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ACN ジャパン コンペンセーション・プラン
ACN ジャパン コンペンセーション・プランは、ACN ビジネスポリシーに従って変更されることがあります。
ACN の IBO( 独立ビジネスオーナー）としての収益は、商品の利用およびカスタマーへの販売の成功のみに基づいています。各個人は、ACN ビ
ジネス活動において、その他の営業経費と同様に概要書面に記載されている入会金と更新料などの費用がかかります。あらゆるビジネスと同様
に、ACN での収益と成功は保証されませんが、個々の責任や持続性と努力次第で変わります。すべての IBO が収益を得られるとは限らず、ま
た出費する可能性もあります。

ACN ジャパンのコンペンセーション・プランは、あなたのビジネス活動の努力に対して合理的な報酬を取得できるように、そして、
あなたのビジネスの成功を支援するために設計されています。
ACN の IBO は、２種類の報酬を取得することができます。
レジデュアル・コミッション：パーソナル・カスタマーおよび、ダウンライン・カスタマーが使用した ACN の製品とサービスを通じて毎月発生する成果報酬
カスタマー獲得ボーナス (CAB)： ダウンラインの新規クオリファイド・チーム・トレーナー (QTT) カスタマーの獲得を通じて毎週発生する報酬
ACN ジャパンのコンペンセーション・プランで、あなたのビジネスの成功を構築しましょう。

資格およびポジションについて
各 IBO は、カスタマー・レプレゼンタティブ (CR) またはチーム・トレーナー (TT) として、ACN のビジネスを始めることができます。
カスタマー・レプレゼンタティブ (CR) : CR は登録申請完了後にウェルカムキットを受領し、ACN の製品やサービスを購入することができ、
また、パーソナル・カスタマーを獲得することができます。CR は、CR 本人が獲得したパーソナル・カスタマーの売上に基づいて、コミッ
ションを取得することができます。CR の取得するコミッションは、TT が取得するコミッションの 50％相当です。CR は、カスタマー獲得ボー
ナス (CAB) を受け取る資格はありません。
チーム・トレーナー (TT) : TT はすべてのACN コンペンセーション・プランに参加することができ、ACN が提供するコンペンセーション( 報
酬）の 100％を取得することができます。TT は他の新規 IBO をスポンサーすることが可能となります。 IBO が、TT のポジションを獲
得するためには、IBO スターターパックを購入するか、ACN の製品やサービスの売上によるパーソナル・カスタマー・ポイントを 100 
ポイント以上獲得する必要があります。TT は、ウェルカムキット受領後、他の IBO をスポンサーする、あるいは ACN オポチュニティ
をプロモーションするに前に、ACN が規定する資格認定オンライントレーニングを修了する必要があります。
クオリファイド・チーム・トレーナー (QTT) : TT が 2 人以上のプリファード・カスタマーおよび 5 カスタマー・ポイント以上を保有する
ことで QTT のポジションが達成できます。プリファード・カスタマーは、購入した製品またはサービスによって定義されます。詳細は「製
品・サービスの BV & ポイント情報」にて確認できます。
ポジション：ACN では 6 つの獲得ポジションがあります。

プラチナ・クオリフィケーション :  IBO が 12ヵ月継続して TC 以上のポジションを維持した場合は、プラチナ・ポジションを獲得する
ことができ、ACN から正式に資格認定され、様々なイベントやリーダーシップ・リトリート等への特別待遇を受けることができます。
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ACN ジャパン コミッション
コミッションの計算方法
コミッション率は、IBO が当月末に保有しているパーソナル・カスタマー・ポイントに基づいて計算されます。ライフサービス製品（ベ
ネヴィータ等）のコミッション金額は、BV（ビジネスボリューム）に基づいて計算されます。ホームセキュリティサービスのコミッション
金額は、コミッション対象収益に基づいて計算されます。各製品に対するカスタマーポイント、コミッション対象収益、および BV 値は、

「製品・サービスの BV＆ポイント情報」で確認することができます。
ACN カスタマー・ポイント
ACN の各製品とサービスは、カスタマーポイントの値が設定され、コンペンセーションの計算と IBO の獲得ポジションを決定する
ために使用します。 
コミッション対象収益
コミッション対象収益とは、各ホームセキュリティサービスにおいてコミッションの計算対象となる額のことです。
BV（ビジネスボリューム）
BV は、ライフサービス製品（ベネヴィータ等）によるコミッション算定の基準となります。すべてのベネヴィータ製品には、製品価格
とは別に BV が設定されています。ACN は、ビジネス環境によって、いつでも BV を変更する権利があります。各製品 BV とポイント
のリストは、IBO バックオフィスにある「製品・サービスの BV & ポイント情報」をご参照ください。 

レジデュアル・コミッション（毎月発生する成果報酬）
毎月カスタマーが使用するサービスと ACN 製品の販売によって獲得できるレジデュアル・コミッションに焦点を当てることが IBO
の目標となります。カスタマーは、IBO のビジネスの成長と持続的な収入を得るための重要な要素となります。IBO は、ダウンライ
ンに存在するカスタマー（ダウンライン・コミッション）とパーソナル・カスタマー（パーソナル・コミッション）に基づくコミッション
を受け取る資格があります。

各レベルごとのコミッション取得資格条件
各カテゴリにおいて、各レベルで設定されているダウンライン・
コミッションを取得するには、IBO は下表に記載されいている
該当カテゴリの最低ポイント条件を満たしている必要がありま
す。両方のカテゴリにおいては、必要最低ポイントを満たすこ
とが条件となっている IBO でも、統合ポイントの列に記載され
ているとおり、両カテゴリの組み合わせによって条件を満たす
ことができます。

❷ダウンライン・コミッション
IBO のポジションおよび、IBO が獲得したパーソナル・カスタマー・
ポイントに応じて、ダウンラインによる ACN 製品・サービスの売
り上げに対しダウンライン・コミッションを取得することができます。

＊ホームセキュリティサービス（ALSOK）のポイントは、ALSOK との契約締結日から加算され 24 ヵ月間となります。コミッションの支払いは、カスタマーが請求書を
受領してから 3 ヶ月以内に開始され 24ヵ月間となります。ただし、24ヵ月以内にカスタマーがサービスをキャンセルした場合、ポイントとコミッション対象収益の
取得権利は、その時点までとなります。

