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ジュネスへようこそ 
 

あなた自身のジュネス・ビジネスを構築しようと私たちをパートナーに選んでくれたことを嬉しく感じます。

まさにあなたのように、たくさんのインディペンデント・ディストリビューターが私たちのコミュニティーに参加

し、私たちのすばらしい製品を知人にシェアし、経済的な報酬を受けています。業界で他に負けない報酬

プランによって、ジュネスは世界中で人生を変えています。 
 

自分の運命を決めるのはあなた 
報酬プランは3つの収入のオポチュニティのカテゴリーを提供します。それは小売販売、チームを構築する

ことによるコミッション、あなたのリーダーシップに対する報酬です。  
 

      

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたが望むレベルでジュネス報酬プランに参加することができます。小売販売によって副収入を得るの

か、フルタイムのビジネスとして世界中でチーム作りに専念するのか、それはあなたが決めるのです。 

 

ユニークな収入モデル 

ジュネスは日々あなたのような人々が仲間になっている会社です。ジュネスは単にビジネスではなく、ファ

ミリーなのです。私たちはファミリー第1主義で、あなたの一歩一歩をお手伝いしたいと思っています。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ランディ・レイ 

共同創設者ならびに最高経営責任者 

ウェンディ・ルイス 

共同創設者ならびに最高執行責任者 

スコット・ルイス 

チーフ・ビジョナリー・オフィサー 

ジュネスグローバルの報酬プランにおける最大の支払額はグローバル総CVの60%が上限です。コミッション、ボーナス、その他

の収入はこの上限により調整されることがあります。 

 

*13ページの用語集をご覧ください。すべての定義された用語が「方針と手続き」とそこで確認できます。  

チーム・ビルディング 

チーム・コミッション 

リーダーシップ・マッチング・ボーナス

メンバー・リテンションインセンティブ 
 

リーダーシップ 

エメラルド・エクスペリエンス 

ダイヤモンド・ディスカバリー 

ダイヤモンド・ボーナス・プール 

顧客販売 

小売利益 

ジュネス・プリファード 

リテール・セールス・ボーナス 
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日本未発売製品を含んでいます。 

 

 

 

ジュネス製品を 

顧客へ販売する 
 

 

 

ジュネス製品を積極的に顧客に販売することは、メンバーとしてのあなたの活動の中心であり、将来的な

販売組織や収入を作るための土台となるでしょう。   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

顧客へ販売するための第1のステップ 

アソシエイトになる  

アソシエイトになるとジュネス製品を卸売価格で購入でき、また小売利益、プリファード・カスタマーへの小

売利益*、小売ボーナスを含む、小売から発生するコミッションを受け取れます。あなたが他のメンバーを登

録させても、エグゼクティブになるまで、彼らのボリュームに対するコミッションを受け取ることはできませ

ん。アソシエイトになるには、ジュネスに登録し、スターターキットを購入します。  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

*14ページの用語集をご覧ください。  

顧客への販売 

小売利益 

プリファード・カスタマー 

リテール・セールス・ボーナス 
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1ST 
  

WAY TO EARN:   

小売利益   
 
 

 

小売販売: 製品販売 = うれしい収入 

登録していち早く収入を得る方法は、卸売価格で製品を購入して小売販売することです。あなたはその差

額を得られます。サッカーの試合会場であなたの体験を直接聞かせても、または友達や家族にあなたの

ジュネス・ウェブサイトを教えたとしても、それぞれの販売で15～40%の収入が得られます! 顧客を作り、

小売販売することはあなたの安定した収入源になります。オンライン販売による小売利益は週払いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

プリファード・カスタマー: リピーター = もっとうれしい収入 

プリファード・カスタマーは製品を値引価格で買いたいと思っている顧客にとって嬉しいプログラムです。彼

らは製品が自動で出荷されるジュネス・スマートデリバリーを申し込む必要があります。顧客にあなたのジ

ュネス複製ウェブサイトにアクセスしてもらい、製品を選択し、ジュネス・プリファード価格で購入するための

登録を行います。プリファード・カスタマーは自分の注文に対して小売価格の最大25%オフで購入できます*。  

 

プリファード・カスタマーをもつ利点は、毎月あなたから

製品購入するカスタマーの組織を作って、その購入に

対して週払いの小売利益が得られることです。コミッシ

ョンはプリファード・カスタマー価格と卸売価格との差額

です。メンバーとしてあなたが販売する製品は完全に

CV (コミッション・ボーナス)が付与されていて、全ての

CV は PGV(パーソナル・グループ・ボリューム)と GV(グ

ループ・ボリューム)に含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

*大量およびパッケージ注文は除く  
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2ND 
 

 

