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日々の生活を過ごす中で、ふとした瞬間に感じる幸せ。

愛する人への想い、子供の成長、仕事の達成、・・・

心が豊かになる瞬間、そこには必ず笑顔があります。

しかしそれには、健康であることが大前提なのです。健康を手に入れている時にはわからない、

当たり前のことも、日々の生活習慣によっては知らないうちに失われてしまいます。

すぐに症状が現れるのであれば誰もがすぐに改善できるけれど、なかなかそうはいきません。

体の健康、お肌の健康、心の健康、どれも日々の蓄積で、気づかないうちに少しずつ、少しずつ

崩れていってしまうことが大半です。だからタチが悪いのです。

だからこそレイラインは、その“少しずつ”を意識し、メンバー様の健・幸・美と笑顔が続くサポートをしたい

レイラインの掲げる“大地と共に美しく生きる”、現代社会において決して簡単ではないけれど

とてもシンプルな考えです。

皆様の笑顔の為に少しでもお役に立てれば幸いです。

はじめまして

レイライン株式会社
代表取締役

沖中 郁美
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ＬＥＹＬＩＮＥ（レイライン）とは、古代遺跡やパワースポットを繋いで

描かれる直線のことで、神秘的な力が宿ると言われています。

ＬＥＹＬＩＮＥの「レイ」には二つの思いが込められています。

①　Living with Earth Yield（リビング ウィズ アース イールド）

「地球がもたらす恵と共に生きる」をテーマに、

できる限り自然な形で大地の恵みを製品に取り入れていくこと。

②　同音の言葉で光を意味する Rey
ありふれた製品ではなく、こだわりぬいた光放つ一品を作ること。

そしてレイラインの商品でメンバー様に輝いてもらいたい。

そんな願いが込められています。

ＬＥＹＬＩＮＥ　ＳＴＯＲＹ
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レイラインが選ばれる３つの理由

1 　妥協なしの製品づくり

メンバー様に安心をお届けるために天然素材を自社で厳選。

唯一無二の原料を発掘し製品に取り入れています。

余分なものは一切入れず、高品質な製品のみお届けしています。

2　　業界一のボーナスプラン

レイラインのボーナスプランは業界最高クラスの還元率を誇っています。
お金をかけて会社を派手に装うのではなく、会社は運営コストを徹底削減。

少しでも多くの売上を成果に応じてメンバー様に還元いたします。

3　　メンバー様と共に

レイラインでの活動を応援するため、マガジンの発行、ブログ、ラインなどでサポート。

キャンペーン企画が盛りだくさん。メンバー様とより近い距離で共に活動していきます。
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シングルマザーを応援しています。

私たちは日本シングルマザー支援協会に加盟しております。

仕事と育児の両立。働くシングルマザーの方は、日本で一番忙しいかもしれない。そんな思いから弊社では、

メンバー様の多くが女性ということもあり、女性の自立やコミュニティーづくりをサポートしています。弊社

でも多くの女性が活躍しております。

日本シングルマザー支援協会は、

【お金を稼ぐ力を養う】

【共感しあえるコミュニティ】

【再婚という幸せ】の

３つの柱を実現します。
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レイライン製品の基本 ＮＡＴＵＲＥＡＳＯＮ
ネ イ チ ャ リ ー ズ ン

「自然のチカラ」を生かす、モノづくりを徹底しています。

「ネイチャリーズン」という言葉は私たちレイラインが

創造した言葉で【自然の摂理】を意味しています。

余分なものを除いて無理なくシンプルに・・・

大地がもたらす恵みをふんだんに取り入れ

ココロとカラダを美しくする。

「10 年先のカラダが喜ぶもの」をお客様にお届けしたい

という想いが込められています。

心と体を根本的な部分からサポートし、

バランスのとれたモノづくり、カラダづくりを追及しています。
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腸内年齢＝肌年齢

