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 規 約 書  
 

本規約および各種手続き（以下、「ポリシー」）は、アメリカで製造、販売されております PRIME MY BODY（プライムマイボ

ディ、本社アメリカ、テキサス州、以下、「米国本社」）およびプライムマイボディジャパン合同会社（以下、「当社」）が適宜

修正する改定版も含め、プライムマイボディ・アフィリエイト（以下、「アフィリエイト」）として、契約の必須内容を記載してい

ます。アフィリエイトの皆様が、米国本社および当社の事業と仕組みをご理解いただくため、このポリシーを参照し、法令

を遵守し、健全なアフィリエイト活動にお役立てください。 

 

第 1 条 契約 

 

1. 定義および編入 

ポリシーで使用する「契約」とは、プライムマイボディ・アフィリエイト登録申請書と契約書（以下、「契約」）、プライム

マイボディ報酬プランを含め、これらの内容を理解することにより、契約（現行版、改定版すべて）に編入されます。

アフィリエイトは、ポリシーをよく読み、理解し、遵守し、確実にこれを認識した上で活動する責任を有します。新規

アフィリエイトについては、スポンサーとなるアフィリエイトの責任の下、ポリシー、プライムマイボディ報酬プラン、

その他関連するガイドラインが、アフィリエイト契約締結前に登録希望者が受領している、あるいは登録希望者が

オンラインでこれらにアクセスできる状態であることが必要です。 

2. 価格改定および改定通知 

米国本社および当社は、単独かつ絶対的裁量により、契約および価格を改定できるものとします。アフィリエイト

は、契約に署名または同意することで、米国本社および当社が決定した、すべての改定に同意するものとしま

す。 改定通知は、米国本社および当社の、公式ウェブサイトで公開した時点を改定通知日とし、公開を以て有効

となります。 

3. 掲載方法 

米国本社および当社は、以下に掲示する 1 つ以上の方法により、改定した全部の写しをアフィリエイトに提供し、

アフィリエイトは、ボーナス・コミッションの受領により、改定に同意するものと見なします。 

 米国本社および当社の、公式ウェブサイトにて掲載 

 米国本社および当社からの、電子メール（E メール）送信 

 米国本社および当社の、定期刊行物で掲載 

 米国本社および当社発送、アフィリエイトからの注文品等の配送物に同封 

 米国本社および当社から、特別なお知らせとして郵送 
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第 2 条 ポリシーの目的 

 

1.  ポリシーの目的 

米国本社および当社は、アフィリエイトを通じ製品を販売するダイレクト販売会社です。アフィリエイトの成功には、

製品とサービスを販売する組織のマネジメントが重要です。アフィリエイトと米国本社および当社の、関係を定義し、

行動基準を明確にするため、ポリシーの目的を記載します。 

2.  アフィリエイトと、米国本社、および当社との関係 

アフィリエイトは、ポリシーに定めた条項だけでなく、米国本社、および当社の、ビジネスおよび行動が適用される

国家、連邦、州、地方すべての法令を遵守し、そのためにも、ポリシーを必ず読み、遵守してください。ポリシーは、

アフィリエイトと、米国本社および当社との関係を、明確に統制するものです。米国本社および当社は、ボーナス・

コミッションの支給にかかる手数料を、アフィリエイトへ請求させていただき、これらはコミッションから差し引かれま

す。  

3.  アップラインとダウンラインの関係 

アフィリエイトは、ポリシーや契約、規則等に関する質問について、自身のアップラインへ確認してください。アップ

ラインは、ダウンラインの指導および教育を行う責任が発生する事を理解し、その対価がボーナス・コミッションの

支給であることも、同時に理解してください。 

 

第 3 条 倫理規定 

 

1.  倫理的行動 

米国本社および当社は、倫理に基づく企業であり、アフィリエイトの質と品格を重視します。そのため、行動する際

には、倫理的な行動が求められます。 

2.  アフィリエイトの倫理規定 

以下に記載する要項は、米国本社および当社の、組織全体で統一したアフィリエイトの倫理規定です。 

 私は、米国本社および当社に関係するビジネスを行う際、出会うすべての人々に敬意をもって接します。 

 私は、倫理的、道徳的、法的および財政的に健全に行動しビジネスを行います。米国本社および当社や、そ

の役員、従業員、そして自身と他のアフィリエイトの信用を欠落させる行動はしません。 

 私は、米国本社および当社や、その役員、従業員、他のアフィリエイトに対し、妨害、侮辱または虚偽にあた

る発言や申立てをしません。 

 私は、米国本社および当社のビジネスにおいて、否定的、誹謗中傷にあたるような発言や表現はいたしませ

ん。 

 私は、自らの意思で、米国本社および当社の、アフィリエイト登録申請を行いました。 

 私は、自身の個人情報を他人に提供し、その他人が、私の名前、事業、法人格でアフィリエイトとして登録で

きるようにしません。 

 私は、自身が紹介したアフィリエイト登録の希望者に対し、必要書類の準備を求め、米国本社および当社の

承認する方法で登録いたします 

 私は、米国本社および当社の、アフィリエイト経験を好ましいものにすべく、自身のダウンラインを指導、教育

し、その重要性を理解し、義務を果たします。 

 私は、米国本社および当社で利用可能である、ボーナス・コミッションプランと、収入の可能性を正しく理解し、

ダウンラインに正確な情報を伝え、指導、教育をします。 
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 私は、新規アフィリエイトに対し、米国本社および当社から、収入が得られない可能性があることを説明し、 

報酬を受けるには、時間、労力、能力等が重要であることを説明し、金銭的保証があるわけでないことを説明

します。 

 私は、成功の根拠として、自身や他のアフィリエイトの収入を引き合いに出さず、報酬明細を資料として使用

しません。 

 私は、価格、品質、価値、納期、数量、在庫等の条件を、正確に伝えます。 

 私は、米国本社および当社の製品、または報酬プランが、政府機関や医療機関による推奨または承認を受

けたものであると示すような発言や表現はいたしません。 

 私は、治療、診断、治癒効果は謳わず、誇張することなく、米国本社および当社の製品を、ありのままに伝え

ます。何らかの疾病疾患を治療、診断、処置、治癒または予防するものではないことを明確にします。 

 私は、治癒・治療・効果効能を謳うことはしません。 

 私は、競合他社を含む、ダイレクト販売を行う他の企業や製品サービスについて、否定、侮蔑、誤解を招くよ

うな発言や比較をしません。 

 私は、虚偽的、非公正的、非倫理的、または違法な顧客誘引は行いません。 

 私は、新規アフィリエイト登録希望者に、誤解を招く発言、表現、約束をしません。 

 私は、米国本社および当社の書面による承認がない限り、口頭文書に関わらず、著名人、個人名、企業名の

肖像や推薦などを利用いたしません。 

 私は、報酬プラン、製品マーケティング、プロモーションについて、非礼的、虚偽的、誤解を招く行為、倫理や

モラルに反する行為をしません。 

 私は、米国本社および当社の製品評価を守り、さらに普及に努めます。 

 私は、アフィリエイトとして誠意を持って活動を行い、倫理規定に沿って活動します。 

 私は、今後改訂される場合も含め、ポリシーに同意します。 

 私は、すべての法令を遵守し、法令違反、禁止行為、倫理規定違反が、契約の即時終了となることを理解し

ています。 

 

第 4 条 当社との関係 

 