 

 

WAY TO EARN: 

リテール・セールス・ボーナス 
 
 

 

 

 

みんなが好きなボーナス  

あなたはいろいろなトップ・セリング製品を含む割引した初めての製品パッケージを提供します。あなたが

小売またはプリファード・カスタマーとして登録した顧客、またはあなたの直紹介メンバーに販売した最初の

パッケージに対してリテール・セールス・ボーナスを受け取ります。 

 

$25～$250の価格帯のスタンダード・パッケージに対するリテール・セールス・ボーナスです。あなたのボー

ナス額は製品パッケージ*によって異なります。あなたの新しい顧客が適切なパッケージを選択できるよう

にパッケージの内容を理解してもらえるようにしましょう。 
 

 

 

 

 

クリエイトパッケージ 

クリエイトパッケージオプションは、初めての注文をカスタマイズしたいあなたの顧客にとって嬉しいスタン

ダード・パッケージに代わるオプションです。このオプションに対するリテール・セールス・ボーナス率はパ

ッケージの合計金額がベースになります。(税金と配送料は含まれない金額です。) 

 100 – 199 CV = 10%  

 200 – 299 CV = 12% 

 300 CV以上 = 15% 

例えば、あなたが顧客に150CVの製品を販売した場合、あなたは$15**の収入を得ます。200CVの付いた

$250の製品を販売した場合$30の収入になります。 
 

 

 

 

 

*可能なパッケージとそのCV、小売価格、リテール・セールス・ボーナスをJOFFICEの価格表で確認しましょう。 

**コミッションとボーナス計算時に米国ドルが使われます。2017年12月現在換算レートは1ドル=120円です。 

  

図 1: 日本未発売製品も含まれています。 
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ジュネス製品を販売

するためのチーム・ビ

ルディング 

 

 

製品販売とコミッション獲得はあなたのビジネス

の基本です。製品とオポチュニティをシェアする

同じ考えを持った人々とのネットワークを構築す

ることで、あなたはよりベネフィットを受けます。あ

なたがトレーニングを行うと、あなたのオポチュニ

ティはより大きくなり、チーム・コミッション、マッチ

ング・ボーナス、メンバー・リテンション・インセン

ティブを受け取るようになるでしょう。さらに、エメ

ラルド・ディレクターやダイヤモンド・ディレクター

のランクを達成すると、ジュネスのライフスタイル

リワードに参加することができます。ダイヤモン

ド・ディレククターになると、ダイヤモンド・ボーナ

ス・プールを獲得する権利が得られます。 

 

チーム・ビルディングの最初のステップ 

アソシエイトからディストリビューターへ 

アソシエイトからディストリビューターになるためには、あなたは初年度の 1スマート

デリバリー月に 100CVを保有しなくてはなりません*。ディストリビューターとして、あ

なたの顧客やメンバーへの販売で生じたボリュームも累積します。 

 

ディストリビューターからエグゼクティブへ 

報酬プランのすべてのベネフィットを受けるには、エグゼクティブ・ランクへの昇格が

必要です。エグゼクティブ・ランクとは、(i)アクティブ*であること、(ii)クオリファイド(あ

なたが少なくとも 1名ずつのアクティブな直紹介メンバーを左右のレッグに持つこと)

であることです。エグゼクティブになると、追加のコミッションを受け取る資格を得るよ

うになります。 

 

 

 

 

*14ページの用語集をご覧ください。 

 

 

チーム・ビルディング 

チーム・コミッション 

リーダーシップ・マッチング・ボーナス 

メンバー・リテンション・インセンティブ 

図 2: 日本未発売製品が含まれています。 
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3RD 
  

   WAY TO EARN: 

 チーム・コミッション 
 

 
 
 
 