10 年後も美しく

Inline インライン

Outline アウトライン

睡眠・運動・食生活

美肌をつくる

美肌を保つ
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▼こんな方にお使いいただいています。

腸内フローラを整える大地のサプリメント

ライブラ （ソフトカプセルタイプ）　栄養機能食品（鉄）

歴史と実績に基づいた
11種類の原料を
ふんだんに使用

ＮＡＳＡが宇宙食として
採用している

「マカ」

豊富な食物繊維が
腸内環境をサポート

 内容量  ：39.78g（221mg×180粒）

 一般小売価格  ：15,000円（税抜）

 メンバー価格  ：12,000円（税抜）
   （最大40%OFF）

   　10,000Ｐ

製品情報

1

相性を考え抜いた
独自の配合バランス

・　腸内環境を整えたい

・　バランスのいい食事が摂れない

・　階段の昇り降りがつらい

・　年齢に関係なくアクティブに活動したい

Inline インライン
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Outline アウトライン

天然鉱石配合！

レイラインオリジナルスキンケア

エルーディアの全製品に配合されている“天然鉱石”は
日本の特定の地域でしか採取できない貴重な鉱石を使用しています。

３つの特徴 お肌への期待

優良製品推奨証

遠赤外線平均放射率92.2％

半永久的に放射

保水力が高まる事で乾燥を防ぎ、

お肌のキメを整える。

美容成分を表皮にまで届かせ、

肌荒れを防ぐ。

透明感を与え、お肌をなめらかにする。
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▼こんな方にお使いいただいています。

