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リワードプラン
8通りの獲得方法 
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未来のファイナンスを創造
Vasayoブランドパートナーとして、あなたのお気に入りの製品をあなたの大切な
人 と々共有することで、あなたには将来の収入源を作り出すオポチュニティがあ
るのです。魅力的で寛大な８つの方法で、めざましく成長することは簡単だとわ
かるでしょう。関わり方はあなた次第です。

Vasayoのリワードプランの収入と利益はいかなるブランドパートナーに保障されるもの
ではありません。成功はブランドパートナーのスキル、能力、個人によるものです。
ランクを達成するための無理な購入は禁じられています。
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8通りの獲得方法 

1. 特別パックボーナス (POB) 
VASAYOでは特別にデザインされたパックをあなたが紹介したブランドパートナー
が購入すると、スポンサーとしてこの限定パックに対して、限定パックボーナスが発生
します。

• 80PVを保持するアクティブなブランドパートナーは、直接紹介したブランドパー
トナーが限定パックを購入すると、パックボリュームの20％を週ごとに受け取り
ます。*

* 20％のPOBボーナスもしくは適用可能なボーナスが支払われた後、ボリュームの100％は他の支
払いに反映され、100％のボリュームがランク昇格のために適用されます。
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2. 製品紹介ボーナス(PIB) 
Vasayoのオポチュニティを人 と々分かち合っていただいたリワードです。あな
たへの感謝の気持ちを込めた製品紹介ボーナスです。

• 新しいブランドパートナーをスポンサーした時に支払われます。

• 80PVの個人ボリュームを持つアクティブなブランドパートナーに、新しく
スポンサーしたブランドパートナーの初回注文の20％がPIBとして支払わ
れます 

* 20％のPIBボーナスが支払われた後、ボリュームの100% が他の支払いに反映され、ラ
ンク昇格のために適用されます。このボーナスにコンプレッションは適用されません。

パック ファンデーション ファンデーション

CV 240 240

PIB $48 $48

注）下記の例は日本市場にあるパックをベースにしたものです。
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3. チームコミッション (TC)
活気溢れるチームを構築し始めると、寛大なチームコミッションがあなたに支払
われます。 

条件は下記の通り:

• ブランドパートナーは、アクティブでかつTC（チームコミッション）獲得資格
が必要です。 

• アクティブとは４週ごとに80PV以上を維持することで達成できます。有資格
とは、プレイスメントの系列において、直接紹介するブランドパートナーを各
系に1人以上維持することで達成できます。

• チームコミッション・サイクル：240CVがチーム系列のどちらかに累積し、その
他の系列が480CV累積すると28ドルのコミッションが発生します。（28ドル
に対して240CV / 480CV）ブランドパートナは、1,000サイクル X 28ドル、つ
まり28,000ドルまでを1ビジネスセンターにつき獲得することができます。
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繰越ボリューム：使用されていないボリュームは、80PVのアクティブを維持
する限り繰越しになります。A1:1 のルールは、少ない系列の繰越ボリューム
が少なくとも30,000 CV以上の時に適用されます。ここでいう少ない系列と
は、繰越ボリュームが少ない方を意味します。“１：１のルール“とは、繰越ボリ
ュームは、チームコミッションとランク達成に対して、週の新しいボリュームの
みが使用されることです。

繰越ボリュームは、４週間ごとに80PVを維持しなかった場合、ボリュームの
期限は切れます。

猶予：ブランドパートナは、期限の切れた繰越ボリュームを一度だけ復活す
ることができます。

Vasayoのリワードプランの収入と利益はいかなるブランドパートナーに保障されるもので
はありません。成功はブランドパートナーのスキル、能力、個人によるものです。
ランクを達成するための無理な購入は禁じられています。
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4. チームコミッション・
マッチング・ボーナス (TCM)
マッチング・ボーナスは、あなたの紹介者系列（ダウンライン）をベースとして、あ
なたのサポートに対する努力と、アクティブチームメンバーの成長に対して支払
われます。