あなたのチームの売上からのコミッション 

あなたのバイナリー系列組織の左右にチーム・メン

バーを配置して、メンバーのネットワークを構築しま

す。あなたのチームが製品を販売する度に、GV(グ

ループ・ボリューム)が発生します。GVはあなた自身

のPV、PGV、そしてスピルオーバー・ボリューム(「用

語集」をご覧ください。)を含みます。GVはチーム・コ

ミッションの計算に使用されます。 
 

チームの成長に伴い、チームの製品販売によるあ

なたのGVは増えます。 
 

あなたの片方のレッグ(左または右)が 

600GV、また他方が300GVに達すると(どちらでも構

いません)、あなたはチーム・コミッション、または“サ

イクル・ボーナス”として$35(4,200円)を受け取りま

す。チーム・コミッションは週払いで、あなたのチー

ムが600/300GVを累積する度に繰り返して発生しま

す*。 
 

チーム・コミッションを獲得するためにはエグゼクテ

ィブの資格を達成しなくてはなりません。 

 

 

 

 

 

 

各メンバーの 1週間のサイクルの払出上限は 450サイクルです。最高達成ランクがルビー ディ

レクター以上のメンバーは、1週間のサイクル払出上限は、前週の両レッグ（チーム）の合計 PGV

を 300で割った値に基づいて設定されます。 その結果が今週のサイクルの払出上限です。 たと

えば、前週に両レッグで 60,000 PGVが発生した場合、60,000 PGV ÷ 300 = 200サイクルです。 メ

ンバーが前週に両レッグで以下の PGVの最小値を累積し、チームコミッションの他のすべてのサ

イクル要件を満たした場合、払出上限は 450サイクルから引き上げられます。250,000 PGVの払

出上限は 550サイクル; 300,000 PGV の払出上限は 650サイクル;  350,000 PGV の払出上限は

750サイクルです。 



7 

4TH 
 

 

 

WAY TO EARN: 

 リーダーシップ・マッチング・ボーナス 
 

 

あなたのチームの成長に対するボーナス 

ジュネスはあなたのセールス・チームの構築に対してあなたが報いられるべきだと考えています。チームを

作ると、あなたは直紹介メンバーに販売方法、組織作りをトレーニングします。そしてあなたがやっているこ

とをどのように複製するかをチーム・メンバーに教えます。直紹介グループ(スポンサー・ライン)へのジュネ

ス製品販売に関するトレーニングをしっかりやることで、メンバーはより成功し、あなたもより大きな収入を

得ることができます。  

ランク昇格すると、ジュネスはあなたのスポ

ンサー・ラインへのトレーニングと成長に対

してマッチング・ボーナスを支払います。マッ

チング・ボーナスは、あなたの支払いランク

に基づいてあなたのスポンサー・ライン*の1

～7レベルが獲得したチーム・コミッションに

対して支払われます。 

マッチング・ボーナスが支払われる最初のラ

ンクはジェイド・エグゼクティブです。このラン

クでは、あなたのスポンサー・ライン(直紹介

系列組織)の第1レベルのチーム・コミッション

に対して20%を獲得します。例えば、あなた

がナターシャ、ステーシー、アダムをあなたの

直紹介として登録すると、あなたは彼らのチ

ーム・コミッションに対して20%をマッチング・

ボーナスとして獲得します。次のパール・エ

グゼクティブに昇格すると、あなたはスポン

サー・ラインの第1レベルに対して20%、第2レ

ベルに対して15%のボーナスを獲得します。

ランク昇格するにつれて、最大7レベル目ま

でマッチング・ボーナスを獲得することができ

ます。 

チャートに示されたレベルで毎週のマッチング・ボーナスを獲得するには、アクティブであり、それぞれのラン

クで支払いを受ける必要があります。  

*13 ページの「用語集」をご覧ください。 
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5TH 
 

WAY TO EARN:  

メンバー・リテンション・インセンティブ 

 

 

 

より多いメンバー= より多い報酬 

カレンダー月にスマートデリバリー注文している直紹介メンバー5人*に製品を販売すると、あなたの第 1レ

ベルのマッチング・ボーナスは 20%から 25%になります。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

カレンダー月にスマートデリバリー注文している直紹介メンバー10人*に製品を販売すると、あなたの第1レ

ベルのマッチング・ボーナスは30%になります。 

 

 

 

メンバー・リテンション・インセンティブは、アクティブで支払いランクがジェイド・エグゼクティブ以上に支払わ

れます。 

 

 

 

 

 

 

*スマートデリバリーに登録またはスマートデリバリー注文を完了しているかに関わらず、新規登録メンバーは登録月に5または10

人の一人として認識されます。しかしながら、彼らが同月に新規登録メンバーを有する場合はそのように認識されません。 
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リーダーシップに 

対する報酬 
 
 
 
 
 

 