お肌が変わる 植物エイジングケア！

ＥLＵＥＤＩＡ

オールインワンジェル （ポンプタイプ）

 内容量  ：50g

 一般小売価格  ：15,000円（税抜）

 メンバー価格  ：12,000円（税抜）
   （最大40%OFF）

   　10,000Ｐ

枯れない肌をサポート
する注目成分

有機ゲルマニウム

希少性の高い
フランス産

天然ローズを配合

古来から語り継がれる
植物のチカラ

「フィトケミカル」

「夢の成分」と
話題を呼んだ

プリテオグリカン

製品情報

2

・　年齢より若く見られたい

・　お肌にハリを取り戻したい

・　潤いを感じられなくなった

・　シンプルにケアしたい

Outline アウトライン
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製品情報

3

10年後も納得の肌感

ＥLＵＥＤＩＡ

リペアローション（化粧水/スプレータイプ）

優良製品推奨証を取得
・　いつまでも若 し々く輝いていたい

・　お肌のくすみが気になる

・　肌が荒れてつらい

遠赤外線平均放射率
９２.２％を記録 優良製品推奨証を取得

アンチエイジングで注目の
ミネラル「シリカ」

 内容量  ：100ｍl

 一般小売価格  ：8,750円（税抜）

 メンバー価格  ：7,000円（税抜）
   （最大40%OFF）

   　5,000Ｐ

▼こんな方にお使いいただいています。

Outline アウトライン
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製品情報

4

UVなのに膜を感じさせない

ＥLＵＥＤＩＡ

UV下地クリーム（チューブタイプ）

▼こんな方にお使いいただいています。
・化粧下地を使うと厚い膜を感じてしまう

・日焼けによる乾燥が気になる

・使用後、すっきり落としたい

酸化チタン無添加
世界初・特許技術

お肌を守るＵＶカット成分
「シラソーマ」

ノーベル化学賞の注目成分
フラーレン配合

 内容量  ：30g

 一般小売価格  ：6,250円（税抜）

 メンバー価格  ：5,000円（税抜）
   （最大40%OFF）

   　3,000Ｐ

Outline アウトライン
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 内容量  ：120g

 一般小売価格  ：6,250円（税抜）

 メンバー価格  ：5,000円（税抜）
   （最大40%OFF）

   　3,000Ｐ

製品情報
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乾燥しないを実現しました

ＥLＵＥＤＩＡ

ジェルクレンジング （ポンプタイプ）

▼こんな方にお使いいただいています。

6つの無添加※で
お肌の刺激を

徹底ケア

20種類の
植物エキスを
ギュッと凝縮

肌荒れを防ぐ
伝統ハーブ

ローズマリー配合

※防腐剤 合成香料 着色料 アルコール 石油系界面活性剤 鉱物由不使用

・　クレンジングを使うと乾燥する

・　お肌にやさしいケアがしたい

・　ファンデーションのノリが悪い

Outline アウトライン
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年齢肌は洗顔が基本

ＥLＵＥＤＩＡ

フィーリングポイント（手作り石鹸/固形タイプ）

製品情報
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▼こんな方にお使いいただいています。

潤い成分がしっかり残る
コールドプロセス製法

「幻のはちみつ」
百花蜜を

贅沢に配合

肌荒れ、乾燥を防ぐ
薬用植物

トウキンセンカ

・　お肌の乾燥が気になる

・　最近透明感がないような気がする・・・

・　肌荒れが気になる

 内容量  ：85g

 一般小売価格  ：5,625円（税抜）

 メンバー価格  ：4,500（税抜）
   （最大40%OFF）

   　3,000Ｐ

Outline アウトライン
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 内容量  ：100g

 一般小売価格  ：7,500円（税抜）

 メンバー価格  ：6,000円（税抜）
   （最大40%OFF）

   　4,000Ｐ

製品情報
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エステ感を味わえる新感覚パック

ＥLＵＥＤＩＡ

ストレッチパック（チューブタイプ/洗い流すタイプ）

レイライン独占処方

パッティングで
表情筋を和らげる

新感覚パック

「食べられる」を
イメージした

天然処方

日焼けによる
シミ・そばかすを防ぐ
プルーンエキス配合

▼こんな方にお使いいただいています。
・　お肌のたるみ・シワが気になる

・　日焼けによるシミが気になる

・　お肌に潤いを与えたい

Outline アウトライン
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メンバー 4 大特典

1. 割引
全製品20％OFF

2. ギフトチケット
製品と交換

3. らくらくオートシップ
安心・お得

4. 手続き
簡単・便利

・注文の手間なし ・買い忘れなし
・ギフトチケットプレゼント
（ピックアップ製品の追加購入で）

・自動引き落とし
（年間で送料6,000円もお得）

1年間で36,000円もお得！
ギフトチケット４枚で

ジェルクレンジングと交換
5,400円（税抜）

ギフトチケット8枚で
オールインワンジェルと交換

12,000円（税抜）

ライブラ
一般小売価格　
15,000円（税抜）

ライブラ
メンバー価格　

12,000円（税抜）

10,000P購入ごとにギフトチケットプレゼント

毎月、お選びいただいた製品を自動でお届け 面倒な各種変更手続きが電話1本で。

他社にはない独自のサービス！

・　書類不要
・　FAX不要 手間いらず

【例】
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さらに・・・

月10,000P以上購入されると

その月の追加購入　全商品 52％OFF！！
オールインワンジェル 一般小売価格15,000円

7,200円

7,800円もお得に
商品をGET！！
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製品のご注文方法　　お客様に合ったご注文方法をお選びいただけます

【安心】ご自分の予定で製品の到着日を変更可能
【便利】購入忘れでストップすることなく毎月お届け
【お得】追加製品購入時、定期製品と同梱で送料がお得に

1.らくらくオートシップ（メンバー様のみ）

注文要らず。毎月、お選びいただいた製品を自動でお届け

多くのメンバー様から選ばれています

2.お電話でのご注文 3.FAXでのご注文

忙しいあなたでも手間いらず。
最短1分でご注文が可能です。

24時間受付対応。
あなたの時間に合わせたご注文が可能です。

※いつでも中止・再開することができます

おすすめ！

かんたん！
いつでも！

さらに…うれしい特典もご用意しています
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さらに・・・　ＬＩＮＥでもご注文が可能！

ご注文ありがとうございます。
3月 26日発送の定期商品に同梱いたします！

3/23（金）

既読

※1 ご登録方法はメンバーズサイトから
ご確認できます。

※2 各種手続きやお問い合わせにもお使
えいただけます。
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愛用メンバー登録料　2,000円（税込）＋初回10,000Ｐの製品購入が必要です。