レベル ホームセキュリティ
サービス ライフサービス ※統合ポイント

（ホームサービス +ライフサービス）
1

10 ポイント 10 ポイント 15 ポイント
（各カテゴリで最小 5 ポイント以上の獲得が必要）2

3
20 ポイント 20 ポイント 30 ポイント

（各カテゴリで最小 10 ポイント以上の獲得が必要）4
5

40 ポイント 40 ポイント 60 ポイント
（各カテゴリで最小 15 ポイント以上の獲得が必要）6

7

製品・サービスによるコミッション
必要条件を満たした IBO は、以下のとおりダウンライン・コミッ
ションを取得することができます。

レベル ホームセキュリティサービス ライフサービス製品

あなた 1 ～ 10％ 1 ～ 10％
1 0.25％ 5％
2 0.25％ 5％
3 0.25％ 5％
4 0.5％ 5％
5 1％ 5％
6 2％ 5％
7 7％ 8％

TC オープンライン - 6％
TC 第 1 世代 - 2％

RD オープンライン - 3％
RD 第 1 世代 - 2％

RVP オープンライン 1.5％ 3％
RVP 第 1 世代 1％ 2％
RVP 第 2 世代 0.5％ 1％

SVP オープンライン 1％ 3％
SVP 第 1 世代 0.5％ 2％
SVP 第 2 世代 0.5％ 1％

❶パーソナル・コミッション 
毎月 IBO が獲得し維持しているパーソナル・カスタマーの売上
に対して、1 ～ 10％のコミッションを取得できます。すべての
IBO はパーソナル・コミッション（CR は記載の 50％）を取得で
きます。多くのパーソナル・カスタマーが製品やサービスを購入
することで、IBO はより多くのパーソナル・コミッションを取得
することができます。

パーソナル・コミッション支払基準
（ライフサービス製品＆ホームセキュリティサービス） 

IBO のパーソナル・コミッション率は、当月末時のパーソナル・
カスタマー・ポイント保有数に基づいて設定されます。

例）50 人のベネヴィータカスタマー（毎月 10,000 円 BV を想定）カスタマー 50 人
× 10,000 円 BV × 10％コミッション率＝ 50,000 円（パーソナル・コミッション額）

パーソナル・カスタマー・ポイント コミッション率 (％ )

1 ～ 29  1％
30 ～ 39 3％
40 ～ 49 5％
50 以上 10％

＊ライフサービス製品（ベネヴィータ等）に対するコミッションは、   BV に基づいて算出されます。
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カスタマー獲得ボーナス (CAB)
CAB の計算方法
CAB は、新規 TT の登録開始日時点のアップラインのリーダーのポジションに基づいて計算されます。新規 TT 登録開始日から 30 日
間経過後、毎週支払われます。

カスタマー獲得ボーナス (CAB)（毎週発生する報酬）
アップラインのリーダーは、新規 TT がスターターパックを購入し、また登録日より 30 日以内に QTT のポジションに昇格した際に
CAB を取得することができます。
❶オープンライン CAB
該当 IBO のポジションと同等、またはそれ以上のポジションを獲得していない IBO のみの組織で新規登録した TT が、その登録開始
日から 30 日間で QTT の資格を得た時にオープンライン CAB を取得できます。
❷ジェネレーション CAB
該当 IBO のポジションと同等、またはそれ以上のポジションを獲得している IBO 以下の組織で新規登録した TT が、その登録開始日
から 30 日間で QTT の資格を得た時に、ジェネレーション CAB を取得できます。

CAB 金額は、新たに登録した TT の登録開始日時点の該当 IBO のポジションにて取得できます。  ( 単位：円 )　

例）
「D」と「E」は新しい QTT です。
「A」は、オープンライン TC であり、「D」のダイレクトスポンサー

として 25,000 円のオープンライン CAB を取得します。（ダイレ
クトスポンサーによるボーナス）
また「A」は、「E」のオープンライン TC として 15,000 円の追加
CAB を取得できます。（TC オープンライン CAB10,000 円＋ ETL
オープンライン CAB 5,000 円）
合 計 で、「A 」取 得 が で きる オ ープ ン ライン CAB の 合 計 は
40,000 円となります。

(ダイレクト
スポンサー )
25,000 円

15,000 円

A
TC

C
TC

D
QTT

B
ETL

E
QTT

ETT

ETT

ETT

ETT

ETT ETT ETT

ETTA のオープンライン

QTT ETT ETL TC RD RVP SVP
ダイレクトスポンサー 5,000 10,000 15,000 25,000 29,000 34,000 36,000

オープンライン 5,000 5,000 10,000 4,000 5,000 2,000
第 1 世代 4,000 2,500 1,000
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カスタマー獲得ボーナス (CAB)

例）
「F」は新しい QTT です。
「C」は「F」の オープ ンライン TC として 25,000 円のオープン

ライン CAB を取得できます。
「A」は「F」の第 1 世代 TC として 4,000 円のジェネレーション

CAB を取得できます。

例）
「B」が TC になった場合、「A」の オープンラインは変更されます。
「G」が新規 QTT の場合、「C」は「G」のオープンライン TC とし

て 25,000 円のオープンライン CAB を取得します。
「B」は 「G」の第 1 世代 TC として 4,000 円のジェネレーション

CAB を取得できます。
「A」は「G」の第 2 世代 TC として「G」による CAB の取得はで

きません。

A
TC

B
ETL

QTTETT

ETT

ETT

ETTC
TC

F
QTT

( ダイレクトスポンサー )

A のオープンライン

A の第 1 世代

A
TC

QTT

QTT

QTT

ETT

ETT ETT

B
TC

C
TC

G
QTT

A のオープンライン

　B の第 1 世代

B のオープンライン



ACN ジャパン コンペンセーション・プラン6

参照事項
1.  SVP アジア・リーダーシップ・ボーナス

ACN は、ACN アジア（ACN ジャパン合同会社、および ACN Korea,Inc.）の年間の製品およびサービスの純売上の 1％を、次年度
中の SVP へ配布します。純売上には、非コミッション製品やサービス、燃油サーチャージ、手数料等は除きます。

2.  CR から TT へのアップグレード
CR はスターターパックの購入、またはパーソナル・カスタマー・ポイントを100ポイントを獲得することにより、TTのポジションにアッ
プグレードすることが随時できます。

3.  更新料
各 IBO は自身のポジションを維持するために、毎年更新料を支払う必要があります。

4.  コミッションの撤回
購入キャンセル、返品、購入後の調整等によりすでに支払われたコミッションの返金や調整が必要となった場合、ACN はすでに
支払われているコミッションの返金額を将来の CAB やコミッションの金額から差し引くことができます。