ジュネスはリーダーシップを発揮したトップ・セラーへ寛大な報酬を用意しています。彼らはグローバルな売

上からエキゾティックな旅やコミッションを受取ります。 
 

ジュネス・トラベル 

あなたがビジネスを築くと、ジュネスはあなたに報酬を用意し、あなたの成功を表彰したいと考えています。

ジュネス・トラベルはあなたの努力にふさわしい贅沢なライフスタイルをあなたに実現させます。 

 

エメラルド・エクスペリエンス   

さらなるベネフィットです! あなたとあなたの配偶

者はハワイにある豪華なグランド・ワイレア・リゾ

ートに招待されます。他のリーダーたちや会社の

創設者たちとの食事や他にないリーダーシップ・

デベロップメント・イベントでエクスパートやリーダ

ーたちから学びます。1 年間のうち、少なくとも 3

ヶ月間エメラルド・ディレクター資格を維持すると

**、「エメラルド・エクスペリエンス*」に参加できま

す。 

 

ダイヤモンド・ディスカバリー 

いよいよ、ダイヤモンド・ライフスタイルがあなた

のものに! 一度だけでなく、今後何年もあなたに

体験して欲しいと思っています。ダイヤモンド・デ

ィレクターであるあなたとあなたの配偶者は毎年

開催されるダイヤモンド・ディスカバリーに参加し

ます。最高級の 5つ星リゾートに滞在し、驚くべき

アドベンチャーを一緒に楽しみましょう。これこそ

究極の夢のライフスタイル、ジュネスのダイヤモ

ンド・ディレクターの生活です。 ** 

 

ダイヤモンド・ディレクターとしての最初の 1 年間

**のうち少なくとも 3 ヶ月間、翌年以降**は 1 年

間のうち少なくとも 6 ヶ月間、ダイヤモンド・ ディレ

クター・レベルの資格を達成すると、「ダイヤモン

ド・ディスカバリー」に参加できます。 

 

 

 

 

*エメラルド・エクスペリエンスは、参加資格を獲得した年のみ、参加することができます。 

**1年間は、トリップの資格達成期間の1ヶ月目から始まります。つまりそれぞれの資格達成期間は、エメラルド・エクスペリエンスは

11月1日、ダイヤモンド・ディスカバリーは4月1日からです。いずれのトリップへ参加するためにも、遅くとも出発の60日前までに参

加条件を達成する必要があります。あなたが参加条件を達成していれば、通知が送られてきます。申込後に参加を取り消す場合、

ジュネスは既に発生している費用の支払いを求めます。すべてのトリップは換金、譲渡は認められず、適用される法律や規制で求

められれば、個人収入として課税されることもあります。現金の代替えは認められません。このようなトリップは体験、チーム・ビル

ディング、リーダーシップの結束を促進するように計画されています。 

 

リーダーシップ 

エメラルド・エクスペリエンス 

ダイヤモンド・ディスカバリー  

ダイヤモンド・ボーナス・プール 
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6TH 
 

 

 

WAY TO EARN:     

 ダイヤモンド・ボーナス・プール 
 

 

グローバル・リーダーシップのベネフィット 

ダイヤモンド・ボーナス・プールの資格を達成すると、会社の全世界の売上のシェアを獲得することができ

ます。それぞれの四半期の全世界の総CV（コミッション・ボーナス）の3%を含みます。このプールは四半期

で累積されたシェアに従って、達成したダイヤモンド・ディレクターで分け合います。 
 

ボーナス・プールは四半期ごとに計算され、ボーナスとしてボーナス期間に獲得したシェア分が支払われま

す。ダイヤモンド・ボーナス・プールを獲得するために、あなたは(I)対象の四半期中の各月でスマートデリバ

リーを申し込んでいる10人の直紹介メンバーに製品を販売し、(ii)対象の四半期の初日以前にダイヤモン

ド・ディレクター以上の資格を達成している必要があります。さらに、前カレンダー年にあなたのリージョンで

行われる２つの主要なイベントと、他のリージョンで行われる主要なイベント１つに出席していることが条件

となります。尚、イベント出席者は実際にイベント会場に姿を見せるだけでなく、積極的に参加している必要

があります。この出席条件には、ランクごとに出席が義務付けられているアクティビティのほとんどに参加

することも含まれます。資格達成のために出席が必要なイベントには、ジュネスEXPOとLEADジュネス、そし

てジュネス･ユニバーシティがあります。 
 

 