1. アフィリエイトの定義 

アフィリエイトは、個人事業主であり、フランチャイズ権やビジネスプランの購入者ではありません。アフィリエイトは、

ポリシーを遵守し、製品を購入し、再販し、新規アフィリエイト希望者へ紹介することを請け負います。アフィリエイト

は、米国本社および当社の代理人、従業員、パートナー、関連会社、子会社、合弁会社ではありません。米国本

社および当社が、従業員給付や負担金の支払いまたは責任を負うことはありません。賠償責任保険、医療保険、

障害保険、労災補償保険およびその他保険は、自身の責任で加入ください。アフィリエイトの活動は、従業員とし

てのものではなく、国税市税の区分もご自身の責任とし、アフィリエイト以外の呼称を名乗ることはできません。活

動を進めていく上で使用する経費、文書、署名、名刺、広告物、口頭での会話においても、アフィリエイトであるこ

とを明確にし、自己責任において、適用されるすべての税を納付する義務が生じます。アフィリエイトは、法令なら

びに規約を遵守し、販売目標、活動内容を自己で設定いただく事が可能です。米国本社および当社のアフィリエイ

トになるには、以下の要件を満たす必要があります。 

 オンラインのアフィリエイト登録手続きにて、提出すること。 

 成人年齢に達していること。 
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 日本国に在住であること。 

 マイナンバーをお持ちであること。 

2.  アフィリエイト登録日 

米国本社および当社が、新規アフィリエイトの申請を受領および承認した日に、アフィリエイトとなります。登録は、

承認した週に行います。 

3. プライムマイボディまたは当社の週の数え方 

当社は、米国中部標準時間である日曜日午前 12 時 00 分～土曜日午後 11 時 59 分 59 秒までを、1 週とします。 

4.  ボーナス・コミッションの受給資格と発生期間 

ボーナス・コミッションの受給資格を得るためには、ボーナス・コミッション期間の最終日までに、アフィリエイトであ

る事が必要です。ボーナス・コミッション発生期間は、日曜日午前 12 時 00 分から土曜日午後 11 時 59 分 59 秒ま

での 1 週間です。 

5. 法人アフィリエイト 

株式会社、有限会社等（以下、「法人」）も、アフィリエイトになることができます。法人は、以下の内容をアフィリエイ

ト・サポート宛てにメールでご連絡ください。 

法人情報  ※ 履歴事項全部証明書に記載のあるとおりに入力してください。 

 法人名 法人格 株式会社 （社名の前・後） 

 法人名 フリガナ 

 本社所在地 / 郵便番号 

 設立年月日 

 資本金 

 業種 / 事業内容 

 従業員数 

 電話 / FAX 

 URL 

代表者情報 ※ご本人確認書類（免許証など）に記載とおりに入力してください。 

 氏名 

 氏名 フリガナ 

 住所 / 郵便番号 

 生年月日 

 役職 

 電話 / FAX 

上記内容と同時に、登記簿謄本（履歴事項全部証明書）、会社印鑑証明書の写しを提出してください。米国本社

および当社名や商品名を、法人名称として使用することはできません。上記の書類すべて、法人アフィリエイト契

約の承認後から起算し 30 日以内に提出ください。法人アフィリエイトは、全株主、全経営陣、全従業員等（以下、

「法人関係者」）にポリシーに同意し順守していただきます。 違反が発覚した場合には、法人全体の違反と見なし、

法人アフィリエイト契約の即時終了となります。 

6. プライムマイボディまたは当社のアフィリエイト同士の婚姻およびポジションについて 

アフィリエイト同士が結婚される場合、双方が同じダウンラインに属している場合は、各々のポジションを維持でき

ます。双方が異なるダウンラインに属している場合は、入籍日から起算して、7 日以内に当社まで書面にてご連絡

ください。 
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7．初回登録料、年間更新料 

初回登録料、年間更新料は共に 4,500 円（消費税込、返金不可）となります。アフィリエイト契約期間は、アフィリエ

イトの承認日から起算し 1 年間です。契約を更新するには、1 年後の当日もしくはそれ以前に 4,500 円（消費税込、

返金不可）をお支払いください。契約を更新しなかった場合、7 日間の猶予期間を設けておりますが、猶予期間の

終了時点で更新がされない場合、通算リワードポイントは消滅し、アフィリエイト契約の満了後 60 日以内に更新料

のお支払いがない場合は、契約が終了します。 

8．不正確または無効な情報の提出 

アフィリエイトの申請に虚偽内容、（仮名、借名、虚住所等）不完全、不正確、または不正が発覚した場合、直ちに

契約を終了とし、それまで獲得した全ての権利、報酬が無効となります。 アフィリエイトが申請し登録できるのは、

永住権を保有し、住民登録および居住している住所に限ります。申請者またはアフィリエイトが、虚偽または不正

確な情報を提出することは禁止です。また、アフィリエイトが必要書類を提出しなかった場合においても、当初から

の契約は無効となります。アフィリエイトは、アフィリエイトの申請に提供した情報について、変更が生じた場合は、

変更が生じた日から 7 日以内までに必ず書面で通知してください。 

9．コミュニケーションにおけるアフィリエイトの責任 

（1）  当社承認の公式な資料の使用 

アフィリエイトは、米国本社および当社の製品、サービス、報酬プラン等の説明を行う際、米国本社および当社が

運営し公開するウェブサイトや、提供する資料（以下「公式資料」）に基づき、発信してください。口頭や文書に関わ

らず、公式資料に記載されていない内容を発信した場合、アフィリエイトは発信内容のすべてに対し全責任を負う

ことになります。 

（2）  医学的な表現・体験談の禁止 

米国本社および当社の公式資料に記載されているものを除き、セラピー効果、治療および効能を謳うこと、そして

自身の体験としても証言をしないでください。アフィリエイトは、疾病疾患の治療、処置、診断、緩和または予防に

有効というような表現を行うことはできません。このような表現は、医学的効果または薬効と判断され、ポリシーに

反するだけでなく、法令にも違反します。 

（3）  収入に関する主張強調の禁止 

収入に関して主張強調するには法的要件を満たす必要がありますが、アフィリエイトには、そのためのデータがあ

りません。サービス、報酬プランを、アフィリエイトや登録希望者に説明する際、収入に関する予測や強調すること、

自身の収入を開示することはできません。（銀行取引明細書、納税記録、その写しを含む）アフィリエイトは、報酬

を獲得できない可能性があることを、紹介する方に伝え、理解いただく必要があります。製品またはサービスを利

用し、目標を達成または成功することは、米国本社および当社は保証をしていません。 

10. 機密情報および専有情報 

アフィリエイト契約期間中に、機密情報（組織図、顧客リスト、アフィリエイトリスト、顧客およびアフィリエイトのプロ

フィールと購入情報、製造業者情報、供給業者情報、ビジネスレポート、コミッションレポート、セールスレポート、

財務情報等）を入手した場合、書面、電子媒体を問わず、米国本社および当社の専有情報であり、守秘義務とし

て情報漏洩がないようにしてください。 

11． インターネットドメイン名およびメールアドレスの制約 

アフィリエイトは、インターネットドメイン、電子メールアドレス、ソーシャルメディアアカウントとして、プライムマイボ

ディまたは当社の商号、商標、サービス名、製品名、またはこれらから派生したもの（以下、「所有権」）を使用、登

録はできません。 

12． 所有権または著作権の使用ガイドライン 
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事前に書面による承認をしていない限り、米国本社および当社の所有権または著作権の使用を、アフィリエイトに

承認していません。アフィリエイトは、イベント、セミナー、スピーチ、電話会議等の記録を販売もしくは配布はでき

ません。また、米国本社および当社が制作した、プレゼンテーション音声・動画の販売もしくは個人使用においても

複製も禁止します。 

13． 手数料 

米国本社および当社と、管理業務代行業者は、手続きや振込等のサービス提供に生じる手数料を、請求させてい

ただきます。手数料に関する具体的情報は、米国本社および当社の公式ウェブサイトその他、公式資料をご確認

ください。 手数料はコミッションから差し引かせていただく場合もございます。 

14． 非アクティブのステータスとリワードポイント 

アフィリエイトで非アクティブ（アフィリエイトまたはその顧客が 30 日間で 45 ポイント相当以上の製品購入がない場

合）となった方は、3 日間の猶予期間を設けています。3 日間の猶予期間の終了時点で、45 ポイント相当以上の購

入をされていない場合、通算リワードポイントは消滅します。猶予期間中、再びアクティブになるための要件である

45 ポイント相当以上の購入があるまでは、非アクティブのままです。非アクティブの期間または猶予期間に発生し

たリワードポイントは貯まりませんが、これまでに貯まったポイントは保持されます。リワードポイントは、アクティブ

に戻った日から再び加算が始まります。なお、マーケティング資料や付属品は、最低購入金額にはカウントされま

せん。 

 