5.  CAB およびコミッションの計算と支払い
 ❶ コミッション

• ライフサービス製品（ベネヴィータ等）：パーソナルおよびダウンライン・コミッションは、当月 1 日～末日の実績を毎月月
末に締め、当月実績のBV に基づいて計算され、翌月 27日に支払われます。（土日・祝日の場合、前営業日に支払われます。）

• ホームセキュリティサービス：対象ポイントは、前月の末日までに確定している必要があり、コミッションは第 3 金曜日に
支払われます。なお、ACN サービスに対するコミッションは、カスタマーがサービスに対する請求を受けてから最大 3 ヶ
月後に支払いが開始されれます。（祝日の場合、前営業日に支払われます。）

 ❷ ボーナスの支払い
  CAB およびその他ボーナスの支払いは、その QTT の新規 TT 登録日より 30 日が経過した後から支払いが開始されます。通常、

毎週木曜日に計算され、毎週月曜日に支払われます。 

 ❸ 支払最低額
  IBO の取得したコミッションやボーナスなど報酬の支払いは、それらの合計額が 2,000 円（税込）以上となった場合に支払います。

コミッション発生額合計が 2,000 円（税込）未満の場合は繰り越され、総額で 2,000 円（税込）以上となった時点で支払います。
なお、必要な税金をすべて含み計算し、支払います。

6.  ポジションと資格認定のためのガイドライン
上位ポジションへの昇格は、IBO がそのポジションへの昇格条件を達成し、かつ 90 日間連続で同ポジションを維持しした場合
に正式に認められます。 これは、コンベンションとコネクションのポジション（TC/RD/RVP/SVP）を含みます。
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参照事項

8.  グロッサリー（解説）
 コンペンセーション用語

• カスタマー ： ACN では、ACN の製品やサービスを購入するお客さまのことをカスタマーと呼びます。購入がコンペンセーショ
ン・プランの対象となる IBO のパーソナル・カスタマーとみなされるには、IBO によるカスタマーの獲得、さらには IBO ビジ
ネス ID 番号による ACN または ACN ビジネスパートナーからの ACN 製品とサービス購入履歴が照合されなければなりません。

• カスタマーポイント：各 ACN 製品とサービスはカスタマー・ポイントの値が設定されています。カスタマー・ポイントは、
IBO の獲得ポジションやコンペンセーションの計算に使われます。

 − パーソナル・カスタマー・ポイント ： IBO が直接獲得したカスタマーが購入した製品やサービスからの総ポイント数を指します。
 − トータル・カスタマー・ポイント：グループや系列の各 IBO によるパーソナル・カスタマー・ポイントの合計を指します。

• コミッション対象収益：コミッション計算のため、各ホームセキュリティサービスに設定されたコミッション対象額を指します。

• ビジネスボリューム（BV）：コミッション計算のため、各ライフサービス製品（ベネヴィータ等）に設定されたコミッション対
象額を指します。

 ストラクチャー（組織構造）用語
• レッグ：系列のことを意味し、直接スポンサーした IBO（ダイレクト・スポンサー）と、ダウンラインに存在するすべての IBO

とカスタマーを指します。

• アップライン：ダイレクト・スポンサー、そのダイレクト・スポンサーなどを含む所属する組織内に存在し、上の立場に位置
する IBO のことを指します。

• ダウンライン：組織内で下の立場に位置するダイレクト・スポンサーとそのダイレクト・スポンサーにスポンサーされている
IBO たちのことを指します。

• オープンライン：ダウンラインの IBO が自身と同等ポジションあるいはそれより上のポジションを獲得するまでオープンライ
ンに位置します。

• 第 1 世代：自身と同等ポジションまたは自身より上のポジションを獲得し、その次に位置する同等ポジションまたは自身より
上のポジションに位置するダウンラインの IBO を指します。

7.  リーダーシップ・リトリートとボーナスの資格

2016年   
プレジデント・クラブ 

プレジデント・クラブ 
リトリート R VP リトリート 2016 SVPアジア・ 

リーダーシップ・ボーナス 

四半期ごとに、あなたのTCオ
ープンライン内に60名以上の
新しいTTを保有。

または、四半期ごとに、あなた
のTCオープンライン内で550
万円相当BV以上のベネヴィ
ータ売上を達成。

登録日より30日以内にQTTのポ
ジションにに昇格した新規TT
を、1月～12月末までに、あなた
のTCオープンラインで250名以
上保有。 

または、1月～12月末までに、
あなたのTCオープンラインで
2,500万円相当BV以上のベネ
ヴィータ売上を達成。

または、前年度、新たにRDのポ
ジションを獲得し、かつ90日間
連続してポジションを維持。さ
らに12月31日時点でも同ポジ
ションを維持。

登録日より30日以内にQTTのポ
ジションにに昇格した新規TT
を、1月～12月末までに、あなた
のRVPオープンラインで1,000
名以上保有。

または、1月～12月末までに、あ
なたのRVPオープンラインで1
億5,000万円相当BV以上のベ
ネヴィータ売上を達成。

または、前年度、新たにRVPの
ポジションを獲得し、かつ90日
間連続してポジションを維持。
さらに12月31日時点でも同ポ
ジションを維持。

SVPのポジションを達成し、90
日間連続して維持。
※支払われるボーナスの額は、月単位
で計算されます。なお、SVPのポジショ
ンが維持されていない月は、ボーナス
計算から除外されます。
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第 1 条　IBO 契約の目的　独立ビジネスオーナー申請書兼契約書に基づくIBO 登
録に係る契約（IBO 契約）は、ACN 独立ビジネスオーナー（IBO）として、ACNサー
ビス及び ACN 商品のプロモーション及び販売並びに ACNオポチュニティのプロ
モーションを行う権利を得るために条件を定めるものです。IBO 契約は、申請書、
一般取引条件書、方針・手続書、コンペンセーション・プラン、プライバシー・
ポリシー、事業者補足書類（IBO が法人である場合）及びACNが随時提供する補足
書類によって構成されます。貴殿あるいは貴社は、登録申請書を提出することによ
り、自らがこれらの書類を読み、理解したことを確認します。
第 2 条　一般条項　（a）IBOは、カスタマーに対する ACN サービス及び ACN 商
品のプロモーション及び販売が成功し、カスタマーによる ACN サービスの利用が
達成されることにより、報酬を受け、昇格することができます。IBO としての成功は、
IBOの個々の努力と能力に応じて左右されます。いかなる収益、利益又は事業の
成功も約束又は保証されておらず、IBOの中には報酬を受領できない者もいます。
ACNオポチュニティのプロモーション又は新規 IBO のスポンサーによって報酬が得
られることはありません。