メンバー特典を受けるには

メンバー登録が断然お得！　登録特典として、さらに「ギフトチケット1枚」プレゼント！

メンバー登録をするだけで、全てのメンバー特典が受けれます。

一般購入との比較
（ライブラ購入の場合）

一般 レイラインメンバー登録

製品価格 16,200円（税込） 12,960円（税込）

登録料 0円 2,000円（税込）

ギフトチケット なし

一般メンバー特典早見表 レイラインメンバー

ギフトチケット なし ご注文10,000Ｐ毎に1枚

定価の最大52％割引定価追加購入価格

なし ありお得なキャンペーン

なし ありらくらくオートシップ

2枚（2,892円～4,050円相当）
※初回プレゼント 1枚含
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M A R K E T I N G  P L A N
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あなたは現状の生活に満足されていますか？

パートナーの給料だけでは
生活が厳しい…

パートに出ても、
思ったほど生活にゆとりが出ない…

家族と過ごす時間がない…
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さらに病気や親の介護
人生なにがあるかわかりません。

不測の事態に対応できる経済的な
備えも必要です。

将来の悩み、不安を抱えながら
いつのまにか、時間が過ぎているのを

感じていませんか？

本当は・・・

22



年に一度は
海外旅行に行きたい！

趣味を
満喫したい！

老後ゆとりある
生活がしたい！
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口コミにより広がっていく個人ベースの流通形態

MLM（マルチレベルマーケティング）

世界市場規模

年間約17兆4,094億円

世界最大手　MLM企業

売上額 年間約1兆2,626億円

東南アジア諸国で経済発展とともに急成長中

日本市場規模

年間約1兆円

ファッション業界
ゲーム業界

同等の規模
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他に類を見ないビジネスモデル

一般的なビジネス レイラインのビジネス

メーカー 代理店（卸）

小売店 消費者

商品を直接お届け

レイライン 消費者

口コミによる紹介

紹介者にボーナス！製品価格の6割以上が中間業者に
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もっとも多くの成功者を輩出したプランを採用

ブレイクアウェイ

ユニレベル

レベルマッチ

しかし…

紹介者の確保
育成が難しい

グループで伸びる → 組織ができやすい

直接紹介者

直接紹介者

直接紹介者

直接紹介者

あなた

バイナリーシステムMLMのボーナスプランは時代と共に変化し、

様々なプランが誕生
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6 つの多彩なボーナスプラン

①スタートアップボーナス ②サイクルボーナス
④ギャランティーボーナス

③リーダーシップボーナス ⑤プレジデントボーナス
⑥タイトルボーナス

販売ボーナス紹介ボーナス

育成ボーナス 権利ボーナス
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多額の初期費用不要、在庫不要、店舗不要、製品の配達不要、ノルマなし

メンバー様の製品の受発注、配送、管理は全て「レイライン」が行います！

セミビジネス登録 お友達紹介 ボーナス

¥

セミビジネスメンバー登録料　4,000円（税込）＋初回10,000Ｐ以上の製品購入が必要です。
あなたが毎月10,000Ｐ以上の製品を愛用するだけで、ビジネス活動を継続することができます。
メンバー様の負担をなるべく軽減させた環境が整っております。

ボーナスを受け取るためには

登録方法（セミビジネス）
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※初回のみ
すぐにボーナスを得ることができる

①スタートアップボーナス

セミビジネスメンバーの
あなたが

ボーナス2,000円

ボーナス2,000円

愛用メンバーを紹介すると

セミビジネスメンバーを紹介すると

セミビジネス
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グループで売上を共有して伸ばしていく

②サイクルボーナス
・左右の売上ポイントの少ない方に対してボーナス計算

・左右30,000P揃うごとにボーナスをお支払い

セミビジネス

3万Ｐ（1サイクル）＝5,000円

5,000円×8サイクル＝40,000円

最高額288万円/月

右左

24万P24万P

8サイクル

セミビジネスメンバーの
あなたが
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翌月120,000Ｐ
貯金!!

