
この書面は「特定商取引に関する法律」第37条1項により交付することが義務付けられている書面です。
この書面を十分にお読みいただき、AiMS株式会社の提供するサービス、商品、ビジネスの内容をよく理解
いただいた上で、ビジネス活動してください。またこの書面は大切に保管してください。
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【会社名】  ＡｉＭＳ株式会社 
【代表者】  山ノ内  辰二　
【所在地】　〒104-0061

東京都中央区銀座4-13-11  
松竹倶楽部ビル9階
TEL：03-3541-0031（代）
FAX：03-3541-0032　

概要書面をお読みいただく前に

クーリングオフについて
＜クーリングオフに関する詳細は下記の通りです。＞

会社概要

この書面は特定商取引に関する法律に定められた、契約締結前に交付することが
義務付けられた書面です。また、この書面の内容を熟読し理解された上で「AiMS
株式会社」のビジネス活動を行ってください。AiMS会員の登録及び商品購入をされ
る方は、この書面をよくお読みになり、賛同された方のみご契約ください。  また、
AiMS会員として活動をするときは、この書面の記載内容をきちんと遵守しなけれ
ばなりません。記載内容を遵守しない場合は、当社から活動停止、除名処分の措置
を行うこともあります。  この書面に関するご質問等は、担当推薦者（ご紹介者様）
または、AiMS専用ダイヤル（03-3541-0031）までお問い合わせください。当社は
記載事項について、必要に応じて当社の専らの裁量により訂正、変更する権利を
有します。

クーリングオフ

info@aims-gr.jpメール送信先：

株式会社ＡｉＭＳ

１

個人登録をされた方に限り「契約書面」を受領した日か、商
品を受け取った日のいずれか遅い日から起算して20日間は、
はがき等の書面によりAiMS会員として契約を解除する事が
できます。その効力は書面を発信した日から生じます。商品
の引渡しが既になされている時は、その商品の引取りに要
する費用を負担する必要はありません。また、商品代金等が
支払われている時は速やかにその代金の返金を受取ること
ができます。なお、契約を解除した方は損害賠償や違約金
等の請求をされることはありません。 万が一、不実告知や
威迫・困惑によりクーリングオフが妨害された場合は、改め
てクーリングオフができる旨の説明を受けてから20日間は
クーリングオフができます。 ※郵便はがき、または電子メ
ールに登録申請日、ID、氏名、住所、電話番号、商品名、金
額、担当推薦者名を記入し、ご捺印の上送付してください。
※簡易書留扱いが確実です。電子メールの場合、ご捺印は
　不要です。

①登録申請日
② ID
③氏　　　名
④住　　　所
⑤電 話 番 号
⑥商    品   名
⑦金          額
⑧担当推薦者

上記日付の申込は撤回し
契約を解除します。

＜表面＞ ＜裏面＞

０４００６１

東京都中央区
銀座4-13-11
松竹倶楽部ビル9階

イ）特定商取引に関する法律（以下、法という）、第三十七条第二項
     の書面を受領した日（その契約に係る特定負担が再販売をする
     商品の購入についてのものである場合において、その契約に基
     づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日が、その
     受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日）から起算し
     て二十日を経過するまでは、連鎖販売加入者は、書面によりその
     契約の解除を行うことができます。
ロ）イに記載した事項にかかわらず、連鎖販売加入者が、統括者若し
     くは勧誘者が法第三十四条第一項の規定に違反し若しくは一般
     連鎖販売業者が同条第二項の規定に違反して法第四十条第一項
     の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のこ
     とを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は統括者、勧誘者
     若しくは一般連鎖販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫
     したことにより困惑し、これらによって法第四十条第一項の規定
     による当該契約の解除を行わなかった場合には、その連鎖販売
     業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が交付した法第
     四十条第一項の書面を当該連鎖販売加入者が受領した日から
     起算して二十日を経過するまでは、当該連鎖販売加入者は、書面
     により当該契約の解除を行うことができます。
ハ）イ又はロの契約の解除があった場合において、当社は、連鎖販売
     加入者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支
     払を請求することができません。
ニ）イ又はロの契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発
     行した時に、その効力を生じます。
ホ）イ又はロの契約の解除があった場合において、その契約に係る
     商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用
     は、当社が負担します。
ヘ）イ又はロの契約の解除があった場合において、当該契約に係る
     商品若しくは権利の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料
     の提供が行われているときは、当社が、連鎖販売加入者に対し、
     速やかに、その全額を返還します。

2022/10/11改定

（※）推薦者の方は枠内に必要事項を記入し「新規ご契約者様」との契約締結前に必ずこの概要書面をお渡し願います。

＜担当推薦者（紹介者）記入欄＞

日　付：

：

：

：

：

I　D

氏　名

住　　　所

連　絡　先



■AiMS 会員の参加資格について
１）AiMS会員の参加資格は18歳以上の社会人に限ります。（学生不可）
２）AiMS会員の参加には、特定負担として商品購入が必要になります。
３）日本国内在住に限ります。日本人の方は必ず身分証明書（できる限
     り写真付きの物）を「AiMS登録申請書」と一緒に郵送してください。
     日本国籍でない方の場合には、「AiMS登録申請書」提出時に外国
     人登録証明書及びパスポート（在留資格表示部分を含む）のコピー
     をご提出いただきます。※登録希望住所と「身分証明証」の住所が
     異なる場合は、登録希望住所が確認できる「公的機関発行の書類
     の写し」をご提出ください。
４）既にAiMS会員に参加されているAiMS会員のご推薦に限ります。
５）担当推薦者より商品内容、サービス内容及び報酬計算の仕組みに
     関する説明等を十分に受けて理解された方に限ります。
６）法人での参加は「法人名と代表者名」を記入いただいて参加となり
     ます。法人参加の際は、別途、登記簿謄本のコピーをご提出ください。
７）以下に該当する方は、参加できません。
　　・架空名義で参加する方。
　　・既にAiMS会員として参加していて、他系列（他の紹介者）からの
         推薦（紹介）で参加する方。
　　・運転免許証、健康保険証、パスポート、住基カード（顔写真付）の
         いずれかを保持していない方。
　　・日本国内の金融機関に本人名義の口座を所有していない方。
　　・国家公務員、地方公務員の方。
　　・暴力組織関係者または反社会的と認められる団体に所属する者
         ならびに団体。
　　・成年被後見人、被保佐人。
　　・懲役または禁固刑に処せられた方。
　　・日本国内に在留資格の無い外国籍の方、または在留資格があっ
         ても日本滞在が1年未満の方。
　　・以前にAiMS会員として参加しながら、禁止行為や遵守事項を遂
         行しなかったなど、何らかの理由でAiMS会員としての参加資格
         を喪失、除名処分になった方。
　　・クーリングオフ、及び退会手続き完了日から起算して6ヶ月以上
         経過していない方。
　　・その他、AiMS会員として適格でないと当社が判断した方。
８）当社はAiMS会員に対して、本人確認の為の書面の提出を請求する
     権利があります。

当社の方針、事業内容を十分理解された上「AiMS登録申請書」に必
要事項を記入の上、本社提出用のみを当社宛にご郵送ください（Web
登録も可）。紹介者と申込者の控えは大切に保管しておいてください。
参加費用については下記の「特定負担」をご参照ください。

■特定負担
１）新規AiMS会員登録について
     登録の際には下記のいずれかのセット商品を当社から購入すること
     が必要となります。※商品成分等は取扱商品一覧をご参照ください。
     以下の金額は全て税込です。

２）お支払い方法はクレジットカードまたは銀行振込（振込手数料は
     AiMS会員負担）となります。
３）毎月の商品購入については、FAXまたはWeb注文でお願いします。
     報酬受取（特定利益）を希望される場合は、各資格に応じた規定
     のポイント以上の商品購入を登録の翌月（2ヶ月目以降）よりお願
     いいたします。お支払い方法は、銀行振込（振込手数料はAiMS
     会員負担）となります。