（b）IBO 契約に基づく貴殿あるいは貴社の活動は、日本を中心として行うものと
しますが、貴殿あるいは貴社は、ACNグループがACNサービス、ACN商品及び
ACN オポチュニティを提供しているいかなる国においても、ACN サービス、ACN
商品及び ACNオポチュニティのプロモーションを行うことができます。但し、貴殿
あるいは貴社が当該国における適用法令及び当該国対象のACN条件・方針を遵
守することを条件とします。
第 3 条　定義　文脈上別段要求される場合を除き、用語定義は以下の意味を有
するものとします。（a）「ACN」又は「当社」とは、東京都港区浜松町 1 － 10－
17 KOYO BUILDING （向陽ビルディング）にその登録事務所を有する ACN ジャ
パン合同会社、又は文脈上要求される場合は、ACNグループのその他の構成企
業を意味します。「ACN グループ」とは、ACN ジャパン合同会社を支配し、これ
に支配され、又はこれと共通の支配下にある全法人を意味します。（b）「ACN ビジ
ネスパートナー」とは、ACNグループがACNサービス、ACN商品、ACNビジネス
ツール又は ACNオポチュニティの提供のために契約を締結する相手方を意味しま
す。IBO は、ACN ビジネスパートナーではありません。（c）「ACN ビジネスツー
ル」とは、ACNによって、又は ACNのために作成される研修・マーケティング資料で
あって、IBOがACN又はACN ビジネスパートナーから購入することができるものを意
味します。（d）「ACN オポチュニティ」とは、ACN サービス及び ACN商品のプロ
モーション及び販売を行うため並びに新規IBOを援助するために ACNにより提供さ
れる事業機会を意味します。（e）「ACN サービス」及び「ACN 商品」とは、それ
ぞれ、ACNジャパン合同会社により、又は同社を通じてカスタマーに提供される
サービス又は商品を意味します。（f）「コンペンセーション・プラン」とは、IBOが
ACNサービス及び ACN 商品のプロモーション又は販売に成功することによりACN
から受ける報酬について規定する、現行の各国別の書類を意味します。（g）「カ
スタマー」とは、ACN又はIBO から ACNサービス又はACN商品を購入する者を意
味します。（h）「カスタマー契約」とは、カスタマーが ACNサービス又はACN商
品の購入に関して ACN又はACN ビジネスパートナーとの間で締結する契約を意味
します。本書面において、IBO とカスタマーの間の契約は、カスタマー契約に含
まれません。（i）「ダウンライン」とは、ある IBO の下位にある、当該 IBO の販売
組織をいい、当該 IBO が直接のスポンサーである IBO、及びそれらの IBO がスポ
ンサーとなっている者を含む場合があります。「アップライン」とは、 ある IBO の上
位にある、当該 IBO の販売組織をいい、当該 IBO の直接のスポンサー、当該ス
ポンサーの直接のスポンサー等を含む場合があります。（j）「入会金」とは、入会
時に 1 回限りで必要な支払金であって、当初期間中に ACN サービス及び ACN 商
品のプロモーション及び販売を行う権利を貴殿あるいは貴社に付与するものを意
味します。（k）「独立ビジネスオーナー」又は「IBO」とは、ACNサービス、ACN
商品及び ACNオポチュニティのプロモーション及び販売に関して、ACN との間で
契約を締結する個人又は企業を意味します。「貴殿あるいは貴社」は、IBO 契約
を締結する IBO を指します。（l）「知的財産」とは、ACNグループのいずれかの
構成企業が所有し又は使用許諾するあらゆる商標、サービスマーク、商号、ロ
ゴ、著作権のある資料、ノウハウ、ビジネス文書、運用方法、プロセス及びシス
テム並びにその他の財産的権利を意味します。（m）「更新料」とは、各更新期
間の開始時における支払金であって、当該更新期間中にACNサービス及びACN
商品のプロモーション及び販売を行う権利を貴殿あるいは貴社に付与するもの
を意味します。（n）「開始日」とは、ACNが貴殿あるいは貴社に対して指定及び 
連絡する、ACNがIBO申請書を承諾した日を意味します。（o）「契約期間」とは、 （1）
開始日に開始し、開始日から 12 か月後に満了する期間（ 「当初期間」 ）又は（2）
その後の 12 か月ごとの各更新期間（ 「更新期間」 ）を意味します。
第 4 条　IBO の地位及び ACN との関係　IBOは、自営のかつ独立した契約当事者
であり、ACNの従業員、パートナー、フランチャイジー又は法的代理人のいずれ
にも当たりません。IBO は、自らの業務の手段、方法及び態様を選択することができ、
自らの活動の時間及び場所を選択することができますが、IBO 契約及び適用法令
に基づく義務に従わなければなりません。IBO は、IBO 契約に従い、ACN オポチュ
ニティに参加するのに必要な経験、知識及び資産を有していなければなりません。
IBO は、自らの計算で事業を行い、IBO のディストリビューター活動において発生
する一切の経費、債務及び負債について責任を負います。ACN は 、これらの費
用の支払い又は払戻しにつき、一切の責任を負いません。IBO の報酬は、ACN サー
ビス及び ACN 商品のプロモーション及び販売の成功に基づくものであって、労働
時間に基づくものではありません。IBO は、ACN の名において、又は ACN を代理
して、以下の行為をすることができません。（a） 義務、債務若しくは負債を負うこ
と、（b） 書類に署名すること、（c） カスタマー若しくは他の IBO から金銭を回収す
ること（カスタマーに対する ACN 商品の直接的な小売販売を除きます。）、又は （d） 
第三者との関係で何らかの義務を負うこととなりうる行為をなすこと。
第 5 条　IBO の特定負担　IBO の特定負担は、貴殿あるいは貴社の概要書面に記
載されています。IBO は、ACN サービス、ACN 商品又は ACN ビジネスツールの購
入を要求されるものではなく、それらの購入は、IBO として不可欠なものではありま
せん。IBO は、ACN サービス又は ACN 商品を購入する場合は、適用あるカスタマー
契約の条件の適用を受けます。但し、当該 IBO が ACN サービス又は ACN 商品に
係る支払いを怠った場合は、 ACN は、当該カスタマー契約に基づくあらゆる救済を
受けるほか、方針・手続書に従い、当該未払金額を、IBO 契約に基づき IBO に対
して支払うべきあらゆる報酬と相殺し、合理的な制裁を課し、コンプライアンス上の
調査を開始することができます。
第 6 条　知的財産の使用　ACN グループは、全知的財産の所有者又は使用許諾
権者です。IBO 契約によって、ACN は、IBO 契約及び方針・手続書により詳細に
定めるところに従い、ACN サービス、ACN 商品及び ACN オポチュニティのプロ
モーション及び販売のみを目的として知的財産を使用する限定的で取消可能な非
独占的ライセンスを IBO に対して付与します。IBO 契約は、知的財産に対する所
有権又はその他の権利を移転するものではありません。IBO は、事前に ACN か
ら書面による承認を得ない限り、知的財産又は知的財産を含む資料を変更する
ことはできません。ACN ビジネスパートナーが所有する知的財産には、上記と
異なる、又はさらなる要件が適用される場合があります。知的財産の不正使用は、 
IBO 契約の違反です。また、知的財産の不正使用は違法とされる場合があります。
ACN は、本第 6 条により付与される使用権をいつでも通知を要せずして終了させ
ることができ、かかる権利は、IBO 契約の解除の時点で自動的に終了します。
第 7 条　マーケティング及び研修のための資料の使用　各概要書面には、固有の
識別番号が記載されており、IBOは、概要書面を複写その他複製することを禁止さ
れています。IBOは、ACN サービス、ACN 商品及び ACN オポチュニティのプロモー
ション又は販売並びに他の IBO の研修を行うにあたり、ACN が作成又は承認した
印刷資料及び電子的資料のみを使用することができます。IBO は、マーケティン
グ資料又は研修資料（ACNとIBO のいずれが作成したものであるかを問わず）の
販売又は再販により利益を得ることはできませんが、IBO は、かかる資料に関して、
IBO の直接負担した費用を回収することのみを意図した額を請求することができま
す。IBO は、ACN が提供する資料に含まれているもの又はその他 ACN が承認す
るものを除き、ACN 又は ACN ビジネスパートナーを代理して、ACN オポチュニティ、
ACN 商品又は ACN サービスに関するいかなる表明、品質保証又は保証も行うこ
とはできません。
第 8 条　ACN サービス、ACN 商品及び ACN オポチュニティのプロモーション
IBO は、ACN サービス、ACN 商品及び ACN オポチュニティのプロモーションに際
し、直販及びネットワークマーケティングのみを用いることができます。IBO は、最
高の倫理基準並びにすべての適用法令及び規則を遵守しなければなりません。IBO
は、IBO の活動に適用される、市区町村、都道府県及び国レベルのすべての法令、
規則及び業界規範並びに ACN及びACN ビジネスパートナーから伝達された適用あ
るポリシーを遵守する責任を負います。IBOは、以下の事項を遵守しなければなりま
せん。（なお、本規定は、上記の一般性を限定する趣旨のものではありません。）（a）
勧誘に先立って、見込みカスタマー及び IBO 候補に対して、自らの法律上の氏名又
は正式名称を名乗り、自らが ACN IBO であること、ACN の商品及びサービスの購入、
あるいは、ACN ビジネス・オポチュニティへの勧誘を行う目的であることを明らか
にすること。（b）ACN、ACN サービス及び ACN 商品の条件及び価格並びに ACN

