
ビジネス会員様　各位

【重要】レイラインマーケティングプラン変更一覧

記

◆メンバーカテゴリー変更によるメンバー特典内容早見表

2017年3月30日
レイライン株式会社
〒105-0012
東京都港区芝大門1-6-6
芝大門ヤマトビル6Ｆ
TEL：03-6809-2178

 メンバーカテゴリー 登録料 製品価格 ボーナス 特定負担 追加購入

愛用メンバー 2,000 メンバー価格 なし なし 10,000Ｐ以上から

セミビジネスメンバー 4,000 メンバー価格 あり 10,000Ｐ/月 10,000Ｐ以上から

ビジネスメンバー 60,000 メンバー価格 あり 20,000Ｐ/月 20,000Ｐ以上から

 メンバーカテゴリー ギフトチケット キャンペーン 初回ＢＣ登録 ＷＥＢサービス
愛用メンバー あり あり なし なし
セミビジネスメンバー あり あり なし 任意
ビジネスメンバー あり あり あり 必要

メンバーカテゴリー メンバーカテゴリー降格条件

愛用メンバー 最終購入月以降6ヶ月の間1回の購入で5,000Ｐ以上の購入がない場合

セミビジネスメンバー 月の購入が10,000Ｐ未満の場合

ビジネスメンバー 月の購入が20,000Ｐ未満の場合

◆新マーケティングプラン変更開始日
2017年5月1日から変更開始

拝啓　皆様におかれましては、ますますご壮健のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配賜り厚く御礼
申し上げます。
　さて、メンバー様のレイラインビジネス活動をより活発化できるよう、レイラインマーケティングプラン及び
サービス内容を2017年5月1日より変更させて頂くこととなりました。
　変更内容を簡略ではございますが下記の通りまとめさせて頂きましたので、ご確認くださいます様お願い申
し上げます。
　なお、詳細につきましては同封しております別紙「概要書面」をご参照ください。
　メンバー様には大変ご面倒をおかけいたしますが、従業員一同、より一層皆様へのサポート体制及びサービ
ス向上に努めてまいりますので、何卒変わらぬご愛顧を賜ります様お願い申し上げます。

敬具
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スタートアップボーナス
紹介者 愛用メンバー セミビジネスメンバー ビジネスメンバー パートナーズショップ

セミビジネスメンバー
ビジネスメンバー

◆ＢＣ名称について
現在ＢＣ001が本登録のポジションとなっておりますが、本登録ポジションは本店(ＢＣ000)に変更となり、
本店以外のＢＣを支店(ＢＣ001～ＢＣ012)となります。
なお、ＢＣ名称変更に伴いＢＣ002以降登録している方はそれぞれ001ずつ登録数字が変更となります。
例) (現在)ＢＣ002→(変更後)ＢＣ001
 (現在)ＢＣ003→(変更後)ＢＣ002

※ご注文の際はＢＣ記載に気を付けてください※ 
メンバーカテゴリーについては「ＢＣ」毎で判別を行います。
本店(ＢＣ000)がビジネスメンバーであっても支店(ＢＣ001など)が全てビジネスメンバーとはなりません。

【1. 初回登録後及び降格後のカテゴリー変更に伴う手数料】
愛用メンバーからビジネスメンバー 22,000円(税込)
セミビジネスメンバーからビジネスメンバー 20,000円(税込)
愛用メンバーからセミビジネスメンバー 2,000円(税込)
※登録カテゴリー変更についてのスタートアップボーナスは発生しません。
※カテゴリー変更申請は書面到着後「当月から」の変更となります。セミビジネスメンバーへ変更の場合
は10,000Ｐ、ビジネスメンバーへ変更の場合は20,000Ｐを変更当月中に自己購入する必要があります。

リーダーシップボーナスリーダーランク条件
 資格 少ない片側の必要ポイント 直接紹介者人数

 Cランク 12万ポイント以上 2名以上

 Bランク 24万ポイント以上 4名以上

 Aランク 48万ポイント以上 8名以上

 Sランク 96万ポイント以上 12名以上

紹介者
メンバーカテゴリー

セミビジネスメンバー

ビジネスメンバー

リーダーシップボーナス(リーダーランク)