資格を獲得するには、80PV以上を保持しアクティブであることが必要で
す。TCMはコンプレッションがされ７世代まで支払われます - 20%, 10%, 5%, 
5%, 5%, 5%, 5%。最初の世代は、あなたがアクティブな有資格ブランドパート
ナーを左右に2人ずつ獲得すると25％になり、あなたがアクティブな有資格ブラ
ンドパートナーを左右に4人ずつ獲得すると、30％になります。

TCMの資格をもつブランドパートナーのランク：

メタルランク

世代 BPのランクの最低条件 ペイアウト% 

1 ブロンズ 20% 25% 30%

2 シルバー 10%

3 ゴールド、プラチナ 5%

4 パール、ブルー・サファイア 5%

5 ルビー、エメラルド 5%

6 アンバサダーランク 5%

7 クラウンランク 5%
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ブロンズ：20%  
シルバー：20%, 10%
ゴールド：20%, 10%, 5%
プラチナ：20%, 10%, 5% 

ジェムストーンランク   
パール：20%, 10%, 5%, 5%
ブルー・サファイア：20%, 10%, 5%, 5%
ルビー：20%, 10%, 5%, 5%, 5%
エメラルド：20%, 10%, 5%, 5%, 5%

アンバサダーランク
ダイアモンド：20%, 10%, 5,% 5%, 5%, 5% 
ホワイト・ダイアモンド：20%, 10%, 5,% 5%, 5%, 5% 
ブラック・ダイアモンド：20%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%
ロイヤル・ブラック・ダイアモンド：20%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%
インペリアル・ブラック・ダイアモンド：20%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%

クラウンランク 
クラウン・ブルー・ダイアモンド：20%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%
ダブル・クラウン・ブルー・ダイアモンド：20%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%
トリプル・クラウン・ブルー・ダイアモンド：20%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%
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5. グローバル・リーダーシップ・
ボーナス (GLB)
このプールには、週に発生するグローバルCVの3％が含まれており、ペイドランク
がゴールド、もしくはそれ以上が対象になります。少なくとも80PVでアクティブで
あることが必要です。ボーナスの値は、総合計のボーナスポイントがプールの値で
割ることにより計算されます。この値は、ブランドパートナーが獲得したポイント
に掛け合わされボーナスが決定されます。

ポイントを獲得するための方法

Vasayoのリワードプランの収入と利益はいかなるブランドパートナーに保障されるもので
はありません。成功はブランドパートナーのスキル、能力、個人によるものです。
ランクを達成するための無理な購入は禁じられています。

100 
ポイント

125 
ポイント

175 
ポイント

550 
ポイント

225 
ポイント

625 
ポイント

275 
ポイント

700 
POINTS

325 
ポイント

800 
ポイント

400 
ポイント

475 
ポイント

900 
ポイント

1000 
ポイント

ペイドランクがゴールドの場合

ペイドランクがルビーの場合

ペイドランクがパールの場合

ペイドランクがダイアモンドの場合

ペイドランクがホワイト・ダイアモンドの場合

ペイドランクがインペリアル・ブラック・ダイアモンドの場合

ペイドランクがプラチナの場合

ペイドランクがエメラルドの場合

ペイドランクがロイヤル・ブラック・ダイアモンドの場合

ペイドランクがブルー・サファイアの場合

ペイドランクがブラック・ダイアモンドの場合

ペイドランクがクラウン・ブルー・ダイアモンドの場合

ペイドランクがトリプル・クラウン・ブルー・ダイアモンドの場合

ペイドランクがダブル・クラウン・ブルー・ダイアモンドの場合
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10
ポイント

40
ポイント

20
ポイント

50
ポイント

30
ポイント

資格対象週において、アクティブなカスタマーを10人、もしくはそ
れ以上紹介した場合

資格対象週において、それぞれの直接紹介ペイドランクがクラウン
ランクに対して

資格対象週において、それぞれの直接紹介ペイドランクがアンバサ
ダーランクに対して

資格対象週において、それぞれの直接紹介ペイドランクがジェムス
トーンランクに対して

資格対象週において、それぞれの直接紹介ペイドランクがメタルラ
ンクに対して
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6. ランク達成ボーナス (RAB)
VASAYOビジネスを構築し成長していくにあたり、ブランドパートナーから始まる
それ以上のランクが、あなたの収入の可能性を膨らませていくでしょう。ランク達
成は、あなたがビジネスに費やした時間や努力により決まり、またこれらの事柄に
より報酬が決まります。 