第 5 条 諸外国でのマーケティング活動 

 

1． マーケティング活動ができる国 

米国本社および当社は、製品、サービスの再販、見込客やアフィリエイトになる可能性のある方に対するビジネス

提案を、日本、米国、米国領および当社が事業開始を正式に発表した国（以下、「販売許可国」）に限定していま

す。アフィリエイトは、販売許可国に限定されます。 販売が可能な国以外（以下、「未許可国」）では、製品や販促

ツールの出荷や販売はできません。 

2． 未許可国でのマーケティング禁止行為 

米国本社および当社は、未許可国での、以下の行為を、直接的、間接的に問わず禁止しています。 

 販売、登録または研修を行うこと 

 新規顧客またはアフィリエイトの登録ならびに登録しようとすること 

 製品の販売、販売組織の構築、ビジネスプランのプロモーションを目的とするその他の活動 

3． 諸外国市場の情報発信 

アフィリエイトは、米国本社および当社が、今後参入を計画する諸外国（以下、「参入予定国」）の情報を知りえた

場合でも、その情報を発信してはなりません。また、参入予定国の政府機関や企業とコンタクトを取ることや、事業、

製品等の内容を発信、開示してなりません。情報漏洩が発覚し、その結果、無権代理または越権行為が特定され

た場合、当社が被る法的責任の判決、民事罰則、返金、弁護士費用、裁判費用またはビジネスの逸失を含め、米

国本社および当社、およびその取締役、従業員、代理人を免責することに同意し、損害賠償の請求を行う可能性

があります。 

 

第 6 条 世帯構成員（家族または同居者等の関係者）の行為 

 

アフィリエイトの世帯構成員（家族または同居者等の関係者）が、禁止行為、契約違反となる活動に関与している場
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合、アフィリエイト自身の違反と見なし、そのアフィリエイトは、契約の即時終了となります。 

 

第 7 条 製品の購入 

 

1． 手続き 

 アフィリエイトになるため、製品を購入することが条件ではありません。 

 再販の製品を購入頂けるのは、許可されたアフィリエイトだけです。 

 すべてのご注文は、送料、手数料および消費税を含め、お支払いをいただきます。 

 ご注文は、お支払いと配送の条件が確定し初めて取引成立します。ご注文日から起算し90日以内に、これら

条件が満たされない場合、米国本社および当社の裁量にて、ご注文に対する最終的決定を下します。また、

アフィリエイトはご注文を行った以降の、一切の義務または法的責任から当社を免責するものとします。  

2． 消費または再販のための購入 

米国本社および当社のプログラムは、最終消費者への小売販売を基本としています。 アフィリエイト自身とご家族

による個人的消費と、商品を販売ツールとして活用し、最終消費者へ再販する必要分の購入を推奨していま

す。 購入の目的が消費または再販ではなく、資格保有のためと発覚した場合、購入数量を制限することがありま

す。報酬プランでは、ランクアップに応じてより多くの顧客の獲得、そしてアフィリエイトの手本となるよう、奨励し、

要求します。 昇進、ボーナスまたはランクアップのためだけに、アフィリエイトおよびそのダウンラインが製品購入

することを固く禁じます。 複数のアカウントを作るまたは作ろうとすること、ランクアップやボーナス・コミッション獲

得を目的に自ら購入すること、故意に求人し、商品購入し注文をアップグレードすること、ランクアップやボーナス・

コミッション獲得後に返品する意図を持って、故意に製品購入することなどが発覚した場合、契約の即時終了とな

ります。アフィリエイトは、他のアフィリエイトもしくは顧客に代わり、自身の ID ナンバーを使用し商品購入すること

を禁止します。見込客に商品を購入させるため、代金の建て替え、払い戻し等はしないでください。禁止行為が判

明した場合、契約の即時終了となります。 

3． 70%ルール 

アフィリエイトは、各回注文の内 70%以上（以下、「70％ルール」）を個人的またはビジネス構築に使用してから、新

たなご注文をしてください。 ボーナス獲得のみを目的とする商品購入は禁止です。商品が最終消費者に販売され

ない限り、アフィリエイトへのボーナス・コミッション、その他報酬のお支払いは一切行いません。当社がアフィリエ

イトへお支払いしたコミッションが、不正販売により獲得したものと判断した場合、支払済のコミッションを返還請求

させて頂きます。返金処理は 7 日以内行ってください。また、これらの禁止行為が判明した場合、即時契約終了と

なります。 

4． 小売販売伝票の管理 

アフィリエイトは、初回より販売の度に、毎回ごと顧客に小売販売伝票を 2 部発行しなければなりません。小売販

売伝票は、バックオフィスのドキュメントライブラリにあります。小売販売伝票は、3 年間保管の上、プライムマイボ

ディまたは当社が開示を求めた際にはご提出ください。これを怠ると、契約不履行となり、当社は小売販売伝票が

未提出である週のご注文に対し、支払済のコミッションを返金請求させて頂きます。アフィリエイトの定期購入者の

購入記録伝票は、米国本社および当社が管理します。禁止行為、法令違反等の理由により、不満を持つ顧客に

対し、アフィリエイトに代わり、米国本社および当社が、顧客へ払い戻しを行った場合、返金額はコミッションから差

し引き、契約の即時終了となります。 

5． オートシップ（定期購入）ガイドライン 

オートシップに登録すると、毎月確実に手間なく商品を受け取ることができます。以下に具体的なガイドラインを記
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載します。 

① 30日ごと45ポイント以上の商品購入を行うオートシップに登録頂くと、「アクティブ」な状態を維持できます。併

せて、コミッション・ボーナスを継続的に受け取る資格を取得できますので、少なくとも 1 名のオートシップカス

タマーを獲得するか、ご自身で登録して頂くことをお勧めします。（詳細については、報酬プランをご参照くだ

さい。）オートシップであれば、毎月ご注文手続きを行う手間もかかりません。 

② アフィリエイトまたはその顧客のオートシップは月単位で実行されます。オートシップは毎月決まった日に処理

され、毎月のオートシップ日はバックオフィスで設定できます。オートシップの変更日によっては、「アクティブ」

の状態を維持するために、追加注文が必要になる場合があります。（アフィリエイトが報酬プランに参加し、さ

らなるコミッションを希望している場合、報酬プラン記載通りのカスタマー数を獲得する必要があります）。 

③ オートシップは、いつでも停止、再開ができます。 

④ アクティブを維持するためにオートシップが必要ということではありません。アフィリエイトまたはその顧客によ

る毎月（30 日ごと）の商品購入額が 45 ポイント以上あれば、アクティブの状態を維持できます。 商品の最低

購入金額は、アフィリエイト専用 Web サイトを通したカスタマーへの売上、定期購入者の毎月のオートシップ、

またはアフィリエイト個人の購入を合算できます。 

⑤ アフィリエイトがオートシップのご注文に対し返金または拒否した場合、アフィリエイトのオートシップを解除し

ます。 

⑥ アフィリエイトがオートシップのご注文に対しチャージバックを行った場合、アフィリエイトのオートシップを解除

し、アフィリエイトのアカウントを終了します。 

6． クレジットカードの取り扱い 

アフィリエイトは、ご自身の所有または使用が許可されているクレジットカード以外は使用頂けません。アフィリエイ

トが、所有者の許可なく他人のクレジットカードを使用した場合、契約即時終了の対象となります。また、アフィリエ

イトが、他のアフィリエイトまたは顧客にご自身のクレジットカードを使用させた場合も同様です。すべての請求は

アフィリエイトご自身の責任となります。顧客の注文のために自身のクレジットカードの使用も禁止します。 

7． チャージバックまたは誤請求 

クレジットカードでのご購入に対し、アフィリエイトが当社にチャージバックを要求された場合、契約停止または終

了となることがあります。クレジットカードの明細書に何らか誤りを発見した場合、クレジットカード会社へお問い合

わせの前に、当社アフィリエイト・サポートまでご連絡ください。クレジットカードに関するトラブルはすべて、取引日

から起算し 60 日以内に当社アフィリエイト・サポートまで必ずご連絡ください。アフィリエイトがオートシップ注文に

対しチャージバックを行った場合、アフィリエイトのオートシップを解除し、アフィリエイトのアカウント利用を解除い

たします。アフィリエイトが初回登録料または年間更新料に対しチャージバックを行った場合、アフィリエイトのアカ

ウントを終了します。 

 