あなたは次のようにシェアを累積することができます。* 

• 初めてまたは四半期の初日以前にダイヤモンド・ディレク

ターとて支払いを受けていると1シェアを獲得します。 

 

• 四半期中あなたがダイヤモンド・ディレクターとして支払わ

れた月ごとに1シェアを獲得します。 

 

• 四半期中にあなたが達成したチーム・コミッション1,000サ

イクル毎に1シェアを獲得します。 

 

• 四半期内のある月にダイヤモンド・ディレクターとして払出

を受けた直紹介メンバーがいると、四半期ごとに1シェア与

えられます。 

 

• ダブル・ダイヤモンド・ディレクター以上で支払われたそれ

ぞれの月に1シェア獲得します。 

 

*2020年のボーナス獲得には、2019年に行われるイベントへの出席が条件となります 
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製品販売の増加に伴うランク達成 

ランク 達成条件 ベネフィット 
アソシエイト  メンバー登録をする 

 ボリュームの付いていないスターターキットを購入していること 

 卸価格で購入 

 小売利益 

 ジュネスプリファード利益 

 リテール・セールス・ボーナス 

ディストリビューター  アソシエイトであること 

 スターターキットを購入してから 1 年以内にスマートデリバリー月内で 100PV を累積す

ること 

 アソシエイトと同じ 

 ボリュームを累積し始める 

 

エグゼクティブ 
 エグゼクティブ・ランク* 

 ディストリビューター資格があること 

 アクティブであること 

 クオリファイドであること(左右のレッグに直紹介メンバーがいる) 

 

 ディストリビューターと同じ 

 チーム・コミッション 

ジェイド・ 

エグゼクティブ 

 エグゼクティブとして資格があること 

 いずれかを保有すること 

o 4人の直紹介エグゼクティブ(両レッグに少なくとも1人配置) 

o 8人の直紹介メンバー(両レッグに少なくとも3人配置) 

 エグゼクティブと同じ 

 1レベルまでのリーダーシップ・マッチ

ング・ボーナス 

パール・ 

エグゼクティブ 

 エグゼクティブとして資格があること 

 いずれかを保有すること 

o 8人の直紹介エグゼクティブ(両レッグに少なくとも2人配置) 

o 12人の直紹介メンバー(両レッグに少なくとも3人配置) 

 エグゼクティブと同じ 

 2レベルまでのリーダーシップ・マッチ

ング・ボーナス 

サファイア・ 

エグゼクティブ 

 エグゼクティブとして資格があること 

 12人の直紹介エグゼクティブがいること(両レッグに少なくとも3人配置) 

 

 エグゼクティブと同じ 

 3レベルまでのリーダーシップ・マッチ

ング・ボーナス 

 ディレクターへの入り口 

サファイア 25  エグゼクティブとして資格があること 

 前月にチーム・コミッション25サイクルを得ていること 
 サファイア・エグゼクティブと同じ 

 特別なレコグニション 

 エグゼクティブ・イベント 

サファイア 50  エグゼクティブとして資格があること 

 前月にチーム・コミッション50サイクルを得ていること 

サファイア・ 

エリート 

 エグゼクティブとして資格があること 

 前月にチーム・コミッション100サイクルを得ていること 

 

ルビー・ 

ディレクター 

 ディレクター・ランク* 

 サファイア・エグゼクティブとして資格があること  

 それぞれのレッグに2本のクオリファイドサファイア**・レッグを保有していること 

 認定月の前月にチーム・コミッション200サイクルを獲得していること 

 

 サファイア・エグゼクティブと同じ 

 4レベルのリーダーシップ・マッチン

グ・ボーナス 

エメラルド・ 

ディレクター 

 サファイア・エグゼクティブとして資格があること 

 それぞれのレッグに4本のクオリファイドサファイア**・レッグを保有していること 

 認定月の前月にチーム・コミッション500サイクルを獲得していること 

 サファイア・エグゼクティブと同じ 

 5レベルのリーダーシップ・マッチン

グ・ボーナス 

 エメラルド・エクスペリエンス 

ダイヤモンド・ 

ディレクター 

 サファイア・エグゼクティブとして資格があること 

 それぞれのレッグに6本のクオリファイドサファイア**・レッグを保有していること*** 

 認定月の前月でチーム・コミッション1,000サイクルを獲得していること 

 当月にチーム・コミッション1000サイクルを獲得していること**** 

 サファイア・エグゼクティブと同じ 

 6レベルのリーダーシップ・マッチン

グ・ボーナス 

 ダイヤモンド・ボーナス・プール 

 ダイヤモンド・ディスカバリー 

 