１）締結日
     AiMS会員として参加確定した日を契約締結日とします。契約締結
     日は「AiMS登録申請書」の本社受領日、または初回購入代金の入
     金確認ができた日のいずれか遅い日となります。
２）当該月度実績の締切日
     当社は当該月度（当月度）を毎月11日から翌月10日までとします。
     暦以外に年末年始等、当社が別途定める場合はそれを優先します。
     当月度実績とは、全てのお手続きが当月内に完了していることが
     必要です。
３）郵送の締切日
     当社受領日については消印有効とします。

■商品代金等のお振込先

■契約締結日と毎月の締切日

【みずほ銀行】 銀座通支店
（普通）口座番号：3051714
口座名義：アイムス（カ

【ゆうちょ銀行】

（他金融機関から）

記号：11330　番号：16673431
口座名義：アイムス（カ
店名：一三八　番号：1667343
口座名義：アイムス（カ

１）AiMS会員とはAiMS株式会社（以下、当社）が取扱う商品を、登録の
     翌月から、毎月各資格に応じた規定のポイント以上の商品購入を
     されている方を指します。
２）AiMS会員は独立した事業者として、当社から受託販売と新規AiMS
     会員開拓活動を正式に認められた方であり、当社の代理人ではあ
     りません。
３）AiMS会員は、いかなる場合においても当社との間に雇用関係はな
     く独立した事業者として自らの責任において説明、新規AiMS会員
     開拓活動を行っていただきます。
４）AiMS会員は「特定商取引に関する法律」その他、薬機法等の関連
     法律を遵守すると共に、当社の商品、サービス等に関する正確な
     知識を把握した上で説明、新規AiMS会員開拓活動を行っていただ
     きます。
５）AiMS会員はご自身の紹介したAiMS会員やお客様に対して、さまざ
     まな伝達や活動における支援を行っていただきます。
６）AiMS会員は、新規AiMS会員の開拓活動等においてトラブルが発
     生した場合、当社指示に従い速やかに問題を解決して頂きます。
７）AiMS会員は、当社が定めた参加資格、会員規約、禁止事項及び
     報酬計算（特定利益）規定等に従い、新規AiMS会員の開拓活動を
     行う事により、ご自身の資格及びご自身のグループ実績に応じて、
     報酬（特定利益）を受給する事ができます。

■AiMS 会員とは

□美容関連商品
【ViOFACTOR ザ エスシーエフセラム】内容量：5mL
全成分表示：海水、ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム、ヒト脂肪細
胞順化培養液エキス、アスタキサンチン、パルミチン酸レチノール、レ
チノイン酸トコフェリル、トリスヘキシルデカン酸ピリドキシン、パンテ
ノール、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビルエチル、
アスコルビルグルコシド、アスコルビン酸、酢酸トコフェロール、トコト
リエノール、トコフェロール、ニコチンアミドモノヌクレオチド、ヒアル
ロン酸Na、水溶性コラーゲン、水溶性エラスチン、水添レシチン、レシ
チン、フィトステロールズ、コレステロール、パルミトイルトリペプチド
-5、トリフルオロ酢酸テトラデシルアミノブチロイルバリルアミノ酪酸
ウレア、パルミトイルジペプチド-5ジアミノブチロイルヒドロキシトレ
オニン、コウジ酸、ヒドロキシアパタイト、ヘマトコッカスプルビアリス
エキス、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、グリセリン、塩化Mg、
1,2ｰヘキサンジオール、カプリリルグリコール

【ViOFACTOR ザ モイスチャージェル】内容量：30g
全成分表示：海水、グリセリン、水添ココグリセリル、ステアリン酸グリ
セリル、ステアリン酸グリセリル（SE）、ステアリン酸PEG-10、水添レシ
チン、コレステロール、ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム、ヒト脂
肪細胞順化培養液エキス、アスタキサンチン、パルミチン酸レチノール、
レチノイン酸トコフェリル、トリスヘキシルデカン酸ピリドキシン、パン
テノール、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビルエチル、
アスコルビルグルコシド、アスコルビン酸、酢酸トコフェロール、トコト
リエノール、トコフェロール、ニコチンアミドモノヌクレオチド、ヒアル
ロン酸Na、水溶性コラーゲン、水溶性エラスチン、パルミトイルトリペ
プチド-5、トリフルオロ酢酸テトラデシルアミノブチロイルバリルアミ
ノ酪酸ウレア、パルミトイルジペプチド-5ジアミノブチロイルヒドロキ
シトレオニン、コウジ酸、ヒドロキシアパタイト、ヘマトコッカスプルビ
アリスエキス、ベタイン、クエン酸、クエン酸Na、トリ（カプリル酸／カプ
リン酸）グリセリル、（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（C10ｰ30））ク
ロスポリマー、水酸化K、1,2-ヘキサンジオール、ベンジルアルコール

【AiSC nanoPDS NMN フェイスマスク】（4枚セット）美容液：25mL
全成分表示：水、グリセリン、ペンチレングリコール、ベタイン、1,2-ヘ
キサンジオール、ニコチンアミドモノヌクレオチド、ヒト脂肪細胞順化
培養液エキス、リンゴ果実培養細胞エキス、サトザクラ花エキス、加水
分解ローヤルゼリータンパク、ソルビトール発酵多糖、水溶性プロテオ
グリカン、オリーブ油、水添レシチン、レシチン、ダイズステロール、セラ
ミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、ヒアルロン酸Na、(ク
エン酸／乳酸／リノール酸／オレイン酸）グリセリル、カプリリルグリ
コール、ポリソルベート60、フィチン酸、アルギニン、アスコルビン酸、
リンゴ酸、PEG-60水添ヒマシ油、ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-6、
酸化銀、ジグリセリン、キサンタンガム、BG、フェノキシエタノール

【AiSC nano PDS ボディメンテナンス】内容量：70g
全成分表示：水、BG、グリセリン、1,2-ヘキサンジオール、シクロヘキサ
ン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、スクワラン、メントー
ル、乳酸メンチル、エタノール、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、チョウ
ジつぼみ油、アセチルグルコサミン、コンドロイチン硫酸Na、ジメチル
スルホン、水溶性プロテオグリカン、加水分解ローヤルゼリータンパク、
シソ葉エキス、ソルビトール発酵多糖、セラミドEOP、セラミドNG、セラ
ミドNP、セラミドAG、セラミドAP、水添レシチン、ダイズステロール、
オリーブ果実油、マカデミアナッツ油、ラウロイルグルタミン酸ジ（フィ
トステリル／オクチルドデシル）、ダイマージリノール酸（フィトステリ
ル／イソステアリル／セチル／ステアリル／ベヘニル）、（クエン酸／
乳酸／リノール酸／オレイン酸）グリセリル、ポリリシノレイン酸ポリ
グリセリル-6、トコフェロール、パルミチン酸エチルヘキシル、カプリリ
ルグリコール、ポリソルベート60、キサンタンガム、カルボマー、ジメチ
コン、シクロペンタシロキサン、水酸化Na、フェノキシエタノール

【ViOFACTOR nanoPDS アイロニングクリーム】内容量：30g 
全成分表示：水、グリセリン、BG、スクワラン、水添レシチン、ダイマージ
リノール酸（フィトステリル／イソステアリル／セチル／ステアリル／
ベヘニル）、1,2ｰヘキサンジオール、ヒト脂肪間質細胞エクソソーム、
ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、ニコチンアミドモノヌクレオチド、環状
リゾホスファチジン酸Na、アスコルビルグルコシド、水溶性プロテオグ
リカン、リンゴ果実培養細胞エキス、メチオニン、酵母βｰグルカン、ソル
ビトール発酵多糖、加水分解ローヤルゼリータンパク、ヒアルロン酸Na、
レシチン、ダイズステロール、マカデミア種子油、オリーブ果実油、セラミ
ドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP、トコフェロ
ール、（クエン酸／乳酸／リノール酸／オレイン酸）グリセリル、ポリリシ
ノレイン酸ポリグリセリル-6、カプリリルグリコール、ポリソルベート60、
キサンタンガム、シクロペンタシロキサン、ジメチコン、カルボマー、水
酸化Na、フェノキシエタノール