オポチュニティに関する完全かつ真実である明確な情報を提供すること。（c）誤解
を招く、欺罔的な、又は不公正な販売慣行を用いず、また ACN 商品、ACN サービス、
ACN オポチュニティ、ACN 又は ACN ビジネスパートナーに関する虚偽の、誤解を
招く、又は誇張された主張（これには、ACN サービス、ACN 商品、特定負担、特
定利益、解除その他の重要事項に関する誤解を招く表示、重要事項の遺漏、不確
実な事項に関する断定的な意見の提供及びこれらの行為への関与が含まれますが、
これらに限定されません。）をしないこと。（d）ACNサービス、ACN商品及び ACN オ
ポチュニティに関する主張は、公式の ACN 資料に含まれているか、その他ACNが
承認するものに限定して行うこと。（e）IBO候補に対して、必要書類（ACN より提供
された概要書面の原本を含みます。）を提供し、クーリングオフの権利について告知
すること。ACN 商品を ACN からオンラインで購入するのではなく、IBO から直接購
入するカスタマーに対して、必要な書類（特定商取引に関する法律第 4 条に基づく
法定書面を含みます。）の写しを提供し、当該カスタマーに対してクーリングオフの
権利並びに返品及び返金の権利について告知すること。被勧誘者を威迫し、又は困
惑させる態様で勧誘を行わないこと、また勧誘をする目的である旨を告げずに、公
共の場において被勧誘者を誘引し勧誘を行う行為をしないこと。（f）他の IBO 又は
カスタマーによる解除の権利（クーリングオフの権利を含みます。）の行使を妨げな
いこと。
IBO は、ACN サービス及び ACN 商品のプロモーション及び販売を行う際は、見込
みカスタマーが発注をする前に、購入しようとしている ACN サービス又は ACN 商
品の条件及び価格表を検討する機会を得られるようにする必要があります。カスタ
マーは、ACN に対してオンラインで発注し、又は IBO に対して直接発注することが
できます。IBO は、ACN サービス又は ACN 商品を ACN からオンラインで購入する
カスタマー以外のカスタマーに対して、すべての必要な法定書面及び情報を購入
時に提供しなければなりません。IBO は、当該カスタマーが ACN 商品を受領した
日又は必要な法定書面を受領した日のいずれか遅い日から 30 日間は、カスタマー
契約を解除し、ACN 商品を返品し、全額返金を受ける権利を有することを同人に対
して具体的に告知しなければなりません。IBO は、すべての適用法令及び ACN の
カスタマー返品ポリシーに従って、かかる返品を受付け、速やかに必要な返金を行
うものとします。IBO は、ACN オポチュニティのプロモーション及び販売を行う際は、
IBO 候補が申請書を提出する前に、固有の ACN ビジネス ID 番号が記載されている
概要書面の原本の交付を受け、それを読む機会を与えられるようにします。IBO は、
IBOとしての成功は、カスタマーに対するACN サービス及び ACN 商品のプロモーショ
ン及び販売の成功次第であることを IBO 候補に知らせなければなりません。IBO は、
IBO 候補が具体的な収益、利益若しくは事業の成功を得られ、若しくは得るであろ
うこと、又はかかる収益、利益若しくは事業の成功の達成が容易であることを、直
接間接を問わず、表明、約束又は保証してはなりません。
第 9 条　倫理・法令遵守　ACN サービス、ACN 商品及び ACN オポチュニティの
プロモーション及び販売は、市区町村、都道府県及び国の行政当局の規制に服し
ます。IBO は、ACN サービス、ACN 商品及び ACN オポチュニティのプロモーショ
ンを行うにあたり、すべての適用法令、条例、規則及び規程を遵守しなければな
りません。この義務には、以下のものが含まれますが、これらに限定されません。（a）
ACN サービス、ACN 商品及び ACN オポチュニティのプロモーション及び販売に
適用されるすべての法令、規則及び業界規範（消費者保護、直販、遠隔販売、電
気通信及びデータ保護に関する規則を含みます。）を遵守すること（b）IBO が事
業を行うことを選択した国において要求される許認可、業務免許又は登録（査証
及び労働許可を含みます。）を取得すること（c）IBO の事業の運営に関して、正
確で完全な記録（注文書、請求書及び領収書等）を維持すること（d）租税（個
人・法人所得税、国・地方の法人事業税及び日本の消費税を含みます。）、政府の
手数料及び社会保障拠出金（社会保険及び年金等）の適正な査定及び支払いを
確保するために必要なすべての登録、届出及び提出を行うこと　ACN は、IBO に
よる本第 9 条の遵守を確認するため、IBO 契約期間中あるいは IBO 契約の終了の
2 年後までは、いつでも IBO に対して書類又は情報を請求することができます。
第 10 条　報酬の獲得　IBO は、IBO 及び当該 IBO のダウンラインによる ACN サー
ビス及び ACN 商品の売上、並びにカスタマーによるかかる ACN サービスの利用
に基づき、その時点における最新のコンペンセーション・プランに従って、報酬
及び資格を獲得し、より高いポジションに昇格することができます。IBO は、IBO
がカスタマーに対する ACN 商品及び ACN サービスの販売に最も注力しなけれ
ばならないこと、並びに IBO としての成功が IBO 自身の努力と能力により決定さ
れ、IBO に対する具体的な収益、利益又は事業の成功の保証はなく、場合によっ