120,000Ｐ

480,000Ｐ 600,000Ｐ

翌月最大貯金Ｐ直紹介

3 3

片方伸びでも安心
余ったポイントは永久に貯金が可能

通常余ったポイントは消滅します

がレイラインのポイントはポジ

ションをキープするだけで永久に

ポイントが溜まっていきます。

あとは少ない片側を伸ばしていく

だけ！

注：ご自身がアクティブ状態でなくなると貯金が

消滅します。

 1人 120,000Ｐ

 2人 240,000Ｐ

 3人 360,000Ｐ

 4人〜 480,000Ｐ

あなた
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直接紹介者を増やすことでボーナスアップが可能！

③リーダーシップボーナス

＜リーダーシップボーナス取得条件＞

Cランク　:少ない方が12万Ｐ　直接紹介者2名以上

Bランク　:少ない方が24万Ｐ　直接紹介者4名以上

Aランク　:少ない方が48万Ｐ　直接紹介者8名以上

セミビジネスメンバー

登録内容 紹介者  Cランク Bランク Aランク

 25％ 30％ 30％

 上限25万円/人 上限60万円/人 上限60万円/人

 × 10％ 15％

 × 上限15万円/人 上限30万円/人

1次

2次

１次

2次

セミビジネスメンバーのあなたが
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毎月12,000円を保証！！

④ギャランティーボーナス

直接紹介者が8名（アクティブ）の場合、12,000円のボーナスをお支払いします。
※ほかに取得ボーナスがある場合は差額分のみの発生となります。

差額分
7,000円　補填

合計ボーナス

12,000円

サイクルボーナス

5,000円
4万P4万P

セミビジネス

直接紹介者

直接紹介者

直接紹介者

直接紹介者

直接紹介者

直接紹介者

直接紹介者

直接紹介者
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会社総売上ポイントの3%を比例配分

⑤プレジデントボーナス

※ボーナス配分は1ポイント1円計算
※月間で直10人が有効（アクティブ）であること
※追加購入ポイントは除く
※会社総売上ポイント、達成口数によって変動いたします。

直接紹介アクティブ数10人を1口として、口数に応じて

会社総売上ポイントの3%を比例配分いたします。

メンバー1万人 プレジデント達成100口の場合

1万人（1億Ｐ）×3%＝300万円

300万円÷100口＝ 30,000円（1口）

60,000円（2口）
90,000円（3口）

3%
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最大で総売上の5％還元

⑥タイトルボーナス

タイトル取得者に、会社総売上ポイントの 5％ を比例分配いたします。

少ない側 直紹介 タイトル ボーナス

50万P 2人 L1 スター 1%

100万P 4人 L2 スター 1%

200万P 6人 L3 スター 1%

500万P 8人 L4 スター 1%

1000万P 10人 チーム５スター 1%

※L3スターの場合

L1スター配分1％ + +L2スター配分1％ L3スター配分1％

※ボーナス配分は1ポイント1円計算
※追加購入ポイントは除く

※画像はイメージです
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さらに・・・

ライフスタイルを向上させたい方に「ビジネスメンバー」
というカテゴリーをご用意しています。

より多くの継続収入も期待できます。

ビジネスメンバー登録を行うことで

①　スタートアップボーナス
②　サイクルボーナス
③　リーダーシップボーナス のボーナスが さらにUP！
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多額の初期費用不要、在庫不要、店舗不要、製品の配達不要、ノルマなし
メンバー様の製品の受発注、配送、管理は全て「レイライン」が行います！

ビジネス登録 お友達紹介 ボーナス

¥

あなたが毎月20,000Ｐ以上の製品を愛用するだけで、ビジネスメンバーとしてビジネス活動を継続
することができます。

登録特典：　　製品 73,284円相当（2017年5月現在）
　　　　　　　ポイント 30,000Ｐ
　　　　　　　ギフトチケット 3枚（4,338円～6,075円相当）
　　　　　　　ＢＣ登録 3ポジション