第 8 条 商品の販売 

1.  大量販売媒体 

米国本社および当社の商品は、テレビ CM や通販、ラジオ、ショッピングサイト、オークションサイト、その他オンラ

イン販売媒体のカタログ、その他大量販売媒体を通じて販売、宣伝広告、プロモーションを行うことはできません。

インターネット小売販売は、米国本社および当社が承認した、インターネットサイトでのみ可能です。 

2.  小売店およびサービス店 

米国本社および当社の商品は、小売店を通じて販売、宣伝広告、プロモーションを行うことはできません。 小売店

とは、一般消費者向けの商品販売が事業であることを指します。 アフィリエイトは、買い手が商品を、最終的に小
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売店を通して販売することを認識している場合、またはその疑いがある場合、商品を販売することを禁止します。

ただし、商品や販促ツールをスパ、フィットネスクラブ、美容院といったサービス業の施設を通じ販売することは可

能です。これらサービス施設は、会員制もしくは予約制であり、健康やウェルネスに関連したサービスを提供して

いることが条件です。 サービス施設で商品等を販売する際には、必ず事前に書面による許可を取得してくださ

い。 ただし、許容不可と見なしたサービス施設においては、販売を制限します。 

3.  展示物 

米国本社および当社が作成、または承認した資料でバナー広告または看板に限り、棚、カウンター、壁に設置で

きます。これら展示物は、施設の外からは見えないように設置してください。 

4.  販売ツール 

（1）  販売ツールの使用について 

米国本社および当社が提供する商品とサービス、そしてビジネスプランをプロモーションする際、アフィリエイトは、

米国本社および当社が作成した、販売ツールを使用してください。すべての事業が公正かつ真実で実証でき、法

的要件を確実に満たす細心の注意を払い、製品、ラベル、報酬プラン、販促品を定めております。 

（2）  プロモーションについて 

米国本社および当社は、複写サイト等を含む、口頭または書面の販売・プロモーション活動または資料において、

有名著名人、注目のスポーツ選手、著名なスポーツ団体や教育団体等、特定人物または組織名称の下、体験談

および推薦コメントを使用することは、書面で許可した場合を除き、禁止します。公式ウェブサイトには、製品を推

薦している個人または企業の情報が含まれます。アフィリエイトは、テキスト、コンテンツ、が完全同一であれば、

複写サイトに使用いただく事が可能です。使用許諾の際には、事前に書面による承認を取得してください。 

（3）  自己制作資料の承認申請について 

アフィリエイトは、米国本社および当社の所有標章、著作権で保護された資料、販売ツール、販促物、広告等を使

用される場合、事前に書面による承認を取得してください。 

（4）  他のアフィリエイトへの販売禁止について 

米国本社および当社が作成した以外の販促ツールや、トレーニングプログラムを、アフィリエイトが他のアフィリエ

イトに販売することは禁止です。 販促ツールやトレーニングプログラムを自己制作する許可を取得しているアフィ

リエイトであっても、他のアフィリエイトに対しては、それらの資料やプログラムの販売、参加料の請求、これはす

べて禁止です。有料セミナー、有料トレーニングも禁止とし、違反した場合、関与したアフィリエイト全員の契約終

了となる可能性があります。アフィリエイトは、米国本社および当社の承認を得て、他のアフィリエイトに対し、無料

トレーニングを提供することはできますが、書面による許可なく、他のアフィリエイトにそれらの対価を請求すること

はできません。 さらに、販売ツール、販促品、広告またはその他資料の承認を取消される対象となります。アフィ

リエイトは、承認の取消から生ずる、または関連する損害賠償および弁償請求を放棄するものとします。トレーニ

ングスペースの費用を賄う目的に限り、アフィリエイトは 1 名につき最大 1,500 円のトレーニング代金を請求できま

す。 

5.  確定申告 

国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得などの申告を行うことで納税額が確定し、この確定した税額を自分で納

税する申告納税制度です。納税すべき税額を確定するために行う申告手続きが確定申告であり、個人事業主で

もあるアフィリエイトは、事業所得のうち、収入から経費を差し引いた所得が 38 万円以上の場合に、確定申告をす

る必要があります。期限は、1 月 1 日～12 月 31 日までの所得を、翌年の 2 月 16 日～3 月 15 日までに申告しま

す。米国本社および当社や、税務署から連絡が自動的に来ることではないので、期限内に忘れずに申告してくだ

さい。 
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第 9 条 社名の使用と宣伝 

 

1.  アフィリエイトによる価格設定 

米国本社および当社が、承認したウェブサイト上で、アフィリエイトが製品を販売する際、最新価格表に提示してい

る小売価格を下回る価格で、告知および販売することは控えてください。 

2.  製品の苦情、保証の排除 

アフィリエイトは、公式資料の記載内容をのぞき、製品およびサービスに関する主張、表明、保証はできません。

米国本社および当社は、製品およびサービス、すべてのハードウェア・ソフトウェアシステムとの互換性、通信シス

テム、すべてのオンライン上に、中断やエラーに対する保証はしません。逸失した利益、直接的および間接的損害、

特別損害、派生的損害、アフィリエイトもしくは購入者が被った損失、製品・サービスの使用誤用による損失につい

て、契約責任、不法行為責任もしくは無過失責任のいずれであろうとも、一切の法的責任を負いません。アフィリ

エイトまたは購入者に対する損害は、米国本社および当社に支払った額を超えず、この額に限定することに同意

されるものとします。 

3.  ウェブサイトのガイドライン 

（1）  プライムマイボディの複写サイト 

米国本社および当社は、公式サイトを管理し、すべてのアフィリエイトが自己複写サイトを利用できるようにしてい

ます。アフィリエイトは、自己複写サイトでのみ、所有権は使用可能です。自己複写サイトは、アフィリエイトがメッ

セージや連絡先を入力、カスタマイズすることができます。カスタマイズする際は、公式サイトの文言を変えること

なく使用してください。また、当社以外のウェブサイトの文言は複写サイトに使用しないでください。アフィリエイトが

ビジネスに関連するウェブサイトの利用や開発を希望される場合、事前に当社の書面による承認が必要です。承

認された場合、使用に対し制約や使用料を課すこともあります。承認後も定期的に監査を行い、承認を取消すこと

があります。 

（2）  ウェブサイトにおける適用法規 

独自のウェブサイトを所有されている場合、そのサイト上で、米国本社および当社のビジネスプロモーションや売り

込み、所有権、著作権の資料、写真、画像の使用を禁止します。また、それらをキーワード一覧やタグ一覧に入れ

ること、URL やメールアドレスに使用することも禁止です。いかなる場合も、米国本社および当社の名称、商品名

から派生する言葉を含む全てにおいて、URL やメールアドレス、またはソーシャルメディアアカウントでの使用を禁

止します。 

（3）  プライバシーポリシー 

米国本社および当社の提供サイト、ご自身で開発されたサイト、いかなるウェブサイトにおいても、プライバシーポ

リシーに沿って、収集した情報が他人によって販売ならびに使用されないようにしてください。 

（4）  ウェブサイトの法令遵守 

アフィリエイトが、複写サイトまたはご自身のウェブサイトを使用する際、法令規則の遵守をしていただきます。アフ

ィリエイトが複写サイトまたはご自身のウェブサイトを使用し、その目的が、製品やサービスの販売、求人であって

も、調査、アンケート、非公式コミュニケーション、勧誘、オファーはできません。 

（5）  スパム行為の禁止 

スパム行為は禁止です。以下の要件が該当します。 

 アフィリエイトのアカウントから、メールアドレスまたはウェブサイトアドレスを含むメールを、自身のダウンライ

ンに属さない、あるいはビジネス的にも個人的にも関係のないオンラインユーザーに配信する行為。 
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 アフィリエイトのサービスアドレスを含むメッセージを、自身が扱っている製品やサービスとは無関係のニュー