ては損失が生じることを了解し、確認します。IBO は、ACN と他の IBO のいずれも、
具体的な収益、利益又は事業の成功を約束又は保証していないことを確認します。
いかなる報酬も、ACN オポチュニティのプロモーション又は新たな IBO のリクルー
ト若しくはそのスポンサーとなることによって得られるものではありません。IBO は、
ACN が IBO に対する事前の変更通知（ACN のウェブサイトに変更を掲載すること
を含みます。）によって、いつでもコンペンセーション・プランを変更できることに
明示的に同意します。 
第 11 条　報酬の支払い　ACN は、コンペンセーション・プランに基づいてなさ
れる支払いに関する明細書を作成し、関連する報告期間の終了後に IBO に対して
かかる明細書を発行します。IBO は、かかる明細書を検討し、誤りがあれば速や
かに報告します。
IBO は、コンペンセーション・プランに基づき支払いを受ける資格を得るためには、
自らが（i）かかる報酬の支払い予定日現在、ACN のシステム上で「アクティブ」
な IBO ステータスを有しており、レベニュー・ホールド・ステータスにないこと、（ii）
有効な銀行口座番号その他必要な情報の提供に関して適用ある ACN の要件をす
べて満たしていること、（iii）IBO 契約を遵守していることが必須です。IBO は、自
らの氏名／名称、住所、その他支払いに影響を及ぼし得る事項の変更がある場合
は、速やかに ACN に通知します。かかる情報を提供しない場合は、支払いが遅
延する可能性があります。
第 12 条　IBO 契約の終了、返品　貴殿あるいは貴社は、いつでも IBO 契約を解
除することができます。貴殿あるいは貴社の返品の権利及び解除時に受け取る返
金額は、貴殿あるいは貴社による解除がクーリングオフ期間中であるか、その後
であるかによって異なります。また貴殿あるいは貴社は、IBO 契約を解除するか否
かにかかわらず、貴殿あるいは貴社が購入した ACN サービス又は ACN 商品を解
約又は返品することができます。この場合、貴殿あるいは貴社が返金を受ける権
利を有するか否かは、返品又は解約がどの時点で生じるかによります。
第 12 条 1 項　クーリングオフ期間中の IBO による解除　原則として、IBO による
契約書面の受領日、製品またはサービスの購入・受け取りが最初に行われた日の
どちらかの遅い方を起算日として（あるいは、ACN 又は他の IBO の不実告知又は
威迫により IBO のクーリングオフ行使が妨害された場合は、かかる不実告知又は
威迫の解消のための書面を IBO が受領した日）から 20 日間 ( 詳細は、方針・手
続書をご確認ください。「クーリングオフ期間」）、IBO は、クーリングオフを行使
する旨の通知を、クーリングオフ期間の満了前に発送することにより、IBO 契約を
解除することができます。IBO がクーリングオフ期間内に IBO 契約を解除する場合
は、（i）ACN は、IBO が入会金として支払った額を返金し、（ii）IBO が一定の期
間についての利用料金を支払うことにより ACN ビジネスツールを購入したときは、
ACN は、かかる継続利用を自動的に解約するとともに、IBO がそのために支払っ
た額を速やかに返金し、（iii）IBO がクーリングオフ期間内に購入した ACN 商品又
はその他の ACN ビジネスツールは、ACN が返品の送料を負担し、IBO がそのた
めに支払った額を速やかに返金します。クーリングオフの通知は、通知発送日に
効力を発します。
第 12 条 2 項　クーリングオフ期間後の IBO による解除　クーリングオフ期間の経
過後であっても、貴殿あるいは貴社はいつでも IBO 契約を解除できます。その場合、 
ACN は、（1）貴殿あるいは貴社が入会金として支払った全額（当初期間中の解除
のとき。）、又は、更新料（更新期間中の解除のとき。）を返金し、（2）一定の期
間についての利用料金を支払うことにより購入された ACN ビジネスツールを自動
的に解約するとともに、前払い対象期間のうち、解除日現在残存している部分ある
いは未修了トレーニング部分に相当する支払額を返金し、（3）貴殿あるいは貴社
が ACN 商品又はその他の ACN ビジネスツールの返品を希望する場合は、貴殿あ
るいは貴社は、返品される物品の購入価格の返金を受けます（ACN 商品又はそ
の他の ACN ビジネスツールが、（i） 未使用であること（又は販売員等が使用させ
たものであること） 、（ii）解除前 12 か月以内に購入されたものであること、及び（iii）
再販売されておらず、 貴殿あるいは貴社の責めに帰すべき事由により滅失ないし毀
損されてもいないこと、を条件とします。）。貴殿あるいは貴社は、当該 ACN 商品
及び ACN ビジネスツールを、当初受領した時と同じ状態で、貴殿あるいは貴社の
危険及び費用により、速やかに ACN に返品しなければなりません。ACN は、（a）
貴殿あるいは貴社が当該 ACN 商品に関して受領した報酬（もしあれば）の額、（b）
貴殿あるいは貴社が ACN に対して支払うべきその他の額（もしあれば）、及び（c）
返品される物品の購入価格の 10% 相当の取扱手数料の額を貴殿あるいは貴社に
対する返金額から控除します。
第 12 条 3 項　契約解除を伴わない ACN 商品及び ACN ビジネスツールの返還　
貴殿あるいは貴社のポジションを解消することなく、貴殿あるいは貴社が購入した
ACN 商品又は ACN ビジネスツールを交換し、又は返品して返金を受けるために