2次紹介

1次紹介

2次紹介

1次紹介

 Cランク Bランク Aランク Sランク

 25％ 30％ 30％ 30％

 上限25万円/人 上限60万円/人 上限60万円/人 上限60万円/人

 × 10％ 15％ 15％

 × 上限15万円/人 上限30万円/人 上限30万円/人

 30％ 50％ 50％ 50％

 上限25万円/人 上限60万円/人 上限60万円/人 上限60万円/人

 × 10％ 15％ 20％

 × 上限15万円/人 上限30万円/人 上限30万円/人

メンバーカテゴリー サイクルボーナス タイトルボーナス プレジデントボーナス

セミビジネスメンバー 5,000円 各タイトル1口 1口

ビジネスメンバー 6,000円 各タイトル2口 口数2倍

◆メンバーカテゴリーによるマーケティングボーナスプラン詳細早見表

2,000円
2,000円

2,000円
3,000円

10,000円
20,000円

30,000円
50,000円
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※降格などでカテゴリーが変更となった場合、再度変更する際は毎回カテゴリー変更手数料がかかります。
【2. ビジネスメンバーへカテゴリー変更を行う条件】
降格や昇格などによってビジネスメンバーに変更する場合は、下記の3つのうちいずれかの場合に限ります。
①、初回メンバー登録の際「ビジネスメンバー登録」を行い「ビジネスメンバー登録料」を支払った方でカテ
　　ゴリー変更手数料を支払った場合
②、L1スター以上のタイトルを達成した方(ＢＣ毎)でカテゴリー変更手数料を支払った場合
③、①又は②の条件に加え、当月中に直接紹介登録を2名以上行った場合
※③の場合は当月中に新規直接紹介者(愛用メンバー、セミビジネスメンバー、ビジネスメンバーのいずれか)を
2名紹介し、ビジネスメンバー変更申請される方(③場合カテゴリー変更手数料は無料となりますが、申請後
「翌月」よりビジネスメンバーとなります。翌月より20,000Ｐの自己購入がない場合は降格となります)
【3. ショッピングメンバー廃止】
現在のショッピングメンバーは自動的に愛用メンバーへ変更となります。
システム変更時より最終購入月以降6ヶ月の間に1回のご注文で5,000Ｐ以上の購入がない場合「自動退会」とな
ります。
※現在のショッピングメンバーが愛用メンバーに変更になった方に関して「自動退会のお知らせハガキ」は発
送しません。
【4. カテゴリー降格条件】
降格はビジネスメンバー　→　セミビジネスメンバー　→　愛用メンバー　→　自動退会の順番で降格します。

①ビジネスメンバー 月の自己購入が20,000Ｐ未満の場合、ビジネスメンバーとしての資格が喪失
し、「セミビジネスメンバー」に降格されます。

②セミビジネスメンバー 月の自己購入が10,000Ｐ未満の場合、セミビジネスメンバーとしての資格が
喪失し、「愛用メンバー」に降格されます。

③愛用メンバー 最終購入月以降6ヶ月の間で購入ポイントが1回のご注文で5,000Ｐ未満の場合
メンバー自動退会となります。

④メンバー自動退会 自動退会になった場合、再度メンバー登録するには、新規お申し込みが必要で
す。メンバー登録を行わず製品を購入する場合は希望小売価格での提供となり
ます。

※カテゴリーの降格は毎月末日が期限となり、降格となった場合当月集計ボーナスから適応となります。
※ビジネスメンバーが10,000Ｐ未満は「愛用メンバー」に降格となります。
※ＢＣごとの判別となります。
【5. 登録料に関わる同封書類及び特典】
・愛用メンバー(登録料2,000円(税込))※登録の際は登録料のほか10,000Ｐ以上の購入が必要です。
同封書類：愛用メンバー登録特典ギフトチケット1枚、カタログ、手続きマニュアル、各種申請書類
※同封書類は予告なく変更になる場合があります。
・セミビジネスメンバー(登録料4,000円(税込))※登録の際は登録料のほか10,000Ｐ以上の購入が必要です。
同封書類：カタログ、手続きマニュアル、レイパック2セット、各種申請書類
※同封書類は予告なく変更になる場合があります。
・ビジネスメンバー(登録料60,000円(税込))
製品：ジェル、ライブラ、クレンジング、ＵＶ、石鹸、パック、ローション各1個
ポイント：30,000Ｐ
同封書類：カタログ、手続きマニュアル、レイパック2セット、各種申請書類
※同封書類及び製品は予告なく変更になる場合があります。30,000Ｐは本店(ＢＣ000)に付与されます。
特典：ＢＣ001、ＢＣ002でビジネスメンバーでの取得権利(ＢＣ001、ＢＣ002の取得は任意です)
【6. 追加特定負担ポイント】
当月自身の追加にて特定負担ポイントを超えた場合、特定負担ポイントを超えたポイントのみ、月末集計で自
身の左右累計ポイントの少ない方に加算され計算されます。(下位の方のポイントは購入時点で計上されます。)