スグループに投稿する行為。 

 メールまたはニュースグループの投稿に、自身のサービスアドレスで、米国本社および当社、またはアフィリエ

イトのネットワークから発信されたような印象を与える行為。 

4. プライムマイボディに関連する一斉送信 

米国本社および当社に関連するメールの一斉送信は、自身のダウンラインに属するアフィリエイトのみに行います。

メールには、収入の主張強調、体験談は記載しないでください。送信内容は、公式資料に掲載しているものに限り

ます。また、自動呼出装置、オペレーターを使った電話一斉勧誘、FAX の一斉送信は禁止行為となります。 

5.  アフィリエイトによる販売ツール、トレーニング教材の作成 

米国本社および当社の、販売ツールおよびトレーニング教材を作成できるための権利は、ダイアモンド以上のラン

クに到達しているアフィリエイトに限ります。また、事前に書面による承認を受けた場合に限ります。承認と審査を

受けていない場合、販売ツールやトレーニングツールの作成はできません。アフィリエイトが何らかの資料を作成

し、違反した場合、すべての資料に対し、完全かつ単独で法的責任を負うことになり、契約の即時終了となる可能

性があります。 

6.  電話連絡 

アフィリエイトは、米国本社および当社の、企業名称および呼称で電話をかける事はできません。また、アフィリエ

イト以上の権限を有する発言もできません。 

7.  広告ガイドライン 

アフィリエイトは、米国本社および当社に関連する、広告について、新聞、カタログその他広告媒体で宣伝する場

合、以下を禁止行為とします。 

 プライムマイボディまたは当社を、言及することの禁止 

 プライムマイボディまたは当社の、製品を言及することの内容の禁止 

 プライムマイボディまたは当社の、所有権または著作権の使用禁止 

 仕事やポジションが確約されていると思わせる内容の禁止 

 収入を約束する内容の禁止 

広告を公開する前に米国本社および当社へ、広告案をメールまたは FAX で送信し、書面による承認を取得してく

ださい。 

8. パッケージに関する制約 

アフィリエイトは、いかなる場合も、パッケージの作成および複製をすることができません。米国本社および当社が

提供した、パッケージのみを、販売、サンプルに活用してください。米国本社および当社から購入したパッケージを

使用する場合、製品の変更、ラベル貼付、内容物の追加および削除等、無許可の仕様変更を禁止します。禁止

行為が判明した場合、契約の即時終了となります。 

9. 展示会見本市イベントのガイドライン 

 アフィリエイトは、事前に米国本社および当社の書面による許可なく、展示会見本市等の各種イベントにおい

て、米国本社および当社の製品、ビジネスプラン、サービスの表示、販売ができません。 

 各種イベントに参加を希望の場合、そのイベント開催日から起算して、2週間前までに、トレードショーリクエス

トを申請してください。 

 期間内にトレードショーリクエストを申請いただいても、米国本社および当社は、承認が下りないこともありま

す。 

 1 イベントにつき 1 ブースのみとします。 
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 表示、配布ができる公式資料は。製品、ビジネスプラン、マーケティング資料のみが可能です。 

10. メディアからの取材 

アフィリエイトは、米国本社および当社に関連する、各種メディアから取材の照会があった際には、照会日から起

算し、翌日までにプライムマイボディまたは当社へご連絡ください。この規則に違反したアフィリエイトは、契約の即

時終了の対象となります。 

11.  肖像物 

アフィリエイトが、体験談や推薦、あるいは肖像、画像、音声、動画で伝える情報は、真実かつ正確であることを確

認し、完成品、未完成品に限らず、それらの利用に関して、広告コピー、印刷物、肖像、画像、音声、動画の検査

および承認する権利を放棄するものとします。アフィリエイトは、米国本社および当社へ、情報提供した名前、体験

談、略歴、画像、肖像、音声、動画等の情報（以下、「肖像物」）について、権利とライセンスを与えるものとします。

肖像物は、マーケティング、プロモーション、宣伝媒体、動画音声、パンフレット、インターネット、当社印刷物もしく

はメディア素材等に対し、制限なく、永久に、補償なく、使用複製、展示表示するため、永久不変かつ全世界で有

効な権利とライセンスとし、肖像物の使用で生じる、一切の法的責任および義務から免責するものとします。プライ

バシー、肖像権、宣伝権の侵害、名誉毀損を含む誹謗中傷の賠償請求も含みます。また、肖像物から生じる、す

べての法的責任、金銭的補償、請求や要求から、当社および承継人、譲受人、従業員および代理人を解放し免

責することに同意するものとします。 

 

第 10 条 各種変更 

 

1.  法人の変更 

米国本社および当社は、ビジネスの名称や構成変更等、法人の組織変更に対し、承認または不承認とする権利

を有するものとし、変更の承認を求めるには、アフィリエイト契約フォームを新たにご記入提出頂き、変更内容と理

由の説明を提出してください。 

2.  アフィリエイトの承継人 

アフィリエイトが死亡または能力を喪失した場合、そのアフィリエイトのダウンラインは、アフィリエイトの承継人に

引き継がれます。アフィリエイトの死亡または能力喪失を認識した時点で、直ちに米国本社および当社へ書面で

通知してください。書面は、相続人または親族が作成、署名し、承継人は譲渡申請書を作成し、ポリシーの遵守に

同意してください。そして、承継人はアフィリエイトの要件をすべて満たすことで、承継人として、承認することがで

きます。 

3. スポンサーの変更 

スポンサーとの関係、整合性を保つことは、アフィリエイト、および所属チームにとって重要です。現在のスポンサ

ーから別のスポンサーへのビジネス移管は原則認められません。スポンサー変更をご希望の場合、経緯と理由を

明記した書面を、登録日から起算し 3 日以内に米国本社および当社へご提出ください。 審査の結果、承認が下り

ないこともあります。アフィリエイトが、スポンサーの変更を希望する場合、スポンサー変更フォームにて記入、署

名の上、ご提出ください。スポンサー変更フォームにはスポンサーの書面による承諾も必要です。 スポンサーが

変更されるまでは最長 7 日間、アフィリエイトの待機期間となる場合があります。また、変更を希望するアフィリエイ

トは、諸手続きおよびデータ処理料として 6,500 円の手数料をご負担いただきます。 当社はダウンラインの最終的

な処遇を決定する権限を有するものとします。スポンサーの変更が不適合の場合、その所属チームのダウンライ

ンを適材適所に配置することが困難なため、アフィリエイトは、スポンサーが不適合となった所属チームのダウンラ

インに関し、当社の決定から生じる、または関連するあらゆる申立てを放棄するものとします。 
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4. 配置変更 