 

 

*エグゼクティブとディレクター・ランクはすべての要件を満たした日に表彰されます。  

**直紹介系列において求められている支払ランクはリアルランクである必要があり、すなわち、組織を構築して必要なボリュームを獲得

することによってそのランクで受給するのであって、製品パッケージを買うことで達成するものではありません。 

***すべてのサイクル要件を満たしたけれど、その達成月終了時にスポンサー系列に要件のサファイア/ダイヤモンドがいなかった場

合、この要件を翌月の最終日までに満たした場合、新しいランクで支払われます。  

****当該月に500～999サイクルのみ獲得し、他の要件は満たした場合、ダイヤモンド・ディレクターを達成したと認められます (ダイヤ

モンド・ボーナス・プールの1シェア獲得) が、ダイヤモンド・ディレクターとして受給できません。この場合、翌月に1,000サイクルを達成

するとダイヤモンド・ディレクターを達成し、翌月ダイヤモンド・ディレクターとして受給します。 
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*直紹介系列において求められている支払いランクはリアルランクである必要があり、すなわち、組織を構築して必要なボリューム

を獲得することによってそのランクで受給するのであって、製品パッケージを買うことで達成するものではありません。 

**あなたのダイヤモンド・ディレクターの一人が表彰されても、ダイヤモンド・ディレクターとして受給したことがなく、あなたがすべて

の要件を満たした場合、あなたはダブル・ダイヤモンド・ディレクターとして認められますが、受給することはありません。 

***ワンタイム・ボーナスは次回の主要なイベントのステージで贈呈されます。 

****12ヶ月間で支払われます。 

*****24ヶ月間で支払われます。

ランク 達成条件 ベネフィット 
ダブル・ 

ダイヤモンド・ 

ディレクター 

 ダイヤモンド・ディレクターとして資格があること 

 それぞれ7レベル以内にダイヤモンド・ディレクター*がいる2本の系列を保有すること** 

 認定月の前月にチーム・コミッション1,500サイクルを獲得すること 

 ダイヤモンド・ディレクターと同

じ 

 7レベルまでのリーダーシップ・

マッチング・ボーナス 

トリプル・ 

ダイヤモンド・ 

ディレクター 

 ダイヤモンド・ディレクターとして資格があること 

 それぞれ7レベル以内にダイヤモンド・ディレクター*がいる4本の系列を保有していること 

 1カレンダー月に2,000,000PGVを累積し、その内500,000を超えるPGVが1つの系列から上が

らないこと 

 スマートデリバリー月にスポンサー系列に10,000人のアクティブなメンバーを保有しているこ

と 

 このランクを2ヶ月連続で達成すること 

 ダブル・ダイヤモンド・ディレク

ターと同じ 

 100,000ドルのワンタイム・ボ

ーナス*** 

プレジデンシャル・ 

ダイヤモンド・ 

ディレクター 

 ダイヤモンド・ディレクターとして資格があること 

 それぞれ7レベル以内にダイヤモンド・ディレクター*がいる6本の系列を保有していること 

 1カレンダー月に3,000,000PGVを累積し、その内500,000を超えるPGVが1つの系列から上が

らないこと 

 スマートデリバリー月にスポンサー系列に15,000人のアクティブなメンバーを保有しているこ

と 

 このランクを3ヶ月連続で達成すること 

 ダブル・ダイヤモンド・ディレク

ターと同じ 

 250,000ドルのワンタイム・ボ

ーナス**** 

インペリアル・ 

ダイヤモンド・ 

ディレクター 

 ダイヤモンド・ディレクターとして資格があること 

 それぞれ7レベル以内にダイヤモンド・ディレクター*がいる8本の系列を保有していること 

 1カレンダー月に4,000,000PGVを累積し、その内500,000を超えるPGVが1つの系列から上が

らないこと 

 スマートデリバリー月にスポンサー系列に20,000人のアクティブなメンバーを保有しているこ

と 

 このランクを3ヶ月連続で達成すること 

 ダブル・ダイヤモンド・ディレク

ターと同じ 

 500,000ドルのワンタイム・ボ

ーナス***** 

クラウン・ 

ダイヤモンド・ 

ディレクター 

 ダイヤモンド・ディレクターとして資格があること 

 それぞれ7レベル以内にダイヤモンド・ディレクター*がいる10本の系列を保有していること 

 1カレンダー月に5,000,000PGVを累積し、その内500,000を超えるPGVが1つの系列から上が

らないこと 

 スマートデリバリー月にスポンサー系列に25,000人のアクティブなメンバーを保有しているこ

と 

 このランクを6ヶ月連続で達成すること 

 ダブル・ダイヤモンド・ディレク

ターと同じ 

 1,000,000ドルのワンタイム・ボ

ーナス***** 
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用語集 
アクティブ : ディストリビューター・ランクを達成した後、