【ViOFACTOR ミネラルミルク】内容量：120mL
全成分表示：水、グリセリン、ペンチレングリコール、ジメチコン、エタノ
ール、ラウリン酸ポリグリセリル-10、海水、ヒト脂肪細胞順化培養液エ
キス、ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-1、ヒト遺伝子組換オリゴペプチ
ド-2、ヒト遺伝子組換ポリペプチド-3、ヒト遺伝子組換ポリペプチド-11、
ヒト遺伝子組換ポリペプチド-19、ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、
水溶性エラスチン、温泉水、クインスシードエキス、ラウルジモニウムヒ
ドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、アルギン酸Na、カラギー
ナン、グリチルリチン酸２K、海塩、クラドシホンノバエカレドニアエ多
糖体、スギノリ／ミツイシコンブ／ウスバアオノリエキス、コトジツノマ
タ／ミツイシコンブ／ヒトエグサ葉状体エキス、クロレラエキス、ハトム
ギ種子エキス、モモ葉エキス、オタネニンジン根エキス、ナットウガム、
ラウリルトリモニウムクロリド、イソプロパノール、ＢＧ、フェノキシエタ
ノール、メチルパラベン、香料
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■取扱商品

■AiMS 会員の参加方法について

取 扱 商 品（全成分表示）

＜商品内訳：合計金額 42,050円＞
（１）ViOFACTOR nanoPDS ヘアフィラー（1本）17,050円
（２）AiSC nanoPDS ボディメンテナンス（1本）8,800円
（３）ViOFACTOR パルテノサプリ（1個）16,200円

Mメンバー（Ｂセット） 特別価格 38,500 円

＜商品内訳：合計金額 257,400円＞
（１）ViOFACTOR H （3台） 257,400円

ＡＧエージェント（Ａセット） 特別価格 198,000 円

ＳＡＧスーパーエージェントセット
お好きな商品を495,000円～618,750円の範囲内でお選びください。
こちらの登録には別途、「SAG商品選択登録申請書」が必要になります。
ご記入の上、郵送、FAX、またはメールにてお送りください。

＜商品内訳：合計金額 43,230円＞
（１）ViOFACTOR nanoPDS スキンローション（1本）10,780円
（２）ViOFACTOR nanoPDS アイロニングクリーム（1本）14,850円
（３）AiSC nanoPDS NMN フェイスマスク（2袋）17,600円

Mメンバー（Ａセット） 特別価格 38,500 円

ＡＧエージェント（Ｂセット） 特別価格 198,000 円

特別価格 495,000 円

お好きな商品を198,000円～233,000円の範囲内でお選びください。
こちらの登録には別途、「AG商品選択登録申請書」が必要になります。
ご記入の上、郵送、FAX、またはメールにてお送りください。



【ViOFACTOR nanoPDS スキンローション】内容量：120mL
全成分表示：水、グリセリン、ベタイン、1,2-ヘキサンジオール、ヒト脂
肪間質細胞エクソソーム、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、ニコチン
アミドモノヌクレオチド、環状リゾホスファチジン酸Na、アスコルビル
グルコシド、メチオニン、酵母β－グルカン、加水分解コラーゲン、水
溶性プロテオグリカン、マンダリンオレンジ果皮エキス、酵母エキス、
セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP、シ
ロキクラゲ多糖体、ヒアルロン酸Na、水添レシチン、ダイズステロー
ル、ソルビトール、マカデミア種子油、オリーブ果実油、（クエン酸／
乳酸／リノール酸／オレイン酸）グリセリル、PEG-60水添ヒマシ油、
ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-6、カプリリルグリコール、ポリソ
ルベート60、ジグリセリン、メチルグルセス-10、BG、フェノキシエタ
ノール

【ViOFACTOR nanoPDS ヘアフィラー】内容量：100mL
全成分表示：水、エタノール、1,2-ヘキサンジオール、ヒト脂肪間質細
胞エクソソーム、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、ニコチンアミドモ
ノヌクレオチド、環状リゾホスファチジン酸Na、ピロリジニルジアミノ
ピリミジンオキシド、アセチルテトラペプチド-3、ヒメマツタケエキス、
アカツメクサ花エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、チャ葉エキス、
カンファンジオール、ピナンジオール、センブリエキス、イチョウ葉エ
キス、パンテノール、オキナワモズクエキス、グリチルリチン酸2K、メ
ントール、メチオニン、酵母β-グルカン、オリーブ果実油、マカデミア
種子油、ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-6、（クエン酸／乳酸／リ
ノール酸／オレイン酸）グリセリル、グリシン、グリセリン、塩化亜鉛、
ピロ亜硫酸Na、ポリソルベート60、カプリリルグリコール、PEG-60
水添ヒマシ油、BG、フェルラ酸、酒石酸、デキストラン、EDTA-2Na、
フェノキシエタノール

□健康食品関連商品
【AiSC nano PDS NMN-Xサプリ】内容量：45g（1.5g×30包）
全成分表示：ニコチンアミドモノヌクレオチド、マルチトール、乳糖、デ
キストリン、アップル濃縮果汁、でんぷん、明日葉末、タマネギ外皮エ
キス末、フィーバーヒューエキス末、パッションフルーツ種子エキス、
米胚芽抽出物、イチゴ抽出物、澱粉分解物、オリーブオイル/微粒二酸
化ケイ素、シクロデキストリン、ビタミンC、クエン酸、ナイアシン、ビタ
ミンE、パントテン酸カルシウム、 ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンA、
ビタミンB2、葉酸、グリセリン脂肪酸エステル、ビタミンD、ビタミンB12、
グリセリン

【ViOFACTOR パルテノサプリ】内容量：19.2ｇ（320㎎×60粒）
全成分表示：ケラチン加水分解エキス末（ケラチン加水分解物、デキ
ストリン）、ナツシロギクエキス末、ミレットエキス末、コラーゲンペプ
チド、粉末イソマルトオリゴ糖、乳蛋白分解物、L-シトルリン、ヒハツ
エキス(デキストリン、ヒハツ抽出物)、酵母エキス（酵母エキス、デキ
ストリン）、加水分解ケラチン、大豆胚芽抽出物、馬プラセンタ末/
L-リジン塩酸塩、HPMC、Lシスチン、ステアリン酸Ca、アルギン酸Na、
シクロデキストリン、炭酸Ca、アラビアガム、リン酸Ca、（一部に乳成
分・大豆を含む）

【ViOFACTOR βグルカンサプリ】内容量：45ｇ（1.5ｇ×30包）
全成分表示：β-グルカン、ニコチンアミドモノヌクレオチド、ラクチュロ
ースパウダー、ビフィズス菌乾燥粉末、アスタキサンチン、乳糖、ラクト
フェリン、ビタミンC、マルチトール、ニコチン酸アミド、難消化性デキス
トリン、シクロデキストリン、デキストリン、タキシフォリン、トリヒドロキ
シスチルベン、ビタミンE含有植物油末、メロンエキス、クエン酸、ロイシ
ン、グルタミン、アルギニン、ステアリン酸Ca、コーンスターチ、ソルビトール