アフィリエイト、および所属チームの整合性を守り、アフィリエイトの労力を無駄にしないため、当社は、配置換えを

原則認めておりません。 系列の整合性を維持することが、アフィリエイトおよび所属チームの成功に重要で

す。 配置変更をご希望の場合、経緯と理由を明記した書面を、登録日から起算し 3 日以内に米国本社および当

社へご提出ください。審査の結果、承認が下りないこともあります。アフィリエイトが、配置変更を希望する場合は、

配置変更フォームにて記入、署名の上、ご提出ください。配置変更フォームにはスポンサーの書面による承諾も

必要です。 配置が変更されるまでは最長 7 日間、アフィリエイトの待機期間となる場合があります。また、変更を

希望するアフィリエイトは、諸手続きおよびデータ処理料とし 12,500 円の手数料をご負担いただきます。配置変更

が承認された際、これまでのリワードポイントやランクは移行されず、今後の処遇については当社の裁量により決

定します。 当社はダウンラインの最終的な処遇を決定する権限を有するものとします。 スポンサーの変更が不適

合の場合、その所属チームのダウンラインを適材適所に配置することが困難なため、アフィリエイトは、スポンサー

が不適合となった所属チームのダウンラインに関し、当社の決定から生じる、または関連するあらゆる申立てを放

棄するものとします。 

5. 退会および再登録 

アフィリエイトは、理由に関わらずいつでも退会ができます。退会届は、米国本社および当社へ書面でご提出くだ

さい。退会届にはアフィリエイトの署名、氏名、住所、アフィリエイト ID 番号を記載してください。アフィリエイトがオ

ートシッププログラムに登録されている場合は、退会手続きが完了後、自動的に解除となります。アフィリエイトは

自発的に退会することができます。185 日間、再販用の製品を購入しない、製品を販売しない、スポンサーになら

ない、米国本社および当社の会合に参加しない、米国本社および当社へメールおよび電話で問い合わせをしない、

その他、何らかのアフィリエイト活動またはビジネスオペレーションに参加しないことで、非アクティブとなります。

185 日間経過後、新たなアフィリエイトとして、新しいスポンサーのもと再登録が可能となります。 

6. 勧誘の禁止規定 

アフィリエイトは、退会または契約終了後1年間は、直接スポンサーをしていたアフィリエイトを除いて、アフィリエイ

ト、顧客、当社の従業員またはコンサルタントを、他のマルチレベルマーケティング会社やダイレクト販売会社に求

人斡旋、勧誘、雇用等の行為はできません。直接販売は、多くの国、組織、ネットワークを通じ展開され、通常はイ

ンターネットや電話で行われています。それゆえ、地理的に狭い範疇を勧誘禁止にした場合、競合会社が共に販

売が非効率的になってしまいます。よって、勧誘禁止規定は、ビジネスを行うすべての市場に適用し、契約終了後

も 1 年間は存続します。 

7. 契約の非更新 

アフィリエイトは、契約応当日から起算し 60 日以内に更新しないことで、自発的に契約を終了できます。また、米

国本社および当社も、契約応当日において、契約の非更新を選択することができます。契約満了日から起算し 7

日後に、リワードポイントは消滅します。 

8. 引き抜きに関連する禁止 

アフィリエイトは、 直接的、間接的を問わず、所属チーム以外の誰かを自分の所属チームに求人斡旋、または求

人斡旋しようとする行為を引き抜き行為と定義し、禁止します。また、米国本社および当社以外のビジネスを、アッ

プライン、ダウンライン、所属チーム、所属チーム以外を問わず、紹介することを禁止します。これらに違反した場

合、契約の即時終了とします。機密情報の不正使用による賠償請求が生じることもあり、配偶者または親族の名

前、商号、屋号、偽名、会社、ID 番号、架空の ID 番号等を使用し、ポリシーを免れることを禁止します。 

アフィリエイトが、引き抜き行為を直接的、間接的を問わず発見した場合には、直ちに米国本社および当社へ連絡

ください。 調査の結果、組織を変更したアフィリエイト、または引き抜き行為をしたアフィリエイト、賛同したアフィリ
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エイトに対して、行為が判明した場合、懲戒処分を科すことがあります。懲戒処分とは、米国本社および当社との

関係を永久断絶することを指します。 調査の結果、懲戒処分が妥当と判断した場合、アフィリエイトのダウンライ

ンの全部または一部を、元のダウンラインに戻すこともあります。但し、アフィリエイトのダウンラインを異動させな

ければならない義務はなく、最終的な処分は、米国本社および当社の裁量で決定します。 アフィリエイトは、アフィ

リエイトのダウンラインの処分から生じた、あるいはこれに関連したすべての請求および訴訟要因を放棄するもの

とします。 

9.  当社へのご来社 

当社の事務所へは、事前にご予約の上、指定した日時のみ来社頂けます。 

10. ビジネスの構築とアドバイス 

アフィリエイトのビジネスについて、当社従業員に意見や助言を求めないでください。 ビジネスの構築そして成果

は、アフィリエイト次第です。米国本社および当社の従業員がアドバイスを与えたといたしましても責任は負いか

ねます。 

11.  退会したアフィリエイトの再入会 

退会したアフィリエイトは、185 日間は再入会ができません。退会するアフィリエイトの配偶者がアフィリエイトでな

い場合、配偶者にも退会するアフィリエイトと同様に、185 日間の制限を適用します。配偶者がアフィリエイトである

場合、配偶者のアカウントは独立した別の存在として取り扱いいたします。 

12.  ダウンラインへ継続的支援義務 

いかなるレベルに到達しても、アフィリエイトは自身のダウンラインへ継続的支援を行い、新規アフィリエイトの獲

得や、既存アフィリエイトへサービスを通じ、販売促進を行う義務があります。 

13.  報酬プラン 

アフィリエイトは、公式資料に定める報酬プランの条件を遵守してください。 

14.  当社ビジネスの売却、移転、譲渡 

アフィリエイトのビジネスは、事前に、米国本社および当社による書面の承認を受けた場合に限り、別の個人また

は法人に売却、移転、譲渡ができます。承認しない場合もありますが、承認の条件に、一定の制限を課すことがあ

ります。その上でご希望の場合は、以下の基準を満たしていなければなりません。 

 アフィリエイトのビジネスの売却、移転、譲渡の希望とその理由、買い手（譲受人）の情報、意思確認を、書面

にて通知してください。 

 買い手（譲受人）は、現状のスポンサーでビジネスを継続し、既存のスポンサーラインを守っていただきます。

資格のあるアフィリエイトに限ります。スポンサーラインの変更はできません。 

 既にアフィリエイトである場合は、資格はありません。  

 既にアフィリエイトで、ビジネスの購入に関心がある場合、自身の契約を自発的に終了させ、185 日間経過後、

取得する必要があります。 

 売り手のアフィリエイトは、売却、移転、譲渡が成立し、承認が下る前までに、米国本社および当社に対し、債

務がある場合は、すべて返済しなければなりません。 

 売り手はアフィリエイトであり、契約またはポリシー、法令遵守、禁止行為や違反がないことが条件です。 

 アクティブビジネスセンターまたはアカウントのみ個別に売却、移転、譲渡はできません 

移転手続の開始にあたり、売り手は、所有権移転フォームにご記入の上、署名を揃え、移転手数料 9,500 円を支

払い、ご提出ください。承認が下り、所有権移転が成立するまで 30 日間のお時間をいただきます。それまでのリワ

ードポイントやランクは自動的に買い手に引き継がれ、これに関するあらゆる決定は、米国本社および当社の裁

量に委ねられます。 
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15.  事業体の解散または分離のガイドライン 

アフィリエイトで、夫婦または法人としてビジネスの活動をしている場合、夫婦の離婚または法人の解散などでは、

自身と関係するアップラインおよびダウンラインの利益や収入に悪影響が及ばないよう、ビジネスの分離分割の

調整が重要です。分離分割する当事者が、他のアフィリエイトに最善の利益を提供できない場合、契約を解除す

る場合があります。離婚や法人解散の手続中、分離する当事者は、以下の方法からいずれかを採用してくださ

い。 

① 当事者間で同意を得た上で、単独取引として、ビジネスを継続します。その際には、当事者すべてが、単独

取引を許可する旨を記した同意書を米国本社および当社に提出してください。承認を受けた場合に限り、単

独取引として、ビジネスの継続が可能となります。法人解散の場合は、この方法しか選択肢はありません。 

② 当事者間で同意を得た上で、これまで通り共同でビジネスを継続します。この際には、報酬はすべて、これま

で通り名義を変えずに支払いを行いますので、共同ビジネスとして継続が可能となります。 

いかなる場合でおいても、離婚または法人解散のあったアフィリエイトのダウンラインが、分割されることはありま

せん。 同様に、いかなる場合であっても、ボーナス・コミッションの支払いを、当事者間に分割して支払いをするこ

とありません。  

当事者のボーナス・コミッションおよび所有権をめぐる紛争について、上記内容で解決できない場合、契約解除せ

ざるを得ません。ただし、当事者が自らの意思で権利放棄し、その当事者がアフィリエイト契約をしていない場合

は、185 日間の期間を要することなく、任意によるスポンサーの下で再登録が可能です。 

法人解散の場合は、関係者がアフィリエイトを再登録するには、法人解散日から起算し 185 日間の期間を要しま

す。いずれにおいても、再登録の場合は、新規アフィリエイトと同様、新たにビジネス構築していただく事になりま

す。 

 