注記：ブランドパートナーが複数のランクを達成した場合、週ごとに決められてい
る支払いスケジュールによりボーナスが支払われます。

ホワイト・ダイアモンド：50,000ドル。ブランドパートナーが新たにホワイト・
ダイアモンドを達成した最初の月に5,000ドルが支払われます。後続の支払い
は、少なくとも1コミッション週においてホワイト・ダイアモンドを維持した月
に支払われます。

ブラック・ダイアモンド：100,000ドル。ブランドパートナーが新たにブラッ
ク・ダイアモンドを達成した最初の月に１万ドルが支払われます。後続の支払
いは、少なくとも1コミッション週においてブラック・ダイアモンドを維持した
月に支払われます。

ロイヤル・ブラック・ダイアモンド：200,000ドル。ブランドパートナーが新たに
ロイヤル・ブラック・ダイアモンドを達成した最初の月に1万2,500ドルが支払
われます。後続の支払いは、少なくとも1コミッション週においてロイヤル・ブラ
ック・ダイアモンドを維持した月に支払われます。

インペリアル・ブラック・ダイアモンド：300,000ドル。ブランドパートナーが
新たにインペリアル・ブラック・ダイアモンドを達成した最初の月に1万5,000
ドルが支払われます。後続の支払いは、少なくとも1コミッション週においてイ
ンペリアル・ブラック・ダイアモンドを維持した月に支払われます。



クラウン・ブルー・ダイアモンド：400,000ドル。ブランドパートナーが新たにク
ラウン・ブルー・ダイアモンドを達成した最初の月に1万8,000ドルが支払われ
ます。後続の支払いは、少なくとも1コミッション週においてクラウン・ブルー・ダ
イアモンドランクを維持した月に支払われます。

ダブル・クラウン・ブルー・ダイアモンド：500,000ドル。ブランドパートナーが
新たにダブル・クラウン・ブルー・ダイアモンドを達成した最初の月に2万ドルが
支払われます。後続の支払いは、少なくとも1コミッション週においてダブル・ク
ラウン・ブルー・ダイアモンドランクを維持した月に支払われます。

トリプル・クラウン・ブルー・ダイアモンド：1,000,000ドル。ブランドパートナー
が新たにトリプル・クラウン・ブルー・ダイアモンドを達成した最初の月に40,000
ドルが支払われます。後続の支払いは、少なくとも1コミッション週においてトリプ
ル・クラウン・ブルー・ダイアモンドランクを維持した月に支払われます。 

11



12



13

7. ライフスタイル旅行 (LT)
Vasayoのライフスタイルは、あなたをそのチャンスに引き寄せた大きな要因
の一部です。Vasayoはあなたのハードワークに対して、豪華な宿泊施設、ワ
クワクするアドベンチャー、最高の教育の場は、報酬として当然でだと信じて
います。ですから、目標に向けて活動しこれらを獲得することで、あなたの業
績を祝い、あなたが今後も前進し続けるのに必要なトレーニングを受けるこ
とができるのです。

ブルー・サファイア・セレブレーション 
この旅行は、VASAYOでブルー・サファイアのランクを達成したブランドパー
トナーを表彰するためのものです。ブルー・サファイアを達成することは、ビ
ジネスの構築において真剣であることを示しています。この一生に一度の旅行
で、ビジネス面での成功をサポートするための堅実な基盤を得ることができ
ます。もちろん、お楽しみも盛りだくさんです！この困難なランクを達成するた
めに、あなたの努力を一緒にお祝いできることを楽しみにしています。

