President’s Club（プレジデンツクラブ）
インターナショナルダイヤモンド以上が対象です。
リーダーシップを発揮して組織を著しい成長に導
いたディストリビューターが選ばれます。

Silver Dollar（シルバーダラー）
4Lifeの創設者兼最高経営責任者であるデイビッド・リゾンビーの純粋な企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、特に企業家精神を持って周囲の人々に良い影響を与えたディス
トリビューターが選ばれる価値ある賞です。

At the Heart of It（アット・ザ・ハート・オブ・イット）
4Life理念(3S)の1つであるサービス（社会貢献）への貢献者を称える賞です。助けを必要とする人々に
温かい手を差し伸べるため、各地域で貢献した世界中のディストリビューターの中から選ばれます。

Lights4Life（ライツ4Life）
ライツ4Lifeは、助けを必要とする人々に希望を与えるディストリビューターを表彰するプログラムです。
「ファウンデーション4Life」の募金や「4Lifeフォーティファイ」の購入等、既定のプログラムにご協力い
ただいた方を寄付金額に応じて表彰します。

Light 4Life

Ray Of Sunshine

ライト 4Life

レイ・オブ・サンシャイン

100 ドル～ 2,999 ドルを寄付した方

3,000 ドル～ 4,999 ドルを寄付した方

Beacon Of Hope

ビーコン・オブ・ホープ
5,000 ドル以上寄付した方

※ 日本円での寄付金額については為替レートにより変動します。
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登録の手続きのご案内

4Lifeビジネスをはじめましょう
ここでは会員登録に必要な手続きについてご紹介します。ビジネスを目的として登録する方は、紹介
者の方から
「スポンサーパック
（登録の際に必要な書面一式）」を受け取り、内容をよく理解した上で、
「ディストリビューター登録申請書」を記入してください。

登録完了までの5ステップ
ステップ 1. 登録方法の選択
2種類の登録方法から選んでください。

ステップ 2. 登録申請書の記入
ディストリビューター登録の方は必ず記入が必要です。

ステップ 3. 初回注文とロイヤリティプログラムの設定
リーダー登録をする方は登録月内に100PV以上が必要です。

ステップ 4. 登録申請書の提出
ディストリビューター登録の方は仮登録日から30日以内に申請書原
本を郵送してください。

ステップ 5. 契約書面（重要書類）
とコンパス
（ビジネスキット）の配送
4Lifeから、
「契約書面」
と
「IDカード」および「コンパス」を登録住所へお送りします。

※ 会員資格は登録月から1年間有効です。
ただし、ディストリビューター登録をした方で6ヵ月間製品購入がない（PVがない）場合は自動的に解約となります。
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ステップ 1.

登録の選択

大きく分けて、ビジネスをする登録方法（ディストリビューター登録）
と製品を愛用するだけの登録
方法（カスタマー登録）の2種類があります。登録時の特典もご用意しています。

1

ディストリビューター登録

製品を愛用するほかに紹介活動を行うことができる登録方法です。
登録には以下2点が必要です。
●「ディストリビューター登録申請書」
の提出（郵送）
● 登録料3,600円の支払い

※「ディストリビューター登録申請書」は「スポンサーパック」に入っています。紹介者の方からスポンサーパックを受け取り、内容をよく読
んでご理解ください。その後、登録者本人の直筆で「ディストリビューター登録申請書」の必要事項をご記入ください。

登録時だけの特典！ リーダー登録
リーダー登録とは、新規登録時のみご利用できる、登録と同時に「リーダー」
ランクのボーナスを受給することができる登
録方法です。通常リーダーランクでボーナスを受給するためには、4人のディストリビューター(各100PVを維持)を紹介す
る必要がありますが、以下の条件を維持する限り、
リーダーランクでボーナスを受給することができます。

【登録時】
●「ディストリビューター登録申請書」の記入
● 登録料3,600円の支払い
● 登録月内に100PVを維持する

【2ヵ月目以降】
● 毎月100PVを維持する
※ 毎月100PVを維持する限り、
リーダーランクでボーナスを受給することができます。

2

カスタマー登録

ビジネス（紹介活動）をせずに、4Life製品を愛用したいという方におすすめの登録方法です。
製品は会員価格で購入できます。登録には以下が必要です。
●「カスタマー登録申請書」の提出（郵送またはFAX）
または
電話による直接登録（ご本人よりディストリビューターサービスにご連絡ください）
※「カスタマー登録」の場合、登録料は無料です。
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ステップ 2.