セミビジネスメンバー　　登録料　4,000円（税込）＋初回10,000Ｐ以上の製品購入

ビジネスメンバー　　　　登録料（製品代込み）60,000円（税込）が必要です。

ボーナスを受け取るためには

登録方法（ビジネス）
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ビジネスメンバーの
あなたが

※初回のみ
すぐにボーナスを得ることができる

①スタートアップボーナス（ビジネス）

ボーナス3,000円

ボーナス2,000円

ボーナス20,000円

愛用メンバーを紹介すると

セミビジネスメンバーを紹介すると

ビジネスメンバーを紹介すると

ビジネスメンバーを紹介すると

2,000円＋1,000円＝

10,000円＋10,000円＝

セミビジネスメンバーの
あなたが

ボーナス2,000円

ボーナス10,000円

ボーナス2,000円愛用メンバーを紹介すると

セミビジネスメンバーを紹介すると

セミビジネスメンバーが紹介する
場合と比べてボーナスUP！

ビジネス

セミビジネス
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ビジネス

3万Ｐ（1サイクル）＝6,000円

6,000円×8サイクル＝48,000円

グループで売上を共有して伸ばしていく

②サイクルボーナス（ビジネス）

・左右の売上ポイントの少ない方に対してボーナス計算

・左右30,000P揃うごとにボーナスをお支払い セミビジネス

3万Ｐ（1サイクル）＝5,000円

5,000円×8サイクル＝40,000円

最高額288万円/月

右左

24万P24万P

8サイクル

ビジネスメンバーの
あなたが

セミビジネスと比べて＋8,000円の
サイクルボーナスを獲得！
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ビジネスメンバー

 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

1次

2次

直接紹介者を増やすことでボーナスアップが可能！

③リーダーシップボーナス

セミビジネスメンバー

登録内容 紹介者  Cランク Bランク Aランク Sランク

 25％ 30％ 30％ -

 上限25万円/人 上限60万円/人 上限60万円/人 -

 × 10％ 15％ -

 × 上限15万円/人 上限30万円/人 -

1次

2次

＜リーダーシップボーナス取得条件＞

 Cランク :少ない方が12万Ｐ　直接紹介者2名以上

 Bランク :少ない方が24万Ｐ　直接紹介者4名以上

 Aランク :少ない方が48万Ｐ　直接紹介者8名以上

 Sランク :少ない方が96万Ｐ　直接紹介者12名以上

１次

2次

セミビジネスに比べ、特にBランク以上の1次ボーナスの利率が20％も上がり、高ボーナスが期待できる

ビジネスメンバーのあなたが
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ＢＣ登録は初回登録時にビジネスメンバー登録を行うと「BC001、BC002」が取得でき、
あなたのボーナスを大きくすることが可能です。 

※資格によって最大12ポジション取得可能。
※ＢＣでボーナス取得する場合はあなたの各ＢＣが
　アクティブである必要があります。 差額 144,000円

サイクルボーナス

ＢＣ000 144,000円
ＢＣ001 48,000円
ＢＣ002 48,000円

リーダーシップ（50％）

ＢＣ001 24,000円
ＢＣ002 24,000円

合計

288,000円

サイクルボーナス

144,000円

BC登録無し BC登録有り

あなた
あなた（BC000）

72 72

72 72
24 24

24 24

24 24

BC001 BC002

さらにＢＣ（ベースセンター）も初回登録時に獲得できます
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ボーナスを受け取るには？？

あなたが「アクティブ」である必要があります

あなたがレイラインのセミビジネスメンバー登録
又は、ビジネスメンバー登録をしていること1
当月、あなたがセミビジネスメンバーの場合は10,000P以上、
ビジネスメンバーの場合は20,000P以上の製品購入していること2
当月、あなたの直接紹介者（あなたのＢＣ含）1人以上が10,000P以上、
ビジネスメンバーは20,000P以上の製品を購入していること3
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新たな継続収入が増えれば
あなたの生活はどう変わりますか？