3



※特定負担ポイント製品注文と同時に注文することもできます。
※オートシップにて製品注文している場合で、オートシップ発送日より手前で追加注文する場合は、オート
シップ製品と同梱で前倒しにて発送させて頂きます。
【8. オートシップ発送日について】
オートシップ(定期購入)を行っているメンバー様は、現在メンバー登録を行った日の2日前の発送となっており
ましたが、登録日の発送とさせていただきます。これに伴い、今までご指定ができなかったオートシップ発
送日を選択できるようになります。
※変更がない場合は現在の登録日の状態となり、登録日に発送をさせて頂きます。
※発送日が休業日の場合は前営業日に発送させて頂きます。
※オートシップ自動振替をご利用のメンバー様は振替結果後の発送となりますので、ご了承ください。
変更をご希望の方はレイラインサポート(03-6809-2178)までご連絡下さい。

◆月締め集計
現在週締め(デイサイクル)で集計を行っておりましたが、月1回の集計となります。
月締めに伴い、メンバー様の有効期間は登録日に関係なく、当月分の注文は当月末日までとなります。
例：15日登録日の4月度の場合
現状：4月15日～5月14日　→　変更：4月1日～4月30日

【7. 追加購入可能期間】
追加購入可能期間は、自身の特定負担ポイントを購入した日から当月の間、追加価格で製品の購入ができます。
例)登録日が15日の場合
現状：4月15日～5月14日　→　変更：4月1日～4月30日

 メンバーカテゴリー 毎月の特定負担ポイント

 セミビジネスメンバー 10,000ポイント

 ビジネスメンバー 20,000ポイント

変更後

現状のメンバー様の月度

 3月15日～4月14日 4月15日～5月14日 5月15日～6月14日

 メンバー様の3月度 メンバー様の4月度 メンバー様の5月度

4月 5月

変更後のメンバー様の月度
4月 5月

 4月1日～4月30日 5月1日～5月31日

 メンバー様の4月度 メンバー様の5月度

変更後

5月
現状の追加購入期間

 4月1日～14日 4月15日～30日 5月1日～14日

 ×

4月

追加購入可能期間

5月
変更後の追加購入期間

4月

追加購入可能期間

毎月の特定負担ポイント

4月1日～30日 5月1日～14日

×
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【1. ボーナス集計期間】
毎月当月1日～当月末日の月に1回の集計
【2. ボーナス支払日】
集計月の翌月25日(25日が土日祝祭日の場合は、前営業日となります)
ボーナス発生者は支払事務手数料として毎回800円(税込)を差し引きお振込みとなります。
4月30日までの集計ボーナスについては、現在のマーケティングプランに基づきお支払いさせて頂きます。
(1)2017年4月8日～4月14日対象ボーナス 2017年5月5日支払
(2)2017年4月15日～4月21日対象ボーナス 2017年5月12日支払
(3)2017年4月22日～4月28日対象ボーナス 2017年5月19日支払
(4)2017年4月29日～4月30日対象ボーナス 2017年5月26日支払
(5)2017年5月1日～5月31日対象ボーナス 2017年6月23日支払(25日が休日の為)
※(4)のボーナスについては「2017年4月度月ボーナス」も合算されます。(4)のデイサクルボーナス対象は4月
30日までとなり、5月1日以降のボーナス対象(5)は新マーケティングプランが適用されます。
【3. ポイント集計】
・上限ポイント
毎日のポイントで集計をしておりましたが、月1回の合算での集計となり、ポイントの上限は下記の通りです。
直接紹介者1名 片側上限1,800,000ポイント(最大60サイクル)/月(最大360,000円)
直接紹介者2名 片側上限3,600,000ポイント(最大120サイクル)/月(最大720,000円)
直接紹介者3名 片側上限7,200,000ポイント(最大240サイクル)/月(最大1,440,000円)
直接紹介者4名以上 片側上限14,400,000ポイント(最大480サイクル)/月(最大2,880,000円)
※片側上限を超えた場合ポイントは翌月へ繰越されますが、繰越超過の場合は切捨てとなります。
※直接紹介者がアクティブの場合に限ります。
・ポイント繰越
ポイント集計時、使用されなかったポイントについては翌月へ繰越ができ、繰越ポイントは下記の通りです。
直接紹介者1名 片側繰越上限120,000ポイント
直接紹介者2名 片側繰越上限240,000ポイント
直接紹介者3名 片側繰越上限360,000ポイント
直接紹介者4名以上 片側繰越上限480,000ポイント
※直接紹介者がアクティブの場合に限ります。