SmartDelivery月に小売販売または個人的な購入によって

60PVを保有するとアクティブになります。* SmartDelivery月に

アクティブでなくなると、コミッションが計算される際、累積した

ポイントはリセットされます。ポイントは元に戻すことはできま

せん。前述の要件を再び満たすと再度アクティブになります。 

 

更新料: バーチャル・ビジネス・マネージメント・システム費用を

カバーするために2,160円(税込)の更新料が請求されます。し

かしながら、1年間で自分のスマートデリバリー注文によって

360CVを保有していて、プロモーションによるスターターキット

を購入でない場合、この更新料は免除されます。そうでなけれ

ば、この更新料を支払わなければなりません。 

 

スマートデリバリー: スマートデリバリー参照。 

 

CV(コミッション・ボリューム): 価格競争力のある製品とするた

めに、それぞれのジュネス製品はコミッショナブル・ボリューム

(時々“ポイント”と称されます)と呼ばれるポイント・ボリューム

が付与されています。この報酬プランによって受給するコミッ

ションはこれらのポイントの累計に基づいています。CVはアソ

シエイトからディストリビューターにランクアップした時から累

積され始めます。図3参照。 

 

顧客: 小売、プリファード・カスタマー、卸売顧客を含みます。

直紹介系列組織: それぞれのあなたのスポンサー・ラインに属

するメンバーはあなたの直紹介系列組織に属します。販売か

ら発生するPGVはプロモーションの計算に使われることがあり

ます。図3参照。 

 

GV(グループ・ボリューム): あなたの2つのレッグにおいて販売

から発生するボリュームPVやPGV、スピルオーバー・ボリュー

ムを含みます。図3参照。 

 

最高ランク:  達成した最も高いランク。 

 

JOFFICE: スターターキットの一部として、オンラインでジュネ

ス・ビジネスを行うために必要なすべての物を提供するバーチ

ャル・ビジネス・マネージメント・システムが利用できます。この

強力なシステムによって、グローバル・ビジネスの追跡、スマ

ートデリバリー設定、マネージメント・レポート作成、製品購入、

コミッションへのアクセスなど可能になります。 

 

スポンサー・ライン: あなたが直接紹介したメンバーはあなた

のスポンサー・ラインでそれぞれが直紹介系列組織を成長さ

せ始めます。そのメンバーが他の人を登録し、それらのメンバ

ーが他の人たちを登録することでスポンサー・ラインは大きく

なっていきます。このプロセスはレベルに制限なく続きます。

あなたが何レベルまでスポンサー・ラインを築けるかという制

限はありません。図4参照。 

 

支払いランク: ランクに応じて受給するには(例えば、ルビー・

ディレクター・ランクで受給する)、あなたはアクティブであり、

そのランクの要件を満たす必要があります。  

 

PGV(パーソナル・グループ・ボリューム):あなたのスポンサー・

ラインおよびあなたの小売から発生するCVです。スピルオー

バー・ボリュームは含まれません。あなたの直紹介系列組織

における売上からのPGVは特定のプロモーションの計算に使

用されます。図3参照。 

 

PV(パーソナル・ボリューム): パーソナル・ボリュームは複製サ
イトを通じた製品販売、または自己購入によって発生します。

余 剰 PV ル ー ル : SmartDelivery 日 か ら 7 日 以 内 に 、

SmartDeliveryの注文処理が完了し、 SmartDelivery月の

SmartDelivery注文が60CVを超えた場合、小売販売、プリファ

ード・カスタマー、自己購入によって発生したPVは弱いレッグ

に降り落ちます。弱いレッグとは、SmartDelivery月の終わりで

GVが少ない方のレッグです。このルールは、余剰PVが無条件

SmartDelivery(自動決済かつ、バックオフィスでの手動注文で

ない)から発生する場合にのみ適用されます。例外: イベント

関連PV イベントまたはパッケージでの製品購入で発生した

余剰PVは弱いレッグに振り落ちません。新規登録者へ販売し

たベーシックパッケージのPVはあなたのアクティブ要件として

カウントされますが、その新規登録者が同じSmartDelivery月

内に自分の新規登録者にベーシックパッケージを販売した場

合はカウントされません。 

  