１）グループ作り（系列について）
     AiMS会員が直接ご紹介されたAiMS会員は左右2系列に配置され
     登録されます。
　 ※指定がある場合は ご指定のグループに登録されます。
２）報酬
     報酬計算は、AiMS会員からご紹介いただいた方を、各グループに
     振り分け、その月の新規AiMS会員登録数、インセンティブポイント
     数の合計を集計し、それぞれの報酬計算を行います。報酬金額が確
     定したら、翌月の10日にAiMS会員のご指定の口座にお振込みい
    たします。 その際に、事務手数料と、その他の手数料として一律
　 1,000円（税込）を差し引かせていただきます。※金融機関休業日の
     場合翌営業日の振込となります。※お振込は報酬額に繰越金、調整
     金などを合算し、合計金額が5,000円以上の場合に振込みされ、
     5,000円未満の場合は、翌月に繰越しされます。
３）報酬取得条件
　 貴方が既定のポイント分の商品購入をされていること。
　 ・SAG（スーパーエージェント）毎月10,000ポイント以上の商品購入
　 ・AG（エージェント）毎月8,000ポイント以上の商品購入
　 ・M（メンバー）毎月5,000ポイント以上の商品購入
　　※貴方が新規登録した月は除きます。

■商品引渡の時期・方法及び注意点

■報酬計算について（特定利益）

１）新規AiMS会員は「AiMS登録申請書」が郵送で当社に到着し、入金
     確認後10営業日以内にお届けいたします。
２）商品購入については、FAXまたはWeb注文のうえ、購入代金の入金
     確認後10営業日以内に発送いたします。
３）購入された商品が長期不在等の理由で、返送され再度発送する場
     合の送料は、実費にてAiMS会員ご自身のご負担となります。

■商品購入の注意点
１）毎月の商品購入のお支払いは、クレジットカードまたは銀行振込と
     なります。クレジットカードの場合は翌月10日までに決済を、銀行
     振込の場合は、翌月10日までに当社指定口座へお振込みください。
     （振込手数料はAiMS会員負担）
２）お届け先、お支払い方法の変更はWebで行うか、または「登録内容
     各種変更届」をFAX、郵送またはメールでお送りください。
３）当月分の購入商品の入金の確認ができると商品が発送されます。
     ※入金の確認ができなかった場合、次の通りになります。
　　・商品の発送がされません。
　　・報酬取得ができません。

■AiMS 会員の資格種別
【M／メンバー】
・担当推薦者からの紹介により当社が認めたAiMS会員のこと
・活動内容： 当社が取扱う商品の販売及びサービスの提供
・報酬： 小売利益、新規登録インセンティブ、リピートインセンティブ

【AG／エージェント】
・エージェント登録、もしくはメンバーからエージェントに昇格した方。
・活動内容： 当社が取扱う商品の販売及びサービスの提供
・報酬： 小売利益、新規登録インセンティブ、リピートインセンティブ

【SAG／スーパーエージェント】
・スーパーエージェント登録、もしくはメンバーからエージェント（スー
  パーエージェント）に昇格した方。
・活動内容： 当社が取扱う商品の販売及びサービスの提供
・報酬： 小売利益、新規登録インセンティブ、リピートインセンティブ

2022/10/11改定

-3 - - 4 -

■価格一覧表

ViOFACTOR

NMN

NMN-X

AiSC

AiSC

ザ エスシーエフセラム（5mL）

ViOFACTOR スキンローション（120mL）

ViOFACTOR ザ モイスチャージェル（30g）

ViOFACTOR
ViOFACTOR
ViOFACTOR

ミネラルミルク（120mL）

アイロニングクリーム（30g）

nanoPDS フェイスマスク

nanoPDS
nanoPDS
nanoPDS

nanoPDS
ViOFACTOR ヘアフィラー（100mL）nanoPDS

ViOFACTOR nanoPDS

nanoPDS

ボディメンテナンス

AiSC サプリ

（4枚入）

（70g）

ViOFACTOR パルテノサプリ
ViOFACTOR βグルカンサプリ

ViOFACTOR 水素生成器

6,600 5,500 4,620 3,960 Pt円円円円

円円円円

円円円円

円円円円

円円円円

円円円円

円円円円

円円円円

円円円円

円円円円

円円円円

円円円円

円円円円

円円円円

2,900

500

11,000 8,800 7,700 6,600 Pt4,800

14,850 13,300 10,400 8,900 Pt7,000

10,780 9,680 7,590 6,490 Pt4,100
17,050 15,290 11,930 10,230 Pt6,500

円円円円18,150 16,330 12,650 10,890 Pt6,300

アイロニングクリーム（0.75g） 2,500 2,500 2,500 Pt

8,800 7,920 6,160 4,290 Pt3,900
8,800 7,920 6,160 4,290 Pt3,900

5,500 4,950 3,850 3,190 Pt2,000

108,000 86,400 38,800 25,920 Pt10,000

16,200 14,580 11,340 9,720 Pt9,000
16,200 14,580 11,340 9,720 Pt9,000

商　品　名 メーカー希望
小売価格 （メンバー）

価格M
（エージェント）

価格AG
（スーパーエージェント）

価格
（金額は税込）

SAG インセンティブ
ポイント

（1.5ｇ×30包）

ViOFACTOR ５-ALA-MTMAX 8,000 7,200 5,600 4,800 Pt3,000

（1.5ｇ×30包）

NMN for DOG（1.5ｇ×30粒）

NMN-XnanoPDSAiSC サプリ ５パック 432,000 100,000117,000150,000 Pt24,000

円円円円291,500 174,900198,000262,350 Pt88,000

（1.5ｇ×30包）

（320mg×60粒）

（540mg×30粒）

　

【ViOFACTOR 5-ALA-MTMAX】内容量：16.2g(540mg×30粒)
全成分表示：中鎖脂肪酸油（MCT ) (マレーシア製造)、コエンザイム
Q10、アミノ酸粉末(5-アミノレブリン酸塩 含有)、N-アセチルノイラ
ミン酸/ゼラチン、グリセリン、乳化剤、クエン酸第一鉄ナトリウム、
着色料(酸化チタン)、V.D .

□水素関連商品
【ViOFACTOR 水素生成器】（水素生成器/水素吸入器）
製品仕様：本体容量（1.8ℓ）、電圧（AC100V,50/60Hz）、定格出力（200
W）、水素ガス純度（>99.999％）、水素溶存濃度（500～1,200ppb）、
酸化還元電位（ｰ250～ｰ550mV）、pH（水のpHは変化しません）、加温
温度（50℃,65℃,80℃）、水素ガス生産量（>12㎖/min）、重量（約3kg）、
使用環境温度（5℃～40℃）、次亜塩素酸とオゾンの副産物なし。
※水質や水温によっては、水素溶存濃度 及び 酸化還元電位が変化す
　る場合があります。

【ViOFACTOR H】
製品仕様：本体寸法(直径:63㎜,成器高さ:59㎜,カップに接続した状態
の高さ:210㎜)、実用内容量(280㎖:付属ボトル)、本体の重さ(生成器
のみ:150ｇ,ボトル付き:325ｇ)、消費電力(4W)、入力電源(100-240V
50/60Hz,DV5V,1A/2A)、内蔵電池(リチウムイオン電池1580mAh,内
蔵電池寿命(約500回の満充電可能)、充電完了後の生成回数(5分モー
ド:約14回、20分モード:約3回)、充電時間(約2時間:充電中も生成でき
ます)、水素水濃度(5分モード:約1.5㎎/L,20分モード:約2.5㎎/L)、水素
分子純度(99.99％)、水素分子生成量(7㎖/min)、水素発生方式(PEM
膜電極、水素/酸素100％分離,電気分解)、適応水温度(0℃～60℃)、特
別機能(全体防水,圧力感知,分子状水素生成)、材質(キャップ,生成器：
ABS樹脂(食品クラス),ボトル：PC樹脂(食品クラス))

□ペット関連商品
【ViOFACTOR nanoPDS NMN for DOG】内容量：45g(1.5g×30粒)
原材料名：アカシア食物繊維、米糠、米糠発酵物、NMN（ニコチンアミド
モノヌクレオチド）、緑イ貝粉末、国産有機緑茶粉末、殺菌乳酸菌粉末、
オリーブ油、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン

※

※

ViOFACTOR  H 円85,800 円77,200 円60,000 円51,400 24,000 Pt



■リピート・インセンティブ
１．リピートインセンティブ
このインセンティブは、貴方の左右のグループのインセンティブポイント
を集計し、左右の少ない方のスモールグループのポイント規定の比率
で、SAG（スーパーエージェント）15％、AG（エージェント）12％、M（メ
ンバー）10％で計算して支払われます。新規登録直接紹介２件ができ
てからのリピートインセンティブで、多い方の最大300万ポイントは繰
り越されます。 但し、いずれも規定のポイント分の購入が必要です。
購入が無い場合はリセットされます。
報酬取得条件として、自己の既定のポイント分の商品購入と、直接紹介
で２件のアクティブ会員がいることが必要です。
※既定のポイント  M/5,000pt、 AG/8,000pt、 SAG/10,000pt
※アクティブ会員とは、規定のポイント分を毎月購入されている会員の
　ことで、新規登録された月もアクティブ会員とみなします。 

例）貴方の左右のグループの
ポイントが左記のような場合
は下記の通り支払われます。

貴方がSAG（スーパーエージェント）の場合

■タイトルインセンティブ
AiMS全体のインセンティブポイントを毎月集計し、下記のタイトル資
格に応じて、毎月のタイトルインセンティブを計算し、達成者で分配し、
６ヵ月毎（２月・８月）に支払います。報酬取得の条件として、自己の既
定のポイント分の商品購入と、タイトル条件の直件紹介数及び左右
のポイント数の維持が必要です。
※既定のポイント  M/5,000pt、 AG/8,000pt、 SAG/10,000pt
※タイトルインセンティブは条件を達成した月のみ計算され、計算上
　タイトルは変動します。

※毎月のインセンティブポイントに応じてタイトルは変動します。

タイトル 左グループP 右グループP 直紹介数分配比率

■報酬の調整金について
１）クーリングオフ及び返品等により報酬の調整が必要となった場合
     は、以下の通り調整を行い報酬から調整金として精算いたします。
     ①新規登録分のクーリングオフや返品による調整金は、その登録
        に対して報酬を受け取った上位者全員が対象となります。
     ②返品による調整金は、その商品の購入に対して報酬を受け取っ
        た紹介者や担当推薦者、上位者全員が対象となります。
２）報酬金額が当社の規定の上限を超えた場合は、高額所得者から
     順に支払い金額の調整を行う場合があります。

■マッチング・インセンティブ
ご自身の直接紹介の方々の報酬（※1）の10%を貴方にお支払いい
たします。報酬受取条件として、自己の規定ポイント分（※2）の商品
購入が必要です。
※1）マッチングインセンティブ、タイトルインセンティブは除く
※2）規定のポイント  M/5,000pt、AG/8,000pt、SAG/10,000pt　

＜マッチングインセンティブ受取例＞
〇AさんがBさんを紹介
　Bさんのマッチングインセンティブを除く報酬が100万円
　100万円×10%＝10万円
　10万円がAさんのマッチングインセンティブとなります。
〇BさんがCさんを紹介
　Cさんのマッチングインセンティブを除く報酬が50万
　50万×10%＝5万円
　5万円がBさんのマッチングインセンティブとなります。
　マッチングインセンティブを除く報酬が計算対象となりますので、
　Bさんのマッチングインセンティブの5万円はAさんのマッチング
　インセンティブ計算には含まれません。

■報酬の返金
１）報酬を支払った後に、AiMS会員のグループから商品の返品が生
     じた場合、その返品商品により発生した報酬を受給したすべての
     AiMS会員は、支払われた報酬金額を当社に返金しなければなり
     ません。
２）返金する報酬は、該当するAiMS会員に支払った報酬から清算さ
     れます。報酬額不足等により精算できなかった場合、不足金額を
     請求させていただきます。
３）報酬の返金義務は、AiMS会員の参加資格を喪失した後も継続し
     て負うものとします。

2022/10/11改定
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450,00015% = 円

貴方がAG（エージェント）の場合 360,00012% = 円

貴方がM（メンバー）の場合 300,00010% = 円

500 万Ｐ 300 万Ｐ

貴方

スモールグループビックグループ

■AiMS 会員の小売利益について ■新規登録インセンティブ
AiMS会員は下記のように、商品をお客様に直接小売りされる場合は、
商品のメーカー希望小売価格と、AiMS会員の各資格に応じた価格の
差益を小売利益として得ることができます。報酬取得条件として、自己
の既定のポイント分の商品購入が必要です。
※既定のポイント  M/5,000pt、 AG/8,000pt、 SAG/10,000pt

報酬取得条件として、自己の既定のポイント分の商品購入が必要です。
※既定のポイント  M/5,000pt、 AG/8,000pt、 SAG/10,000pt

１．各資格の新規直接紹介インセンティブ

２．新規登録インセンティブ

あなたの左右の各グループで、毎月新規登録される件数毎に、受け取
れるインセンティブです。

左右のグループを比べて、件数の少ないスモールグループの新規
登録に応じた「新規登録ポイント」１Pt＝3,000円をお支払いしま
す。新規登録直接紹介２件ができてからの、新規登録インセンティ
ブで、多い方のポイントは繰り越されます。但し、いずれも規定のポ
イント分の購入が必要です。購入が無い場合はリセットされます。
報酬取得条件として、自己の既定のポイント分の商品購入と、直接
紹介で２件のアクティブ会員がいることが必要です。
※既定のポイント  M/5,000pt、 AG/8,000pt、 SAG/10,000pt
※アクティブ会員とは、規定のポイント分を毎月購入されている会員
　のことで、新規登録された月もアクティブ会員とみなします。

■AiMS 会員資格の昇格について
AiMS会員資格は、登録時にご自身で選択する方法と、登録後に昇格
する方法の２通りがあります。

１．M（メンバー）からAG（エージェント）へ昇格するには、下記の①と
     ②両方の条件を達成すること

①あなたが直接M（メンバー）以上を３件以上紹介すること。
②左右のグループに５件：５件のグループを持つこと。

①あなたが直接M（メンバー）以上を５件以上紹介すること。
②左右のグループに15件：15件のグループを持つこと。

この場合、当社が別途定める、「AiMS商品ご契約の内容（3枚複写
式）」の原本1部をその場でお客様に交付し、控え1部をAiMS会員
が保持するとともに、控え1部を本社に送付しなければなりません。