第 11 条 返金ポリシーおよび過誤漏えい 

 

1.  カスタマーおよび定期購入者のリターンポリシーガイドライン 

当社は、すべてのカスタマーおよび定期購入者（以下「顧客」）へ 30 日間の返金・保証（送料と手数料を除く）を提

供しています。返金額は、送料、手数料、相殺相当額および発生した場合は賠償額を差し引いた顧客の商品購入

金額から、手数料 10％と、送料を差引いた金額が返金額となります。カスタマーが、独立アフィリエイトから購入し

た商品の返金、交換を希望する場合には、未使用品を独立アフィリエイトへ返品してください。詳細は、「顧客返品

に対するアフィリエイトの責任」を参照ください。米国本社および当社から直接購入した場合には、以下の諸条件、

および手順に従い当社宛てへ直接返品ください。 

 商品到着日から起算して 30 日以内に、注文番号、注文日、商品到着日、商品名、ID、氏名、住所、電話番号、

メールアドレスを明記の上、アフィリエイト・サポートへメールで「返品申告メール」のご連絡をください。 

 米国本社および当社が、返品申告メールを受信確認日から起算し 14 日間有効です。 

 米国本社および当社が、返品申告メールを受信後、返送先情報のご連絡を、返品申告メールへ返信いたし

ます。 

 返品する商品は、商品到着時の包装、未開封、未使用、未変更（シールやラベル含む）かつ再販可能な状態

でご返送ください。これらの条件が揃わなければ、返金・返品の受付はできかねます。 

 返送時における外箱等の資材は、適切に丈夫なものをご使用ください。 ご返送時に損傷した商品は、返金・

返品の受付はできかねます。 

 配送中の紛失または誤配送については、米国本社および当社は、一切責任を負いかねます。 
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 返品送料はお客様のご負担です。 着払い、または、代金引換の返品につきましては、受取を拒否します。 

 返品申告メールがなく、直接、弊社ならびに弊社物流倉庫などに到着した商品につきましては、受取を拒否し

ます。 

 返金手続きおよび、現金振込、またはクレジットカードの処理につきましては、返品申告メールの受信確認日

から起算して、45 日間程度を要します。 

 返金額は、商品購入時の送料と手数料を除きます。また、商品購入時の価格を適用し、その価格から返品

手数料 10％を差引かせていただきます。 

 返品された商品が、これらの条件をすべて満たしていない場合は、返金できかねます。返品の保管期間は商

品到着時から起算して 30 日間です。30 日を過ぎた時点で商品は処分いたします。 

 カード決済処理が行われた場合で、商品未発送の場合、当社はお客様要望により注文をキャンセルいたしま

す。 返金額は、商品購入金額から、手数料 10％と、送料を差引いた金額となります。相殺および賠償が生じ

ている場合には、こちらも同時に清算させていただきます。 

2.  顧客返品に対するアフィリエイトの責任 

アフィリエイトが、顧客へ商品を販売する場合、その顧客からの返品対する責任の第一人者はアフィリエイトです。

顧客からの返品についての説明責任はアフィリエイトにあります。米国本社および当社は、すべての顧客に 30 日

間の返金・満足保証（送料と手数料を除く）を有しています。以下に詳細を記載いたします。 

 顧客による交換または返金は、いかなる場合もアフィリエイトに商品を戻していただきます。 

 返金・交換の手続きはアフィリエイトが行い、アフィリエイトが、米国本社および当社から、代替商品を受け取

ります。 

 返品・交換にかかる送料は、アフィリエイトの負担になります。返金額は、商品購入金額から、手数料 10％と、

送料を差引いた金額となります。相殺および賠償が生じている場合には、こちらも同時に清算させていただき

ます。 

 アフィリエイトが、顧客の返品・交換を拒否した場合、契約停止もしくは終了となります。 

 不満を持つ顧客に対し、最終的に米国本社および当社が、アフィリエイトに代わり、直接返金を行った場合は、

返金額はアフェリエイトのボーナス・コミッションから差し引き、また、懲戒処分となることがあります。 

 アフィリエイトが、返金または交換商品を受けるためには、「カスタマーおよび定期購入者のリターンポリシー

ガイドライン」の諸条件、および手順は同様です。詳細はガイドラインを確認してください。 

3.  紛争の解決 

アフィリエイトとその顧客間に争いが生じた場合、米国本社および当社は、事実確認および調査を行い、徹底的に

問題解決に取り組みます。それは決定的なものとし上訴はできません。アフィリエイトが、返品希望のある顧客に

対し、返品交換または返金を拒否した場合、契約の停止または終了となります。紛争解決のため、米国本社およ

び当社が、直接顧客へ返金を決定した時点で、アフィリエイトへお支払予定ボーナス・コミッションから、その返金

額は差し引かせて頂きます。  

4.  複数回の返品または交換についてのポリシー 

米国本社および当社は、度重なる返品または交換を、拒否できる権利を有します。アフィリエイトが、自身のオート

シップを返品または拒否した場合には、アフィリエイトのオートシップを解除させて頂きます。 

5.  返品のボーナス・コミッション調整 

返品された結果、返金額が発生した場合、米国本社および当社は、発生済のボーナス・コミッションから回収でき

るものとします。これらは決済前のコミッションから差し引きます。コミッション不足により、返金額が全額回収でき

ない場合、次回以降のボーナス・コミッションから差し引く、または未払金の請求をさせていただきます。 
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6.  マーケティング資料、販促品およびセールスキットの返品 