は、（1）貴殿あるいは貴社は、購入から 30 日以内に、貴殿あるいは貴社の費用
において当該物品を返還しなければならず（物品に欠陥がある場合を除きます。）、

（2）当該物品が、貴殿あるいは貴社により当初受領された時と同じ状態で、ACN 
により受領されなければなりません。税額分は返金の対象となりますが、配送料
は、損傷、欠陥又は ACN の誤りによる返品の場合を除き、返金の対象となりませ
ん。ACN は、貴殿あるいは貴社が当該 ACN 商品に関して受けた報酬（もしあれば）
の額を貴殿あるいは貴社に対する返金額から控除します。また貴殿あるいは貴社
は、貴殿あるいは貴社の個人カスタマーからの返品として貴殿あるいは貴社が受
付けた ACN 商品を貴殿あるいは貴社の費用により返品し、それと引換えに、同等
の代替品を受け取ることができます。
第 12 条 4 項　ACN ビジネスパートナーから購入したサービスの IBO による解約
　ACN ビジネスパートナーから購入したサービスの解約及び関連する商品の返品
に関する貴殿あるいは貴社の権利は、当該購入に適用されるカスタマー契約、並
びにかかるカスタマー契約に記載されたクーリングオフ、解約及び返品の権利に
関する規定により規律されます。
第 12 条 5 項　ACN による IBO 契約の解除　ACN は、IBO が IBO 契約に違反した

（方針・手続書の違反による場合を含みますが、これに限定されません。）場合は、
合理的な通知を行うことにより、IBO 契約を解除することができます。但し、ACN
は、違反が繰り返された場合又は重大な違反の場合には、事前に通知することな
くIBO 契約を即時解除する権利を留保します。上記の場合、IBO は、第 12 条 2 項