スーパーエージェント
小売利益

お客様購入

約４０％ 約３０％お客様購入

お客様購入

お客様購入

エージェント
小売利益

①あなたが直接M（メンバー）以上を５件以上紹介すること。
②左右のグループに10件：10件のグループを持つこと。

５件 ５件

２．AG（エージェント）【昇格】からSAG（スーパーエージェント）へ昇格
     するには下記の①と②両方の条件を達成すること

3．AG（エージェント）【登録】からSAG（スーパーエージェント）へ昇格
　するには下記の①と②両方の条件を達成すること

50,000 円 /件1 件紹介する毎に

20,000 円 /件1 件紹介する毎に

5,000 円 /件1 件紹介する毎に

３０Ｐ

貴方 新規

１Ｐ

３０Ｐ

新規

5Ｐ

３０Ｐ

30,000

新規

１０Ｐ
＝

貴方

貴方

円

3,000円 ×10P で計算

※新規登録ポイント SAG は 10P で計算

15,000＝ 円

3,000円 ×５P で計算

※新規登録ポイント AG は 5P で計算

3,000＝ 円

3,000円 ×1P で計算

※新規登録ポイントM は 1P で計算

KAi 1,000万p  or  1,000 件 1,000万p  or  1,000 件 20 件 ~ 0.5％

500万p  or  500 件 20 件 ~ 0.5％

300万p  or  300 件 20 件 ~ 1.0％

1.0％

1.0％

1.0％

150 万p  or  150 件 10 件 ~

100万p  or  100 件 5 件 ~

30万p  or  30 件

（例）30万p or 30件 とは、「30 万ポイントの売上」もしくは、
　　「30件以上のアクティブ会員（M・AG・SAG）」がいること。

※補足

500万p  or  500 件

300万p  or  300 件

150 万p  or  150 件

100万p  or  100 件

30万p  or  30 件 5 件 ~

QAi

GAi

LAi

MAi

SAi

直接紹介３件
紹介は SAG・AG・M
期間を問わず累積

（アクティブであること）

直接紹介５件（累積）
紹介は SAG・AG・M
期間を問わず累積

（アクティブであること）

直接紹介５件
紹介は SAG・AG・M
期間を問わず累積

（アクティブであること）

昇格

登録

+

+

+

１５件 １５件

１０件 １０件
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■AiMS 会員の解約・喪失
１）契約の解除（解約）は、専用の書面に必要事項を記入して当社に郵
     送する事により可能です。 ※クーリングオフの場合はAiMS会員と
     しての登録も同時に取り消しとなりますので、AiMS会員の解約書面
     の提出は必要ありません。
２）以下に該当する場合は、当社の判断でAiMS会員としての参加資格
     を予告なく喪失させていただく場合があります。
     ・AiMS会員が当社の方針、規約、関連法規、公的秩序に反する行為
      をし、注意や警告に従わなかった場合。
     ・その他、本書面の記載事項に違反した場合、当社の名誉を棄損、
      または、社会的信用を失わせる行為を行った場合。
３）AiMS会員は第三者にその地位を譲渡する事はできません。但し、
     AiMS会員が死亡した場合、または当社が権利の継承が正当であ
     ると判断した場合、一親等の親族に限り、AiMS会員としての参加
     条件を満たす事により継承を認めます。（夫婦間の場合は認めます）
４）理由の如何にかかわらず参加資格を喪失した場合は、6ヶ月間は
     再登録する事ができません。但し、当社の判断により登録を解除さ
     れたAiMS会員は再登録できません。
５）３ヶ月間、一度も各資格に応じた既定ポイント以上の商品購入が
     無い場合は、AiMS会員を自動的に解約となります。
６）当社がAiMS会員として適格でないと判断した場合は、その理由に
     かかわらず解約とさせていただきます。

■特定商取引に関する法律で定められた禁止行為
AiMS会員がこの先、このビジネスの説明・勧誘・契約の締結を行う際
に、以下の事項を行うこと及び以下の事項を教唆することは禁止事項
となっています。禁止事項を行った場合は、その行為者が法律により罰
せられます。
１）勧誘に先立ち、勧誘の相手方に以下の事項を明示しないこと。
     ①当社の名称
     ②担当推薦者（紹介者）の氏名
     ③特定負担を伴う取引の契約締結についての勧誘目的であること。
     ④このビジネスに係る商品の種類
     ⑤このビジネスが特定商取引法で定める連鎖販売取引であること。
２）以下の事項について不実告知（事実でないことを告げる）や、事実
     不告知（故意に事実を告げない）となる行為、また以下の事項につ
     いて書面及び口頭にて説明を行わないこと。
     ①商品の種類、性能、品質等
     ②商品の販売価格
     ③商品代金の支払い時期及び支払い方法
     ④商品の引き渡し時期
     ⑤このビジネスの条件とされる特定負担に関する事項
     ⑥このビジネスのクーリングオフや契約解除に関する事項
     ⑦このビジネスに係る特定利益
     ⑧顧客が当該売買契約の締結を必要とする事情（契約を結ぶ動機）
        に関する事項
     ⑨その他、このビジネスに係る事項であって、相手方の判断に影響
        を及ぼす重要な事項
３）契約を締結させるため、または契約の解除を妨げるため、相手方に
     威迫、困惑を与える行為。
４）契約の締結について勧誘するに際し、または契約解除を妨げるため、
     相手方に不実告知または事実不告知を行うこと。
５）契約の締結の前に概要書面を交付しないこと。
６）概要書面の担当推薦者記入欄に担当推薦者の氏名、住所、連絡先
     を記載しないこと、または虚偽の記載をすること。
７）当社取扱商品の案内、説明会等の催事への参加を強要すること。
８）目的を明示せず、一般の人が出入りしない場所で勧誘すること。
９）AiMS会員登録契約書に虚偽の記載を行うこと。
10）希有な成功例や非現実的な収入例を引用し、あたかも確実に成功
     するかの如き印象を与えて勧誘すること。

11）請求、承諾のない者に対してのメール及びSNSによる勧誘行為。
12)日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の購
     入を勧誘すること。

■当社で定めた禁止行為
以下の事項は当社が定める禁止行為であり、AiMS会員が行うことは
もちろんのこと、他のAiMS会員を教唆することも禁止いたします。
１）AiMS会員の登録条件を満たさない者に対し、AiMS会員登録を働
     きかけること。
２）AiMS会員の登録条件を満たさない者が、AiMS会員登録を行うこと。
３）18歳未満の者や他の者の判断不足に乗じ、契約を締結させること。
４）明らかにビジネス活動ができない方を勧誘及び契約を締結させる
     こと。
５）消費者金融等の利用による商品購入を進めることや、AiMS会員の
     間で金融の貸借を含む融資の斡旋を行うことなど、AiMS会員の経
     済状況を毀損する恐れのある一切の行為を行うこと。
６）AiMS会員登録の意思がないと既に告げている方に対し、長時間に
     亘り強引に説得を行うこと。
７）夜９時以降の深夜、あるいは朝８時以前の早朝に相手の同意なし
     にビジネス活動を行うこと。
８）射幸心をあおる話し方をしたり、成功の困難さを言及せずにビジネ
     ス活動を行うこと。
９）「必ず儲かる」「必ず成功する」「月収〇〇万円以上は確実に得られ
     る」「１ヵ月以上続ければサラリーマンでは絶対に手にできない収
     入が得られる」などあたかも参加するだけで必ず利益が得られるよ
     うな誇大表現をすること。
10）報酬明細書を見せて勧誘すること。
11）あたかも公的機関から何らかの承認を受けているかのように勧誘
     を行うこと。
12）心理的、精神的不安状態に陥らせるなどの行為を行うこと。
13）公共の場所において相手につきまといしつこく勧誘すること。
14）不特定多数に対してキャッチセールス、ビラ配布などによってAiMS
     会員募集などビジネス活動を行うこと。
15）ビジネス参加に係る契約を締結する場合に、このビジネス参加者
     にとって不当に不利益になる特約を規定すること。
16）報酬プランとして認められていない事項を、ビジネス参加者が本人
     の裁量で取引の相手に口頭で約束すること。
17）AiMS会員が当社の社員、役員と名乗ること。
18）AiMS会員が登録条件を満たさない者及び未登録の者に、AiMS会
     員の従業員となり実質的にビジネス活動をさせることや、AiMS会員
     の権利を享受すること。
19）当社の契約書類や注文書などに、代筆、名義の貸借、架空名義、相
     手に無断で書類作成、虚偽事項の記載を行うこと。
20）このビジネスの契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年
     齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること及び芸名・
     ペンネーム・通称等、身分証明書と異なる名義で申込みをすること。
21）AiMS会員が当社の承認なしに、名称やロゴ・商標・著作物を無断
     でコピーや転写することや、資料・文書・名刺等を作成すること。
22）AiMS会員が当社の承認なしに、雑誌・出版物・インターネット・ラ
     ジオ・テレビ・折込広告・ダイレクトメール等のメディアを用いてこ
     のビジネスの活動や宣伝活動、販売活動を行うこと。
23）AiMS会員が勧誘の為にSNS、メールを送信すること。
24）当社の発行する書面などの内容を改ざんすること。
25）当社が発行する書冊、カタログ、資料以外のAiMS会員が任意で作
     成した補助用品に誇大表示をすること及びそれらを使用して勧誘
     すること。
26）当社主催の説明会・研修会・大会などの会場において、当社の許可
     なく撮影・録画・録音すること。
27）当社が指定する名刺以外を使用して、AiMS会員であることを語る
     こと。