図3: それぞれの製品にPVとPGV、GVを計算するために利

用するCVが付与されています。PVはアクティブでいるため

に必要です。PGVはあなたの直紹介系列から発生します。

GVはあなたのチームから発生するPV、PGV、スピルオーバ

ーすべてを含み、チーム・コミッションを計算するのに使わ

れます。 
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プリファード・カスタマー： 

プリファード ・カスタマーとは複製サイトを通じて、

SmartDeliveryを登録し、割引価格にて購入するカスタマー

です。2018年9月30日以降、新たなプリファード・カスタマー

はいずれのレッグにも配置されません。プリファード・カスタ

マーはSmartDeliveryの申し込みが必須です。 

 

クオリファイド:  

左右のレッグそれぞれにアクティブなメンバーがいると、あ

なたはクオリファイドです。この状態であなたがアクティブ

であれば、エグゼクティブに昇格します。 

 

小売顧客:  

あなたの複製ウェブサイトまたは直接あなたから、希望小

売価格で購入する顧客です。 

 

スマートデリバリー:  

同じ内容の注文を受取りたい場合、あなたはスマートデリ

バリーを申しむことができます。ジュネスは毎月請求し、あ

なたの指定のとおりに製品を出荷します。 

 

スマートデリバリー月: あなたのPVとランク達成条件を満た

す必要のある期間です。その期間はあなたが初回登録パ

ッケージを購入した月またはディストリビューターにランク

アップした月のその日から始まり、翌月のその前日の夜12

時で終了します。(東部標準時間)例えば、5月20日にあな

たがディストリビューターの資格を達成したとすると、あな

たのスマートデリバリー月は20日から始まり、東部標準時

間で19日の夜の12時に終了します。またあなたのスマート

デリバリー月がその月の28～31日から始まった場合、日

数が少ない月と合わせるために数日開始日を戻します。カ

スタマーサービスで開始日を確認できます。後日より大き

いパッケージを購入してランクアップした場合その購入日

から新たなスマートデリバリー月が始まります。 

 

スピルオーバー: 

あなたのアップラインによってあなたのバイナリー系列組

織に配置されているメンバーをスピルオーバーと呼びます。

彼らの販売はあなたのGVに含まれます。 

 

レッグおよびバイナリー系列組織:  

あなたのバイナリー系列組織はその左右のレッグの一番

下に配置されている新規登録メンバーを含むあなたの組

織構造です。あなたのアップラインが登録した新規メンバ

ーもいずれかのレッグに配置されていて、それはスピルオ

ーバーと呼ばれています。バイナリー系列組織内の製品

販売から発生したCVはチーム・コミッションを計算するため

にGVに換算されます。図4参照。 

 

アップライン:  

あなたを登録したメンバーを含み、そのスポンサー・ライン

に属するあなたより前にスポンサーされたすべての人。 

 

ホールセールカスタマー:  

自己消費を目的に製品購入するメンバーはホールセール

カスタマーです。(日本適用外) 。 
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図 4. 直紹介系列組織:  あなたに直紹介メンバーである A～Dがいて、それぞれあなたの直紹介系列組織におい

てスポンサー・ラインの最初に位置しています。メンバーBには登録した Bx～Bz がいて、Bのスポンサー・ラインの

最初に位置しています。D1 もあなたの第 2 レベルになります。By はあなたの第 3 レベルです。 
 

バイナリー系列組織: あなたの直紹介メンバーは自動的に左右交互に配置されます。(またはあなたのバックオフ

ィスのマイプロフィールのロック・プレイスメントでマニュアル設定することができます。) あなたがサファイア・エグゼ

クティブを達成するまでは、新規登録メンバーを左右のレッグの外側に配置しなければなりません。 
 

例)小売顧客とプリファード・カスタマーはレッグには配置されません。メンバーA-D はあなたのバイナリー系列組織

に配置されています。また、メンバー1-4はあなたのアップラインによってあなたのバイナリー系列組織に配置さ

れ、スピルオーバーとなります。チーム・コミッションはバイナリー系列組織から計算されます。 
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