詳細： 

• ２人（航空券、ホテル、会社が提供する食事とエンターテイメント）

• ２泊３日

• 地域は達成市場により決定 

資格条件： 

• 新ブルーサファイアを達成

• ブランドパートナーは最初に資格を獲得した期間から旅行までの期
間、アクティブで有資格を保持すること。 

注記：ブルーサファイア・セレブレーションは一年に二回開催予定されています。この旅行は 
各ブランドパーートナーは一回限りの参加となり、再達成での獲得はできません。

ダイアモンド・デスティネーション

多くのダイヤモンドメンバー達とこの旅を楽しみましょう！お楽しみはこれか
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らです。Vasayoのダイヤモンドを達成したあなたと一緒に、広大かつ美しい
世界を見ましょう！行先は、ハワイや世界有数のリゾート地から毎年交互に選
ばれます。あなたとあなたのパートナーは、本社エグゼクティブや、ブランド
パートナー達と、楽しく充実した時間を共にすることができます。この1年に1
回の旅行は、ランクを達成すれば何度でも参加が可能です。 

詳細： 

• 2人（航空券、ホテル、会社が提供する食事とエンターテイメント）

• ４泊５日

• ハワイとその他世界的に有名なバケーション

資格条件：

• ダイアモンドを達成

• ブランドパートナーは最初に資格を獲得した期間から旅行までの期
間、アクティブで有資格を保持すること。 

• この旅行の再度資格を達成するためには、以前に資格を獲得したブラ
ンドパートナーはさらに上のランクを達成するか、一年を通してダイア
モンドのペイドランクを少なくとも20週維持しなければなりません。

ブラック・ダイアモンド・デスカバリー

思い出をしっかりとカメラに捉えてください！

ブラックダイヤモンド・ディスカバリーは、Vasayoの創始者およびトップエ
グゼクティブと行く、最高レベルのグループ旅行です。食べ物や文化、アク
ティビティを通して、本でしか知り得なかった冒険をして、あなたの世界を
広げてください。この旅行は、ランク達成で何度でも参加が可能です。 

詳細：

• 2人（航空券、ホテル、会社が提供する食事とエンターテイメント）
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• ６泊7日

• 世界的に有名な地域

資格条件：

• ブラック・タイアモンドを達成

• ブランドパートナーは、最初に資格を獲得した期間から旅行までの期
間、アクティブで有資格を保持すること。

• この旅行の再度資格を達成するためには、過去に資格を獲得したブラ
ンドパートナーは、さらに上のランクを達成するか、一年を通してブラッ
ク・ダイアモンドとしてのペイドランクを少なくとも24週維持しなければ
なりません。  

クラウン・ブルー・ダイアモンド・エクスクルーシブ

人生最大の旅行です！

クラウン・ブルーダイヤモンド・エクスクルーシブは、 Vasayoの創始者、及びト
ップエグゼクティブと行く、ハイレベルな旅です。あなたの”やりたいことリスト”
にあること全部、この10日間に詰め込んでください。美しい風景と忘れられな
い経験をお楽しみください。2年に1回予定されており、ランクを達成すれば何
度でも参加が可能です。 

詳細： 

• 2人（航空券、ホテル、会社が提供する食事とエンターテイメント）

• 9泊10日
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• 様々な特典と最高の体験ができる世界的に有名な地域への旅行

資格条件：

• クラウン・ブルー・ダイアモンドを達成

• ブランドパートナーは最初に資格を獲得した期間から旅行までの期
間、アクティブで有資格を保持すること。 

• この旅行の再度資格を達成するためには、以前に資格を獲得したブラ
ンドパートナーはさらに上のランクを達成するか、一年を通してクラウ
ン・ブルー・ダイアモンドのペイドランクを少なくとも28週維持しなけ
ればなりません。

8. マルチビジネスセンター
(MBC) 
モチベーションが高く、実績あるブランドパートナーは、ブラック・ダイアモンド
ランクを達成し、ブラック・ダイアモンドもしくはそれ以上のランクを4週間継続
すると、追加のビジネスセンター（BC）を獲得することができます。会社はまず、
このリクエストに対して慎重に審議します。この追加のチーム／グループをサポ
ートする能力は会社にとっても最も重要であり、要請の承認の鍵ともなります。 