28）説明会及び研修会等において、事前に当社が承認した場所を除き、
      他の組織、商品の説明、勧誘及び販売等を行うことや、AiMS会員
      同士で他のビジネス等の勧誘活動を行うこと。または同業他社の
      コンサルタント業務や説明会を行う講師などをすること。
29）当社で知り得た情報を当社以外のビジネスに利用すること。
30）AiMS会員がAiMS会員の組織の中に特定派閥を設け、互いの利益
     を損ねたり、攻撃したりすること。
31）他の同種連鎖販売取引、または類似取引の幹部相当の地位にある
     こと。
32）当社のビジネス、他のAiMS会員のイメージを傷つける行為。
33）その他、公序良俗に反する行為。
34）その他、著しく当社及び他のAiMS会員に対して不利益をもたらす
     と思われる発言、行為をすること。
35）クロスリクルート
     AiMS会員が同業他社及び類似するビジネスや投資ビジネスを他
     のAiMS会員に紹介、勧誘することを固く禁じます。紹介とは直接間
     接を問わず、商品の斡旋、販売及びビジネスの勧誘、奨励、登録等
     を行うこと、また行おうとすること。同様に当社ビジネスの活動を
     中止するよう働きかけることも禁じます。
     さらに、すでに当社に登録をしているAiMS会員に自分のグループ
     に加わるよう働きかけたり、他のラインへの移動推奨することも固
     く禁じます。尚、クロスリクルートは当社に多大な影響を及ぼすもの
     であり、問題が発覚した時点で被害を最小限に抑えるため、当社の
     専らの裁量により、当該AiMS会員に対して除名処分を含む厳重な
     措置を講じます。

■AiMS 会員の責務
AiMS会員登録は、必ずAiMS会員としてのビジネス活動をしなければ
ならないという義務はありません。但し、ビジネス活動を行う際は概要
書面・契約書面に基づき、すべての規定を遵守しなければなりません。
また、特定商取引に関する法律・薬機法・個人情報保護法・所得税法等
その関連法規及び公序良俗に反する方法で、ビジネス活動を行うこと
はできません。
１）AiMS会員は、この書面の内容を理解した上で、正しいルールに基
     づき、AiMS会員として自覚と誇りをもって、健全なビジネス活動を
     行ってください。
２）AiMS会員は、ビジネス活動において、本人の氏名・住所・連絡先を
     明記した概要書面を交付し、このビジネスの内容について書面と
     口頭で正しく説明を行ってください。
３）契約に関する重要事項は、必ず相手方に説明し、理解、納得を得て
     ください。
４）AiMS会員は、下位系列のAiMS会員に対して、契約の内容及び
     条件ならびに関連法規等の適切な理解を促し、確実に遵守するよ
     うに指導してください。
５）AiMS会員は、利益や成功を保障されるものではなく、本人の努力
     の結果、実績に応じて利益が得られます。したがっていかなる形態
     においても所得の保証はありません。
６）AiMS会員は、独立した事業主であり、本人の事業に関する決定事
     項や収入、支出に対しての責任を負わなければならなりません。
７）AiMS会員は、ビジネス活動において、紛争が生じた場合は、その
     解決方法等はすべて当社の指示に従っていただきます。
８）AiMS会員は、ビジネス活動において、AiMS会員及びAiMS会員の
     登録希望者、また第三者からの苦情または解約等の消費者問題が
     発生した場合、当該ビジネス活動を行ったAiMS会員及びそのAiM
     S会員を指導、管理、監督すべき立場にある上位のAiMS会員は、す
     べてその責任と費用で解決し、当社には何ら迷惑もかけないことを
     確約し保証するものとします。
９）AiMS会員は、日本国内で定められている特定商取引に関する法律
     ・所得税法等の関連法規を含むあらゆる法律及び規則を遵守しな
     ければなりません。

10）AiMS会員は、日本国内で定められている税法に従い、納税しなけ
     ればなりません。
11）AiMS会員は、このビジネスで得た所得を、所得税法に従い毎年
     確定申告をしなければなりません。また当社から「確定申告の写し」
     の提出を求められた場合は、2週間以内に必ず提出しなければなり
     ません。
12）AiMS会員が、このビジネス以外の職に就いている場合は、その就
     労上の規則等を遵守しなければなりません。
13）AiMS会員が亡くなった場合に限り、亡くなった日より3ヵ月以内に
     当社に書面にて届けを出し、当社の承諾を得ることで、亡くなった
     AiMS会員の一親等にその資格を相続できます。但し、いかなる場
     合も当社及び相続人の合意の下で権利義務を相続するものとし、
     AiMS会員間の争議、紛争についても当社は一切関与しません。
14）このビジネス及び商品について当社に問い合わせがあった場合は
     当社は以下の通りに対応します。
     ①問い合わせ者が、AiMS会員よりこのビジネスについての情報を
        得ていた場合は、その情報を伝えたAiMS会員に依頼します。
     ②問い合わせ者が、このビジネスについて知り得た情報源を確認
        できない場合は、地域・年齢等を考慮し当社が指定するAiMS会
        員に依頼します。
15）AiMS会員が当社から購入した商品を小売り(再販売)したお客様
     からクーリング・オフ、中途解約その他の理由による返金又は返品
     等の請求を受けた場合には、その返金義務は当社と当該AiMS会員
     が連帯して負担するものとします。当社が当該お客様に対して返金
     した場合には、AiMS会員は当社からの購入額と小売販売額との差
     額(小売差益)を当社に補償するものとします。その場合、当社は、
     AiMS会員に支払う報酬との相殺その他の方法により精算し、又は
     AiMS会員に対し当社が被った損害の賠償を請求することができる
     ものとします。
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■個人情報の取扱い ■返品制度（クーリングオフ期間経過後）

■管轄裁判所

１）当社では、個人情報の保護について極めて重要な事と認識しており、
     AiMS会員とお客様のプライバシーを最大限に尊重し、その管理と保
     護を行い、継続的に改善・向上に努めます。
２）個人を識別できる情報、及び当該本人個人が購入した商品やサービ
     ス等の情報を「個人情報」と定義します。
３）当社が把握しておりますAiMS会員の個人情報については以下のよ
     うな目的で利用させていただきます。
     ①当社の商品、サービス、セミナー、イベント、会議等の情報を提供
        する為。
     ②商品の発送、アフターサービス、販売、マーケティング活動の為。
     ③宣伝物、印刷物の送付、営業活動の為。
４）参加登録が完了した後、ID、氏名、住所、電話番号、購入実績、返品履
     歴等の個人情報を第三者に提供する場合があります。
     ①紹介者や同じ組織内上位のAiMS会員に対して提供する場合。
     ②商品、サービス情報を提供する場合。
     ③各種通知書類等をAiMS会員に送付する目的で、営業委託先に
        対して必要な情報を提供する場合。
     ④裁判所、警察、またはこれに準じた権限を有する機関から書面での
        照会があった場合。
５）AiMS会員は、当社に参加登録した事で知り得た個人情報等を自己
     責任において管理し、第三者に漏洩したり、不当な目的の為に利用
     したりしてはなりません。
６）個人情報の取り扱いに関するご質問ご相談は当社までお問い合わせ
     ください。