（3）の規定に従って ACN 商品又は ACN ビジネスツールを返品することができます。
第 13 条　終了後の義務　IBO は、IBO 契約の終了の時点で、IBO 契約上の義務を
すべて免れます。但し、（a）IBO に対してなされた支払いに関する債務、（b）第 12
条に基づく返金の対象とならないか返品されない ACN 商品、ACN サービス又は
ACN ビジネスツールに関する IBO の未払い額、並びに（c）第 12 条 1 項、第 12 条
2 項、第 12 条 4 項、第 12 条 5 項、第 15 条から第 20 条、第 24 条、第 26 条、第
27 条及び本第 13 条の IBO 契約終了後に関する規定を除きます。
第 14 条　契約の更新　IBO は、契約期間の満了時に更新手続を行い、更新料を
支払うことにより、自らのディストリビューターシップの更新を請求することができ
ます。TT 以上の IBO もディストリビューターシップを更新するには再資格認定オン
ライントレーニングを修了する必要があります。IBO が更新を行わない場合、IBO
契約は（適用されるべき猶予期間がある場合はそれを条件として）契約期間の末
日に終了し、IBO は IBO 契約上のすべての権利（将来の報酬の受領権を含みます。）
を喪失します。
第 15 条　責任　貴殿あるいは貴社は、IBO としての自らの作為及び不作為につい
て責任を負います。貴殿あるいは貴社が ACN のイベント、活動、研修その他の集
まりに参加することを選択し、又は ACN の設備若しくは施設を使用することを選択
する場合、貴殿あるいは貴社は、自らの責任においてそれを行うものとします。貴
殿あるいは貴社は、貴殿あるいは貴社が ACN 商品、ACN サービス及び ACN オ
ポチュニティ又はそれらの条件を変更することを認められていないこと、並びにか
かる変更により生じた損害に関して ACN が貴殿あるいは貴社に対する責任を負わ
ないことを了解し、これに同意します。IBO 契約に従って、ACN オポチュニティの
公正さを維持するために合理的に必要であると ACN がみなす場合には、ACN が
受注を拒絶し、又は IBO の販売組織若しくはカスタマーリストを変更することがで
きること、及びそれによって生じる損害に関して ACN が貴殿あるいは貴社に対す
る責任を負わないことを貴殿あるいは貴社は了解し、これに同意します。
第 16 条　忠実義務　IBO 契約の契約期間中及びその終了後 1 年間は、IBO は、
直接間接を問わず、以下の行為をしてはなりません。（a）他の ACN IBO（アクティ
ブであるか非アクティブであるかを問わない。）に対して、他社が提供する直販ス
キーム（当該他社が提供する商品及びサービスが ACN サービス及び ACN 商品と
類似しているか否かを問わない。）への参加を勧誘、推奨又は誘引すること　（b）
類似のサービス又は商品の供給業者にカスタマーを移動させ、又はカスタマーが
移動するように仕向けるための措置を講じること（当該 IBO が当該カスタマーに対
して ACN サービス又は ACN 商品のプロモーションを行ったか否かを問わない。）
第 17 条　秘密保持　IBO は、ACN、ACN グループ及び ACN ビジネスパートナー
の専有的な秘密のデータ又は情報であって、公知でないもの又は各々の競合者に
開示されていないもの（知的財産並びに ACN 商品、ACN サービス、カスタマー、
IBO、アップライン及びダウンラインに関する情報を含みますが、これらに限定さ
れません。「秘密情報」）を受領する場合があります。IBO は、秘密情報を極秘と
して保護するものとし、IBO が知得しうる秘密情報を、ACN が書面により明示的に
承認する目的以外に、直接間接を問わず、使用し、又は他者に開示若しくは漏洩
してはなりません。IBO は、ACN に損害を与えうる態様で秘密情報を使用してはなり
ません。IBO は、この秘密保持及び非開示に関する合意がなければ、ACN は IBO
に対して秘密情報を提供しないはずであることを確認し、これに同意することとします。
第 18 条　個人情報　ACN は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第
57 号。その後の修正部分を含みます。以下「法」という。）の範囲内で、ACN の
プライバシー・ポリシーの規定に従い、IBO から個人情報を収集し、これを保持
及び加工します。貴殿あるいは貴社は、貴殿あるいは貴社の IBO としての活動の
結果として、カスタマー及び他の IBO の個人情報を入手することがあります。IBO は、
かかる個人情報を第 17 条に定められる秘密情報として扱い、法（関連するガイド
ラインを含みます。）及び IBO 契約に従って処理します。IBO は、ACN 又は ACN
ビジネスパートナーが要求するプライバシーに関する情報又は書類を見込みカス
タマー及び IBO 候補に対して提供します。
第 19 条　IBO による IBO 契約の違反　IBO による IBO 契約の違反（方針・手続
書の違反や、コンペンセーション・プランの悪用の試みを含みます。）は、IBO 契
約の違反とみなされ、それにより IBO は、方針・手続書に基づく法的措置、懲戒
処分及びコンプライアンス手続の対象となることがあります。IBO は、コンプライ
アンス上の調査が継続している間は、自らのディストリビューターシップが ACN に
よって停止される場合があることを了解し、これに同意します。IBO は、かかる調
査の進行中は、最終的な解決に至るまで、IBO 契約に基づくACN から当該 IBO
に対する支払いが留保される場合があることに同意します。ACN は、ある IBO が
IBO 契約に違反したと判断した場合は、IBO 契約を解除し、IBO のポジションを非
アクティブにすることができます。その場合、当該 IBO は、それ以降、いかなる種
類の報酬も受ける権利を有しません。IBO は、自らの IBO 資格が剥奪され、又は
IBO 契約が解除された場合は、ACN の IBO であると称することを直ちに止めなけ
ればなりません。
第 20 条　完全合意　本 IBO 契約は、IBO と ACN の間の完全なる合意を構成します。本
契約に関していずれかの者によりなされたいかなる連絡、表明、取決め、明示・黙示の
保証及び条件提示は、書面によると口頭によるとを問わず、明示的に除外される。
第 21 条　変更　ACN は、IBO 契約を随時変更することができます。IBO は、IBO
となるための申請書を提出することにより、IBO 契約の条件（随時変更される部分
を含みます。）に同意することとします。かかる変更の後、IBO が IBO としての地位
を維持し、コンペンセーション・プランに基づき報酬を受領するためには、 IBO が
変更後の条件の遵守に同意することが条件となります。変更後の条件は、変更の通
知（変更後の IBO 契約を ACN のウェブサイトに掲載することによりなされるものを
含みます。）により開示されます。
第 22 条　通知　IBO 契約又は法により別段明示的に規定されていない限り、IBO 契約
に基づく通知は、書面によるものとし、通知の相手方が指定する住所宛てに郵便又は電
子メールアドレス宛てに電子メールにより送付しなければなりません。ACNは、IBOがファ
クシミリ番号を提供している場合に限り、ファクシミリにより送付することもできます。
第 23 条　譲渡　IBO 契約は、ACN 及び IBO の各々の相続人、承継人及び譲受
人を拘束し、これらの者の利益のために効力を生じます。ACN は、ACN グループ
の他の構成企業又はその事業に対する権利の承継人に対して、いつでも IBO 契約
を譲渡することができます。IBO は、事前に ACN の書面による同意を得ない限り、
IBO 契約の権利義務又は IBO としての地位を譲渡又は移転してはなりません。
第 24 条　分離可能性　管轄を有する当局により、IBO 契約のいずれかの規定の
一部又は全部が、理由の如何を問わず、無効又は執行力を欠くと判断された場合
であっても、残りの規定は影響を受けず、当該無効又は執行力を欠くとされた規
定は、有効かつ執行可能なものにするために必要な限度において修正されます。
第 25 条　メディアとの接触　IBO は、事前に ACN の書面による承認を得ない限り、
ACN 若しくは ACN ビジネスパートナーを代理して、いかなる紙媒体、ラジオ、テ
レビ、インターネット又はその他のメディアとも接触してはなりません。ACN に関
してメディアから問い合わせを受けた場合は、ACN に照会しなければなりません。
第 26 条　放棄　ACN は、その単独の裁量により、自らが利用することのできる救
済を行使し、IBO 契約及びすべての適用あるポリシーの遵守を IBO に対して要求
する権利を留保します。ACN が権利及び救済を行使せず、又は遅延した場合であっ
ても、権利又は救済を放棄したことにはなりません。
第 27 条　準拠法及び裁判地の選択、紛争解決　IBO 契約には、日本法が適用さ
れるものとします。IBO 契約に起因若しくは関連して、又は ACN と IBO の間のそ
の他の契約に関連して生じる紛争の解決については、東京地方裁判所を第一審の
専属的管轄裁判所とします。

【ACN 一 般取引条 件 書】

ACNジャパン合同会社　〒 105 - 0 013 東京都港区浜松町 1-10-17　KOYO BUILDING
代表社員：エーシーエヌ・ヨーロッパ・ビーブイ  /  職務執行者：ジョナサン・ヒューイット

＊ 概要書面・契約書面ではありません。
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