登録申請書の記入

● ディストリビューター登録をする方

「スポンサーパック」の中に入っている「ディストリビューター登録申請書」に登録者本人の直筆で
必要事項を記入し、4Lifeに提出してください。
※仮登録について
登録時に購入した製品等について早めの出荷をご希望の場合には、記入した「ディストリビューター登録申請書」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。仮登録をした場合は、
申請書の原本が仮登録後30日以内に4Lifeに届く
よう郵送する必要があります。
（FAX専用フリーダイヤル：0800-700-5444または045-680-4821 ）

● カスタマー登録をする方

「カスタマー会員登録申請書」に本人の直筆で必要事項を記入し、4Lifeへ提出してください。
（郵送ま
たはFAX）
または、電話にてディストリビューターサービスへご連絡いただくとその場で登録すること
ができます。
※電話による登録の場合：登録者ご本人様よりご連絡ください。

ステップ 3.

初回注文とロイヤリティプログラムの設定

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製品クレジットが貯まり4Life製品と交換する
ことができます。ディストリビューター登録の方だけでなくカスタマー登録の方でもプログラムに参加すること
ができます。
（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。）
登録

還元

交換

ボーナス製品

お好きな製品で
ロイヤリティ注文を設定
してプログラムに登録！

ロイヤリティ注文
購入LPのうち最大30％を
製品クレジットとして還元！

貯まった製品クレジットを
お好きな製品と交換！
（手数料あり）

125LP以上の
ロイヤリティ注文で
ボーナス製品プレゼント！

■ 毎月継続的にロイヤリティ注文を続けることで、
製品クレジットの還元率が上がります。

新規登録の方は還元率がいきなりアップ！

「ジャンプアップスタート」
新規登録をする方は、ロイヤリティ注文の同時登録がググッとお得になります。
登録時購入LPに応じて、初回のロイヤリティ注文発送から還元率がジャンプアップ！
さらに特別製品クレジットもプレゼント。
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ステップ 4.

登録申請書の郵送

ディストリビューター登録をした方は申請書の原本を4Lifeまでご郵送ください。
原本が到着次第、本登録完了となります

2 3 1 879 0

料金受取人払郵便

062

横浜港局
承 認

9164
差出有効期限
平成28年4月
30日まで
（ 切 手 不 要 ）

※仮登録について

（受取人）

神奈川県横浜市中区桜木町1-1- 8 日石横浜ビル10階

登録時に購入した製品等について早めの出荷をご希望の場合には、記入した「ディストリビュータ

フォーライフリサーチ ジャパン, LLC 行

ー登録申請書」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
は、申請書の原本が仮登録後30日以内に4Lifeに届くよう郵送する必要があります。
（FAX専用フリーダイヤル：0800-700-5444または045-680-4821）

ステップ 5.

差出人
都道
府県

ご住所
お名前
お電話

様
（

）

※この まま 切 手 を 貼らず にご 投 函くだ さ い 。

契約書面（重要書類）
とコンパス
（ビジネスキット）の配送

ディストリビューター登録が完了すると、4Lifeからビジネス活動に利用で
きるツール、
コンパスが発送されます。
また、別途契約書面と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。なおカスタマー会員には
IDカードは郵送されません。
※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。
※会員資格について：登録月から1年間有効です。
ただし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。

登録後の注文方法について
登録後の製品注文は電話、FAX、インターネットまたは4Lifeサロン受付で承ります。
・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。
※代金引換をご利用の場合、送料とは別に手数料514円がかかります。
また、毎月1日～20日まで利用可能です。
（20日以降の場合は翌月注文として計上されます）
※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、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。
■

FAXによる注文

午前11時まで

■

電話またはインターネットによる注文

午後2時30分まで

・FAX注文の方で製品発送をお急ぎの場合は、注文書をFAX後に電話でディストリビューターサービスまでご連絡ください。
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用語集
ディストリビューター
カスタマー

4Life製品の再販売やビジネスを紹介する正規会員。
ビジネスの紹介や製品の再販売はできないが、4Life製品を購入できる製品愛用者の会員。

ダウンライン

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。

アップライン

組織上、
自分の上に位置する会員。

紹介者

スポンサー
フロント

自分に4Lifeビジネスを紹介した会員
（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。
）
組織上、
自分の直上に位置する会員。
自分の直下（第1世代）に位置する会員。

世代

自分の組織内で、ボーナスの支払い対象となる組織の段階。

系列

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人のディストリ
ビューターが登録していた場合は、2系列となる。

LP（ライフポイント） 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。ディストリビューターのボーナス
は、購入した製品のLPに基づいて計算される。
コンプレッション

ブロック

ボーナス計算の際に製品の購入LPが50PVに満たないディストリビューターがいた場合、そのディストリ
ビューターは世代とみなされない。その会員の購入LPは同系列内で次に50PV以上購入している会員と
同じ世代の受給率（%）
で計算される。