◆　家計の不足を補う

◆　ローンの返済

◆　家族との大切な時間

◆　老後の資金づくり

◆　趣味を楽しむ
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P a r t n e r s 　 S h o p
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パートナーズショップ制度とは

パートナーズショップを登録することで、レイライン製品を一般店舗で直接販売することができるようになります。
これは他社（MLM）にはない、大きなメリットになります。

さらに・・・

ハードルが高い 資金や面倒な契約も必要なく
すぐにはじめられる

大手企業の化粧品を販売する場合

・代理店契約が必要

・毎月のノルマや販売方法など細かいルールが
設定されている

・契約の際には何百万円もの権利金が必要

レイラインの化粧品を販売する場合

・代理店契約が不要

・多量の在庫、多量の仕入れ費用の負担なし

・初回登録費用のみ
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登録方法

製品の仕入価格は定価の６０％引き

業界最高水準を誇っています

 初回登録費用： 20万円～　内訳：製品仕入　15万円～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 登録料　　　5万円（チラシ、カタログ代金込）
 　　　　　
 登録条件： 店舗を所有している事（路面店、美容院、エステサロン等）
   ※エステサロンの場合は1室を使用してること

 更新料： なし　※年間15万円以上の製品購入が必要です。
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 製品 販売（税別） 粗利益 個数 粗利合計

オールインワンジェル 15,000円 9,000円 10個 90,000円

ストレッチパック 11,250円 6,750円 3個 20,250円

リペアローション 8,750円 5,250円 5個 26,250円

下地クリーム 6,250円 3,750円 5個 18,750円

ジェルクレンジング 6,250円 3,750円 10個 37,500円

フィーリングポイント 5,356円 3,214円 5個 16,070円

初回仕入製品（15 万円分）の収入イメージ

パートナーズショップ登録を行い店舗で販売するだけ！

合計粗利益　208,820円
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パートナーズショップ紹介ボーナス

メンバーのあなたがパートナーズショップを紹介することによって初回に限り、紹介ボーナスをお支払いします。

パートナーズショップを紹介すると

ボーナス　30,000円

パートナーズショップを紹介すると

ボーナス　50,000円

セミビジネス

セミビジネスメンバーのあなたが

ビジネス

ビジネスメンバーのあなたが

※初回のみ
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パートナーズショップもポイント還元

パートナーズショップもポジションマップに登録となり、製品のポイントが付与されます。
ポイントはあなたの傘下のボーナスの他、プレジデントボーナス、タイトルボーナスにも還元されます。

 製品 ポイント

ライブラ 3,000Ｐ

オールインワンジェル 3,000Ｐ

ストレッチパック 2,200Ｐ

リペアローション 1,500Ｐ

下地クリーム 1,000Ｐ

ジェルクレンジング 1,000Ｐ

フィーリングポイント 1,000Ｐ

個人のビジネスパートナー、愛用メンバーのほかに、パートナーズ
ショップを紹介することで安定的なボーナスを得ることができます。
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ビジネス

ボーナスイメージ

スタートアップボーナス
50,000円×2件＝100,000円

サイクルボーナス
3万Ｐ（1サイクル）＝6,000円
6,000円×2サイクル＝12,000円

合計 　112,000円初回購入
64,100Ｐ

初回購入
64,100Ｐ

2サイクル
※初回購入ポイント内訳は前頁参照

ビジネスメンバーのあなたがパートナーズショップを2件
紹介した場合
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レイラインは頑張る
あなたを応援いたします
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P R E S E N T A T I O N

レイライン製品の特徴
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薬用植物

さるのこしかけ

朝鮮にんじん

三豆根

詞子（すし）

菱の実

クコの実

藤の瘤

鳩麦の種子

紫根

アロエの葉

コンフリー

ニンニク

磐梯ウド

磐梯キノリ

ひかり苔

含有量

800-2000ppm

250-320ppm

257ppm

262ppm

239ppm

124ppm

108ppm

50ppm

88ppm

77ppm

152ppm

754ppm

72ppm

255ppm

15ppm

ＥLＵＥＤＩＡシリーズすべてに配合！

潤いによってハリ・弾力を呼び覚ます　有機ゲルマニウム

様々な試行錯誤の末、1967年に浅井一彦工学博
士と及川浩医学博士により、世界で初めて人工で
の人体にも安全な『有機ゲルマニウム』の開発に
成功しました。現在では医薬品やサプリメントと
しても利用されている成分です。