期間限定プローモションと
リワード

Vasayoのリワードプランの収入と利益はいかなるブランドパートナーに保障されるもので
はありません。成功はブランドパートナーのスキル、能力、個人によるものです。
ランクを達成するための無理な購入は禁じられています。
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一年を通して弊社は、特定した期間にプロモーションを設けて、さらなる収入に
つなげることができるというものです。

ファウンデーション・ボーナス (FB)

二人を紹介すると50ドルを獲得！

80PV以上を保持するアクティブなブランドパートナーが以下の条件を達成した
ときに支払われます。１つ目は、累積ポイント240PV以上、2つ目はブランドパ
ートナー2名を直接紹介し、それぞれのブランドパートナーの累積ポイントが２４
０PV以上ある場合、50ドルを獲得することができます。

例：ボブが240PVをボーナス期間１に累積し、ボブが左の系列にスポンサーし
たマイクが240PVをボーナス期間２に累積し、ボブが左の系列にスポンサーし
たメアリーが240PVをボーナス期間３に累積すると、ボブが80PV以上のアクテ
ィブである限り、50ドルを獲得することができます。

紹介下二人がさらに二人を紹介すると10０ドルを獲得！  

上記の条件を達成する直接紹介をしたブランドパートナーを二人紹介すると、さ
らに100ドルを獲得することができます。

例：ボブは、彼がスポンサーしたマイクとメアリー二人のブランドパートナーが、
ボブが行った同じことをすると、ボブはダウンデーションボーナスとして100ドル
を受け取ります。

* ファウンデーション・ボーナスは、一度限りの支払いとなります。ファウンデーション・ボー
ナスをさらに獲得するには、ブランドパートナーは新たなブランドパートナーを獲得する必
要があります。

用語集
達成ランク：いかなるボーナス期間において、ブランドパートナーに支払われた最高ランク
のことです。

アクティブ・ブランドパートナー： 最低限の個人ボリュームを維持したブランドパートナー
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は、アクティブとみなされます。その個人ボリュームが80PV以上がアクティブとなりま
す。

アクティブな期間：アクティブな期間とは、現在のボーナス期間とそれ以前３回のボーナス
期間が完全ボーナス期間と定義されます。この期間中に購入した個人ボリュームがブラン
ドパートナーのアクティブな状況を決定し、ランクとボーナスが算出されます。

ボーナス期間： ボーナス期間は、火曜日の午前１２時から月曜日の午後１１時５９分とな
ります（山岳部標準時）。

BP/ブランドパートナー：Vasayoの製品を分かち合い、オポチュニティーとそのライフス
タイルを満喫するために登録した人々のことです。 

ブランドパートナーランク：Vasayoビジネスを構築しランクを達成していくと、このランク
があなたの収入の可能性を決定します。

繰越ボリューム：使用されていないボリュームは、80PVでアクティブである限り繰り越
されます。“１対１のルール”が適用され、持ち越しボリュームが少なくとも30,000CVであ
る場合に適用されます。“１対１のルール”とは、繰越ボリュームはチームコミッションとラ
ンク達成ボーナスの週における新ボリュームが限度となることを意味します。

例：あなたの左系列に100,000の繰越ボリュームあり、右系列には 80,000の繰越ボリュ
ームあったとします。さらに左系列に新ボリューム20,000があり、右系列には新ボリュー
ムが5,000あったとします。あなたの右の系列の80,000は、30,000よりも大きいので、
１：１のルールが適用され、新ボリュームの5,000と、80,000の繰越ボリュームのうち、
それに相当する5,000を合わせて、10,000 CVを使うことができます。 繰越ボリューム
の100,000と新ボリュームの20,000は全て使用することができ、合計120,000となりま
す。残りの75,000 CV(80,000 - 5,000)は右の系列の繰越となります。 

繰越ボリュームは、４週間ごとに80PVを維持しなかった場合にボリュームの有効期限は
切れます。ボリュームの復活：ブランドパートナは、期限の切れた繰越ボリュームを一度だ
け復活することができます。