アフィリエイトは、過去 45 日以内に購入した未使用未開封の状態、かつ個人的に購入したものに限り、マーケティ

ング資料、販促品またはセールキットこれらアイテムの返品が可能です。返金額は、商品購入金額から、手数料

10％と、送料を差引いた金額となります。相殺および賠償が生じている場合には、こちらも同時に清算させていた

だきます。ただし、アイテムの購入前に、それらが期間限定、販売終了予定または特別販売であり、買戻義務がな

いことを、当社が明示している場合の返品はできません。アフィリエイトが、返金または交換商品を受けるために

は、 カスタマーおよび定期購入者のリターンポリシーガイドラインの諸条件、および手順は同様です。詳細はガイ

ドラインを確認してください。 

7.  アフィリエイト退会による返品 

アフィリエイトが退会する場合、再販用に購入し所有している在庫で、市場性かつ、未使用未開封であるものに限

り、返品の権利があります。70%ルールに基づき、注文日から起算して 90 日以内に購入した未使用未開封かつ、

再販可能の状態である在庫を返品することができます。返金額は、商品購入金額から、手数料 10％と、送料を差

引いた金額となります。相殺および賠償が生じている場合には、こちらも同時に清算させていただきます。また、セ

クション適用上、買戻しを目的に返品された商品が、商業的な使用または保管期間を過ぎている場合、市場性が

ないと判断し、返品ができません。また、季節性の高い商品、終了予定商品または特別販売品で、買戻義務の対

象外であることを、米国本社および当社が明示している場合も同様です。アフィリエイトの退会や、ポジション辞任

による返金に関して、あらゆるご要望を考慮いたします。販促物、マーケティング資料、セールキットこれらアイテ

ムは、注文日から起算して45日間に購入されたものに限り、退会による返品ができます。アフィリエイトが、返金ま

たは交換商品を受けるためには、 「カスタマーおよび定期購入者のリターンポリシーガイドライン」の諸条件、お

よび手順は同様ですが、追加項目として、返品申告メールに退会理由が必要となります。また、初回登録料、また

は年間更新料 4,500 円（消費税込、返金不可）は返金対象外です。 

8.  70%ルールによる買戻し、返金ガイドライン 

当社は、再販時のルールである 70%に満たない金額で消費または販売された商品については、買戻しまたは返金

はいたしません。販売計画を進めるため、商品在庫数の不正が発覚した場合、アフィリエイト契約の即時終了とな

ります。 

9.  返送品の破損および紛失 

返送される荷物梱包の不備、または不適切な配送により商品破損が生じた場合、アフィリエイトの責任となりま

す。 返送時に損傷および紛失した商品につきまして、一切返金をいたしません。 

10.  不可抗力事由 

不可抗力の事由により、当社の義務遂行が不履行となった場合は責任免除させていただきます。ストライキ、労

働困難、暴動、紛争、戦争、天災、死亡、原料調達不可、関係各署の命令規制等が含まれます。 

11.  60 日以内の書面通知 

アフィリエイトは、コミッションやボーナス、ダウンライン・アクティビティ報告、注文、請求について、誤解や疑念が

あると思われた場合、事態が発生した日から起算し 60 日以内に、アフィリエイトは当社へ書面にて通知くださ

い。 60 日以内に通知されずに生じた問題に対して、当社は一切責任を負いません。 

12. 個人情報の変更および不正確情報 

製品、販促物、サポート、ボーナス・コミッションを適切にご手配するため、個人情報につきましては、最新情報を

正確にご登録ください。氏名、住所、電話番号、メールアドレス、銀行口座情報等の変更または不正確な情報が登

録されている場合、適切な対応をいたしかねます。確実な対を施すために、それぞれ変更日から 14 日以内に、ご

連絡をお願いします。登録上の住所へ発送した荷物が、不正確または最新情報でないことが原因である場合、配
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送料ならびに手数料はアフィリエイトに請求させていただきます。また、不正確な情報が原因により、ボーナス・コ

ミッションの支払いができない場合は、最長 90 日間支払いを保留させていただきます。 

 

第 12 条 紛争、異議申立て 

 

1.  意見の相違または申立て 

契約、本ポリシーの不履行から生じた意見の相違について、申立ては米国仲裁協会の仲裁規則に従って解決さ

れるものとし、仲裁は、管轄権を有する裁判所で判決を得ることとします。アフィリエイトは、一人のアフィリエイトの

立場として、当社に対し請求または申立てしてください。他のアフィリエイトと共に、もしくは集団においての申立て

は認めておりません。申立ての当事者には、連邦民事訴訟規則に基づき開示請求権が与えられています。勝訴

側は、敗訴側から裁判弁護士費用を含め仲裁に生じた費用を受け取る権利を有するものとします。 

2.  裁判地／管轄 

仲裁の対象外となる事案の管轄および裁判所は、ネバダ州クラーク郡にのみとします。連邦仲裁法は、仲裁に関

連するすべての事案を管轄します。ネバダ州法は、契約から生じるすべての事案を管轄します。  

3.  修正規定のガイドライン 

契約の現行版または改定版のいずれかの規定が、理由によらず無効または履行不能であることが判明した場合、

該当部分のみ分離されるものとし、その他の条件および規定は効力を維持するものとします。 

4. 情報に関する免責事項 

当社は、適用法規の認められる最大限の範囲で、アフィリエイトのデータの保持、削除、損傷、破損、損失もしくは

故障、第三者によるアクセスについて、賠償を含め、一切責任を負いません。いかなる場合においても、個人のリ

ワードポイントに関する情報の使用、もしくはアクセスから生じる直接的間接的損害、派生的付随的損害、特別損

害、懲罰的損害、逸失利益、ボーナス・コミッション、機会損失、情報の不正確不完全性、使用不能による損失等、

一切の法的責任を負いません。また、契約に関する不法行為、過失無過失責任、製造物責任、その他理論の下

に、賠償を含め一切責任を負いません。当社は、ネットワーク、サーバー、衛星通信、インターネットサービスプロ

バイダー、ウェブサイト、その他における接続の中断、アクセス不可、機器利用不可に対し一切責任を負いません。

ミスコミュニケーション、コンピューター、機器やケーブルのエラー、誤接続、技術上の故障、機能不全およびこれ

ら問題に対し一切責任を負いません。これらの内容には、当社の、オンライン・電話・各種サービスへアクセス利

用時も含まれます。 

 

第 13 条 契約の即時終了および強制による退会 

 

アフィリエイトが、契約およびポリシーに違反した場合、または法令を遵守せず、違法、不正、詐欺もしくは倫理に

反する行為を行っていた場合、米国本社および当社の裁量により、契約の即時終了および強制による退会の処

分を下す対象となります。 

 

第 14 条 非更新、終了によるアフィリエイトの権利喪失 

 

アフィリエイトが、アクティブ状態を維持し、契約、ポリシー、法令を遵守している限り、当社は報酬プランに準拠し、

ボーナス・コミッションをお支払いいたします。 アフィリエイトのボーナス・コミッションは、アフィリエイトの関連した

活動を総合的に考慮したものです。契約の非更新、非アクティブによる解除、自発的、任意または強制による退会



- 19 - 
 

（以下、これらすべてを「契約終了」）の後、元アフィリエイトは、運営していた販売組織、販売組織による売上のコミ

ッションもしくはボーナスに対する権利、権限、請求または利益の一切を持たないものとします。 契約終了した元

アフィリエイトは、アフィリエイトとしてのすべての権利を喪失します。この権利には、製品・サービスの販売、これま

での販売組織による販売その他活動により生じた、支払予定のボーナス・コミッション、その他収入の受け取りも

含まれます。契約終了に際し、アフィリエイトはすべての権利放棄に同意するものとします。この権利には、所有権、

これまでの販売組織に対する権利、販売組織による販売その他活動により獲得したボーナス・コミッションその他

報酬も含まれます。 契約終了したアフィリエイトは、契約終了前にアクティブ状態であった最終全額支給期間の分

に限り、ボーナス・コミッションを受け取れます。 

 

第 15 条 製造物責任の苦情 

1. 第三者請求 

米国本社および当社は、製品使用による被害、または欠陥製品による被害を主張する第三者の苦情からアフィリ

エイトを保護します。アフィリエイトは、被害を主張する第三者からの苦情が発生した日から起算し 10 日以内に米

国本社および当社へ書面で通知ください。期間内に通知がない場合は、請求に関する当社の義務は軽減される

ものとします。アフィリエイトの保護義務を前提とし、苦情の防御対策および弁護士の選択とその利用に際し、米

国本社および当社の裁量に一任するものとします。 

2. 補償ガイドライン 

以下の場合、当社はアフィリエイトに対しいかなる補償義務も負いません。 

 アフィリエイトが、製品の配布または販売における義務および制限に関してポリシーを遵守していない。 

 アフィリエイトが、製品の再包装（当社が提供していない包装材等の使用）、改変または不正使用しプライム

マイボディまたは当社が承認発行した各文書に準拠のない内容の主張、指示、推奨していたとき。 

 アフィリエイトが、当社の書面による承認なく苦情を解決、または解決しようとしたとき。 

 アフィリエイトが、ポリシー違反、契約違反、法令違反、禁止行為、倫理規定違反、いずれかに該当したとき。 

 

 

以上、ここに、米国本社および当社の、ポリシーを記載します。このポリシーを参照し、法令を遵守し、健全なアフィリエイ

ト活動にお役立てください。 

 

プライムマイボディジャパン合同会社 

2019 年 6 月 改定 