１）未使用品に瑕疵等がある場合は返品・交換対応をいたしますので、
     速やかに当社までご連絡ください。
２）AiMS会員都合による返品は、以下の条件を満たす場合に限ります。
     ①AiMS会員としての参加から1年以内の個人登録のAiMS会員で
        あること。
     ②AiMS会員ご自身が購入した商品で、なおかつご自身の意思で返
        品する場合であること。
     ③商品受取り後から90日間以内の商品で未使用・未開封・再販可能
        なもので、かつ自身の責に帰すべき事由によって減損または毀損
        していない商品であること。
     ※AiMS会員の都合により返品をした場合は、解約扱いとなります。
３）書面に返品商品を記入の上、商品と同封して返送してください。
     その際の送料はAiMS会員の負担となります。
     返品商品買戻し代金は、当該商品の購入金額の90％（税込）で買戻
     しさせていただきます。尚、返金は当該のAiMS会員登録口座へ事
     務手数料を差し引いてお振込みします。
４）当該商品購入に対して支払われたAiMS会員に対する報酬は、返
     品商品買戻し代金より差し引かれて振り込まれます。また、返品商
     品買戻し代金より返品時まで支払われた報酬金額が多い場合は、
     その差額を徴収させていただきます。
５）当該商品購入に対して報酬の支払いを受けたすべてのAiMS会員
     は、当該売上に対する報酬の調整を行います。AiMS会員に対する
     返品等の支払い債務について、当社は連帯して弁済いたします。
６）返品商品買戻し代金の支払いは、当社が返品商品を受領してから
     速やかに行うものとします。
７）中途解約に関する詳細は下記の通りです。
イ  特定商取引に関する法律（以下、法）第三十七条第二項の書面を
     受領した日（その契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入
     についてのものである場合において、その契約に基づき購入した
     その商品につき、最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であ
     るときは、その引渡しを受けた日）から起算して二十日を経過した
     後においては、連鎖販売加入者は将来に向かって連鎖販売契約の
     解除を行うことができます。
ロ  イに記載した事項により連鎖販売契約が解除されたときは、当社
     は、連鎖販売加入者（当該連鎖販売契約を締結した日から一年を経
     過していない者に限る。以下同じ。）に対し、契約の締結及び履行の
     ために通常要する費用の額及び次に掲げる額を合算した額にこれ
     に対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える
     額の金銭の支払を請求することができません。
（１）当該連鎖販売契約に基づき引渡しがされた当該商品（法第四十条
       の二第二項の規定により当該商品に係る商品の販売に係る契約
       （当該連鎖販売契約のうち当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係
       る商品の販売に係る部分を含む。以下「商品販売契約」という。）が
       解除されたものを除く。）の販売価格に相当する額
（２）提供された特定利益その他の金品（法第四十条の二第二項の規
       定により解除された当該商品販売契約に係る商品に係るものに
       限る。）に相当する額
ハ  イに記載した事項により連鎖販売契約が解除された場合において、
     その解除がされる前に、当社が連鎖販売加入者に対し既に、連鎖販
     売業に係る商品の販売等を行っているときは、次に掲げる場合を
     除き、連鎖販売加入者は商品販売契約の解除を行うことができます。
① 当該商品の引渡し（当該商品が施設を利用し又は役務の提供を受
     ける権利である場合にあっては、その移転。以下この号において同
     じ）を受けた日から起算して九十日を経過したとき。
② 当該商品を再販売したとき。
③ 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき（当該
    連鎖販売業に係る商品の販売を行った者が当該連鎖販売加入者に
    当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場
    合を除く。）

何らかの事由で、AiMS会員との間で本契約に関する紛争が生じた
場合、当社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判
所とします。

■罰則規定について
当社は独自の審査により、AiMS会員が以下の事項のいずれかに該当
する、または当該事由の発生に指導、管理、監督責任があると判断した
場合は、諸般の事情を考慮した上で、以下のいずれかの処分または
複数の処分に付することができるものとする。
①除名処分
②資格停止処分
③報酬の減額及び支払い停止処分
④戒告等の懲戒処分
⑤注意・警告
⑥罰則として報酬の相殺・AiMS会員資格の停止の場合、当該する事由
    が解消されたと当社が判断したした際に、当該AiMS会員資格を再
    承認する場合があります。AiMS会員資格の停止、取消しされている
    間に発生している報酬は、いかなる理由があっても当社に請求でき
    ません。除名処分、戒告等の処分となったAiMS会員資格（当該の同
    一名義のすべてのポジション）のすべての権利は、当社に帰属し、
    当社が管理するものとします。

以下の事由により、当社が被害を被った場合は、当該AiMS会員には
当社に対し、損害を賠償していただきます。また当該AiMS会員を指導、
管理、監督すべき立場にあるAiMS会員は、問題解決に当たり、当社に
協力して頂きます。
尚、この条項はAiMS会員資格喪失後も有効とします。
①当社の定める禁止事項、規約、概要書面の条項に違反した場合
②当社の定めるAiMS会員の責務を怠った場合
③特定商取引に関する法律及び関連法規、公序良俗に反する場合
④各説明会において、薬機法に反して効果効能を謳って取扱商品の説
   明を行った場合
⑤消費生活センター及び公的機関の指導を受ける等の消費者問題を
　引き起こした場合
⑥AiMS会員間で金銭問題、異性間の問題等の重大な紛争を引き起こ
　した場合
⑦AiMS会員としての品位を傷つけ、適性を欠くと当社が判断した場合
⑧クロスリクルートをした場合
⑨公序良俗に反する発言、行為をしたと当社が判断した場合
⑩その他、AiMS会員として相応しくない発言、行為をしたと当社が判
　断した場合

■再登録について
AiMS会員は、クーリングオフを含む契約の解除を行った場合やAiMS
会員の資格を失効した場合、退会月または失効月の翌月から6ヶ月間
を経過した場合は再登録することができます。尚、この6ヶ月間はビジネ
ス活動を一切行うことはできません。このビジネス活動とは、リクルート、
説明会や研修会への参加、他のAiMS会員へのサポートなどこのビジ
ネスに係る、すべての活動を指します。期間中にこれらの活動があった
と判明した場合はこの期間が延長されることがあります。再登録の場合
は旧ポジションでの登録は出来ません。

④ 連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、その商品またはそ
     の一部を滅失または毀損したとき。
ニ  ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたときは、当社
     は、連鎖販売加入者に対し、次の①に該当する場合にあってはそ
     の定める額、又は次の②に該当する場合にあってはその定める額
     にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を
     超える額の金銭の支払を請求することができません。
① 当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該
     商品の引渡し前である場合、当該商品の販売価格の十分の一に相
     当する額
② 当該商品が返還されない場合、当該商品の販売価格に相当する額
ホ ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたときは、当社
     は、連帯して、その解除によって生ずる当該商品の販売を行った者
     の債務の弁済の責めに任じます。
ヘ キャンセルされた契約に関する報酬が支払い済みの場合は、次回
     の報酬から調整精算されます。また精算できない場合は、当社から
     当該対象者に対して請求する場合があります。

■その他のルール
１）概要書面、契約書面及び契約内容の改定について
     当社は法律の改正、社会情勢、経済事情の変動、各システムの変更
     関連法規の変更及び遵守に伴いその他の事情により規約、及びこ
     の契約に伴い当社が必要であると判断した場合、概要書面、契約
     書面及び契約内容（取扱商品・特定負担・特定利益の算出方法等）
     をAiMS会員へ事前通知をする事なく改定する事ができ、AiMS会
     員はそれを了承しているものとします。また見解の相違が発生した
     場合は、当社の考え方を優先させるものとします。
２）インターネット上のAiMS会員のログインページ（管理システム）の
     中断、停止等について
     当社は、AiMS会員のログインページやシステムの稼働状態を良
     好にするために、以下に該当する場合、予告なしに管理システム
     の提供の全てあるいは一部を予告なしに停止することがあります。
     ①システムの定期保守及び緊急保守の為に必要な場合
     ②システムに負荷が集中した場合
     ③火災、停電、第三者による妨害行為などによりシステムの運用が
        困難になった場合
     ④その他、やむを得ずシステムの停止が必要と当社が判断した場合
３）免責
     ①通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断・遅
        滞・中止、データへの不正アクセスにより生じたAiMS会員の損
        害について当社は責任を負わないものとします。
     ②当社は、当社のウェブページ・サーバー・ドメインなどから送ら
        れるメール・コンテンツにコンピュータウィルスなどの有害なも
        のが含まれていないことを保障いたしません。　　

- 10 -- 9 -

2022/10/11改定