◆ボーナスの種類
1. スタートアップボーナス
メンバーを紹介登録する毎に1回のみ支払
2. サイクルボーナス
デイサイクルボーナスから名称が変更となり、少ない方のポイントが30,000ポイントごとに支払
・セミビジネスメンバーは5,000円(税込)
・ビジネスメンバーは6,000円(税込)
3. ギャランティーボーナス
直接紹介アクティブが8名以上の場合、ボーナスが12,000円(税込)に満たない場合、12,000円(税込)までの最低
保証金額をお支払いします。
例)当月ボーナスが5,000円(税込)の場合、12,000円-5,000円で7,000円(税込)のギャランティーボーナス
※ボーナスが12,000円(税込)以上の場合ギャランティーボーナスは発生しません。
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◆パートナーズショップ
1. 登録条件
店舗やサロンをお持ちの方で、屋号での登録(実際に店舗があるか写真の送付)
登録する場合は初回製品購入(パートナーズショップ価格)15万円(税込)分に加え、登録料50,000円(税込)の負担
2. 有効期限
契約後1年毎に更新、契約期間中の年間購入金額が15万円未満の場合は契約解除
※2017年4月30日までに登録頂いたパートナーズショップは年間購入金額による契約解除はありません。

◆WEBサービス
自身の左右のポイントやボーナスの詳細確認ができるWEBサービス
ＷＥＢサービス閲覧はレイラインＨＰ(http://www.leyline-jp.com/)ユーザーログインから閲覧できます。

※閲覧には自身のＩＤとパスワードが必要です。パスワードが不明な場合はお問合せ下さい。
・セミビジネスメンバー 任意(登録された場合毎月500円(税込)の利用料がかかります)
・ビジネスメンバー 自動登録(毎月500円(税込)の利用料がかかります)

以上

ご不明な点等ございましたらレイラインサポートまでご連絡下さいます様お願いいたします。
レイラインサポート　03-6809-2178(平日10：00～17：00)

4. リーダーシップボーナス
1次紹介者、2次紹介者の受取ったサイクルボーナス金額を自身の取得割合条件に応じて割合を支払
※取得条件、割合が変更となりました。 詳細は2ページの表をご覧ください。
5. プレジデントボーナス
直接紹介アクティブ10名ごとに当月会社総売上ポイント(通常ポイントのみ)の3％を達成者で比例分配し支払
※ビジネスメンバーは口数が2倍となります。
6. タイトルボーナス
タイトル保持者ごとに当月会社総売上ポイント(通常ポイントのみ)の1％を各タイトル達成者で比例分配し支払
※ビジネスメンバーは各タイトル2口となります。
自身のタイトル取得資格は毎月集計され、当月資格のあるタイトル保持者のみボーナスが発生します。タイトル
資格条件に満たない場合タイトルボーナスは発生しません。

 L1スター 50万ポイント以上 2名以上 1％

 L2スター 100万ポイント以上 4名以上 1％

 L3スター 200万ポイント以上 6名以上 1％

 L4スター 500万ポイント以上 8名以上 1％

 チーム5スター 1,000万ポイント以上 10名以上 1％

 タイトル 少ない方のポイント 直接紹介者 割合

6