CV: コミッションボリューム (CV)：全ての注文に割り当てられた2つのボリュームの2番目
のボリュームです。このボリュームは、バイナリー系列のボリュームとPET-Vを決定するの
に使用され、チームコミッションなどの支払いの計算を決定されるのに使用されます。

サイクル：1サイクルはあたり28ドルとなります。あなたの組織のどちらかの系列に
240 CV、もう片方の系列に480CVにボリュームが蓄積されたとき１サイクルとなりま
す。Vasayoリワードプランは次のように定められた上限サイクル数を獲得することがで
きます。有資格ブランドパートナーとエグゼクティブ・ブランドパートナー：2,500ドル、ブ
ロンズ：3,000ドル、シルバー：7,500ドル、ゴールド：10,000ドル、プラチナ：12,500ド
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ル、パール：15,000ドル、ブルー・サファイア：17,500ドル、ルビー：20,000ドル、エメラ
ルド：22,500ドル、ダイアモンド，ブラック・ダイアモンド，ロイヤル・ブラック・ダイアモ
ンド，インペリアル・ブランク・ダイアモンド：25,000ドル、クラウン・ブルー・ダイアモン
ド：28,000ドル

ダウンライン：あなたの組織にいる人々のことです。あなたがスポンサーしたブランドパー
トナー、スポンサー系列で繋がったもので構成されています。

系列による最大限直接ボリューム：直接紹介系列のボリュームは、それぞれの系列ごとに
追跡されます。特定ランクにおいて特定した直接紹介ボリュームが条件となるため、ラン
クの特定のために使用されます。

少ない/大きい系列ボリューム：バイナリーは、右と左に枝分かれしています。いずれかの
系列にブランドパートナーにより累積されたボリュームは、それぞれの系列の合計ボリュ
ームを決定します。ボリュームが加算されると、合計ボリュームにより少ない系列と大きい
系列が決定されます。

ペイドランク：ボーナス期間において、ブランドパートナーに支払われたランクのことで
す。

直紹アクティブL/R 数：有資格ブランドパートナー以上は、バイナリーにおいて各系列に
直接紹介したアクティブなブランドパートナー(80PV以上)をセットとした条件数を満た
すことが必要となります。

直接紹介ボリューム (PET-V): 直接紹介ボリュームは、組織内の全てのブランドパートナ
ーによって配置された、全てのボリュームを追加することによって決定されます。（例：直
接紹介したブランドパートナー、彼らが直接紹介したブランドパートナー）

PV: 個人ボリューム：あなたの個人ボリュームの購入から発生します。PVはアクティブの
状況判定に使用されます。各ボーナス週において160PVを超える個人ボリュームは、ラン
ク昇格と支払いのために小さい系列に追加されます。

プレイスメント系列：あなたのダウンラインのそれぞれの位置を示すものです。あなたの
チームを最大限に強力なものにするため、新ブランドパートナーをどちらの系列に配置す
るかを選択することができます。

有資格：ブランドパートナーが有資格者として判断されるには、アクティブなブランドパー
トナーをバイナリー系列においてそれぞれの系列に一人ずつ、合計２人獲得する必要があ
ります。

有資格ブランドパートナー：プレイスメント系列においてそれぞれの系列に直接紹介した
アクティブなブランドパートナが一人ずついるブランドパートナーのことです。
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有資格紹介者ツリー系列：一部のランクにおいて、ブランドパートナーは紹介者系列上、
一定数のランク条件達成系列を保持することが必要となります。それはそれぞれの系列
において、ブランドパートナーは最低１人以上のブランドパートナー以上のペイドランク以
上を達成していなければなりません。例えば、あるランクにおいて3人のダイアモンドの系
列を必須条件とするなら、ブランドパートナーはペイドランクとしてダイアモンド以上がい
るそれぞれ独立したツリーを獲得する必要があることを意味します。

アップライン：あなたを登録したブランドパートナーとあなたが登録される前に登録した
スポンサーラインにいる全て人のことです。