1つの系列上において下表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）

あなたのランク

ブロック条件（1系列内に）

ダイヤモンド

ダイヤモンド以上が1名

プレジデンシャルダイヤモンド

プレジデンシャルダイヤモンド以上が3名

インターナショナル
ダイヤモンド

プレジデンシャルダイヤモンド以上が5名
内2名がインターナショナルダイヤモンド以上

ゴールドインターナショナル
ダイヤモンド

プレジデンシャルダイヤモンド以上が7名
内2名がインターナショナルダイヤモンド以上
さらに、他の2名が ゴールドインターナショナルダイヤモンド以上

プラチナインターナショナル
ダイヤモンド

プレジデンシャルダイヤモンド以上が7名
内2名がインターナショナルダイヤモンド以上
さらに、他の2名が ゴールドインターナショナルダイヤモンド以上
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その他の情報
ボーナスの振込
4Lifeでは月に何度もボーナスを受け取ることができます。ボーナスが発生すると、ボーナス明細が発送された後（世代コミッション、パワープー
ルボーナスのみ明細は郵送されます）、指定された口座にボーナスの振込が行われます。ボーナス明細は4Lifeウェブサイトでもご確認いただ
けます。
[4Lifeオフィス → eツール（ビジネスの管理と資料）→ 各種レポート → ボーナス明細レポート]
世代ボーナスの振込の際には、その振込手数料として390円がボーナスから差し引かれます（クイックボーナス振込時には手数料は差し引かれ
ません）。ボーナスはボーナスの金額と振込手数料の合計が1,690円以上になった場合に支払われます。1,690円未満の場合には4Lifeに留め置
かれた後、1,690円以上になった際に支払われます。

■各種ボーナスの支払い日（振込日が土日祝の場合は翌営業日の振込となります）
・世代コミッション：翌月の20日支払い
・パワープールボーナス：紹介月の翌々月15日支払い
・クイックボーナス：ポイント確定したあと3営業日後支払い
※ フォーライフ リサーチ ジャパンより振り込まれるボーナスは、1ドル120円換算で支払われます。
換算レートは予告なく変更される場合があります。

製品の返品、返却
返品、同製品の等価交換、代替製品との等価交換のための手続きは、下記の通りです。
返品はすべて4Lifeから直接購入した正規会員が行います。あらかじめディストリビューターサービスに電話連絡し、返品許可番号の発行を受け
ます。
この返品許可番号は返品する製品を梱包した箱に必ずご記入ください。返品許可番号を記載した書類、領収証、納品書を返品する製品と
一緒に送ります。返送する際は、返品する製品に破損などの起こらない適当な箱と詰物を利用し、4Life宛の送付はすべて送料元払いで送付して
ください。
返品合計限度額は6万円までとし、過去12ヵ月間の累計で計算します。再販可能な製品（品質保持期限が3ヵ月以上残っている製品）の返品に限
ります。6万円以上に相当する製品の返品をした場合には、4Lifeに対する返却とみなし、正規会員登録は自動的に解除となります。製品の返品
が行われた場合、規定の金額から送料、その製品購入により発生したボーナス、キャンペーン、インセンティブ（褒賞）などで発生した金額などを
差し引いた金額が返還されます。製品の返品金額が1回で調整されなかった場合には、支払われたボーナス分の金額を満たすまで月々のボー
ナスから差し引かれます。
クレジットカードでご購入の場合、
クレジットカードに返金されます。

会員登録の更新
正規会員登録をした月から1年後に会員登録の継続を希望する場合、会員登録の更新が必要です。更新料は、1,851円です。
クレジットカードま
たは振込みでお支払いいただくか、登録満期の月のボーナスで相殺されます。

4Lifeのルールに関する質問
4Lifeでは、特定商取引に関する法律に基づき、概要書面にあたる
「スポンサーパック」
と契約書面である
「重要書類」を配布しています。4Lifeビ
ジネスのルールに関する質問などがございましたら、最新の「方針と手続きの規定」を参照していただくか、
またはディストリビューターサービ
スおよびコンプライアンス部までご連絡ください。
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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
TEL：045 - 680 - 4811（代）

FAX：045 - 680 - 4812（代）

ご注文・お問い合わせは、ディストリビューターサービスまで

電話でのご注文
フリーコール

0800-700-5433
または

045-680-4820

月～金 10：00～20：00 休 土日祝

FAX でのご注文
フリーコール

0800-700-5444
または

045-680-4821

24時間受付

ウェブサイトでのご注文

http://japan.4life.com
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