有機ゲルマニウムは非常に水に溶けやすい成で、
朝鮮人参、サルノコシカケ、ニンニクの身近な植
物や、温泉、ミネラルウォーターなどに含まれる
ことがわかっています。

「奇跡の泉」として名高い「ルルドの泉」にも、
ゲルマニウムが含まれていることが報告されてい
ます。

※化粧品に配合する時は、「レパゲルマニウム」という名称を使います。 53



フィトケミカルとは野菜、果物、豆類、芋類、海藻、お
茶、ハーブなどの色素や香り、灰汁などの成分から発見
された化学物質のこと。

健康維持・改善に役立つと期待され、日々研究され続け
ています。

日本で古くから使われてきた成分で、現在では第７の栄
養素と言われています。

ＥLＵＥＤＩＡ（エルーディア）に含まれる
フィトケミカル

セイヨウキズタ ・・・・・・・・・・ お肌を健やかに保つ

スギナエキス ・・・・・・・・・・・ 日本薬局方外医薬品原料規格に収載

ヒバマタエキス ・・・・・・・・・・ お肌の潤いをキープ

マンダリンオレンジ果皮エキス ・・・ 透明感ある明るいお肌に

ローズマリー葉エキス ・・・・・・・ 日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ

ローマカミツレ花エキス ・・・・・・ 健全なターンオーバーのために

アロエベラ葉エキス ・・・・・・・・ 乾燥による肌荒れを防ぐ

オランダカラシエキス ・・・・・・・ お肌を引き締め、キメを整える

ローズエキス ・・・・・・・・・・・ お肌にハリと弾力を与える

このフィトケミカルのチカラを
たっぷり化粧品に取り入れています。

植物の力「フィトケミカル」
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日本国内に流通している99.9％以上は西洋蜜蜂が集め
た“はちみつ”です。

西洋蜜蜂が年に10回ほど採蜜するのに対して、日本蜜
蜂は基本的に年に１度しか採蜜しないため季節毎に咲い
ている花の蜜がブレンドされた「百花蜜」になります。

その蜜は稀少性が高いことから「幻のはちみつ」と
呼ばれています。

“茶畑のはちみつ”は世界農業遺産に認定された静岡の
茶草場農法により、高品質なお茶の花の蜜が多く含まれ
ています。

肌のキメを整えるビタミンB群やビタミンCが豊富で、
乾燥による肌荒れを防ぎます。さらにお肌にある水分を
守り、ツヤと潤いを与えてくれます。

日本蜜蜂が集めた“幻のはちみつ”を使用！

茶畑のハチミツ
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石鹸を作る際、古くから受け継がれている伝統的な製法
です。高温で加熱することなく、石鹸の原料を混ぜ合わせ
た時にできる自然に発生する低温の熱を利用しています。

こうすることで原料に含まれる有効成分をなるべく壊す
ことなく、そのまま石鹸に閉じ込めることができます。

しかし気温や湿度など、その時の環境によって調整が変
わるので非常に作るのが難しく、石鹸が出来上がるまでに
二ヶ月〜三ヶ月かかります。

また作り手が非常に少なく、小さな釜で手作りしなければ
安定した品質を保てないので大量に生産することができ
ません。

コールドプロセス製法で作られる石鹸は手間暇を惜しまな
い職人の努力と、長年の経験によって支えられています。

油が変質・酸化しづらく、植物オイルから作られる天然の
保湿成分グリセリンがまるごと含まれています。

“さっぱり洗えて、しっとりうるおう”
余分な汚れはしっかり落とし、

必要な油分は補いながらそのまま残してくれます。

コールドプロセス製法とは？
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