ＡＲ （アチーバー）ボーナス（Ｂ会員のみ）

新規登録時の応援、指導によってボーナスが支給されます。（アチーバー認定者に限る）
内容

Ａ会員登録時
Ｂ会員登録時

アチーバー

リードアチーバー

２,５００円

５,０００円

令和 4 年 6 月改訂版

当該期日以前のものは無効

２,０００円

１,０００円

１１．ボーナスの支払いについての注意事項

a. 株式会社サンテックビオズの活動実績の締め切りは、毎月 17 日となります。
b. ボーナスのお振込は、当月末に指定口座にお振り込み致します。
c. お振込みにかかる手数料は一律５００円とし、お受取人負担となります。
d. お振込ボーナス合計が３，５００円未満の場合は、繰り越しとなります。
※ ただし、ご本人からのご依頼がある場合はその限りではありません。
e. お支払い振込口座は、会員登録ご本人のみで、リピーター ( 定期購入者に限る ) である事が条件です。
※ 愛用会員は対象になりません。

１２．その他

a. ３ヶ月連続で定期購入いただけない場合、又は３ヶ月以上注文を休止された場合は自動的に愛用会員扱いとなります。
b. 登録用紙の原本の提出は１週間以内にお願いいたします。
c. 変更は会社に登録諸変更届けを提出し、会社が承認した場合のみ変更できます。締切りは変更前月の毎月１０日です。
製品変更には、1,000 円の変更手数料が必要になります。サービスポイント (150SP) での相殺も可能です。

契約解除の条件に関する事項
会員登録申請書(契約)及び製品購入の申
し込み(契約)をされ、この書面を受領し
た日、または製品到着のいずれか遅い方
より起算して２０日間は書面により無条件
で申し込み(契約)の取り消し(解除)をする
ことが出来ます。
申し込み(契約)の取り消し(解除)の効力は
書面を発信した日(郵便日付印)から発生し
ます。その場合、損害賠償・違約金を請求
されることはありません。既に製品が引き
渡されている場合は返送に要する費用の支
払い義務はありません。また既に製品代金
が支払われている場合は速やかにその全額
を受け取る事が出来ます。

151-0073

東京都渋谷区
笹塚２－１９－２
ＴＳＫビル2Ｆ
株式会社
サンテックビオズ 行

「クーリングオフ」
●登録日:○年○月○日
●製品受取日:○年○月○日
●製品名
●ID番号
●登録氏名
●登録住所
●登録電話番号
●招待者名
上記日付の申込は撤回し、
契約は解除します。

上図のようにはがき等に必要事項を記入して会社まで郵送して下さい。（簡易書留又は内容証明郵便が確実です。）

株式会社サンテックビオズ
入会のご案内
‐ 概要書面 ‐

本書面は、サンテックビオズの「会員登録申請書・製品購入申込書」
「報酬プラン」に対して、ビジネスの概要を説明するものです。
会員として登録申請する前に、本書面をよく読んでその内容を理解してください。
サンテックビオズへようこそ！
株式会社サンテックビオズは全ての人の「健康と豊かさのために」＝Well-being（心身共に社会的にも健康的な状態）
を提案しています。そして人と人とのつながりを大切にし地域社会に深くかかわり貢献していくことをテーマに
高品質・高機能な製品で『安心・安全・満足』をお届けしています。

「健康と豊かさのために」とは
＊サンテックビオズが考える健康
創業 1994 年以来の実績と経験に基づいてサンテックビオズ独自の最新の栄養素材と高品質で最新技術の製品
( サプリメント・コスメ ) を取り入れることで健康を維持増進するお手伝いをします。
会員が長く愛用し、継続することができるために会員サービスと、消費者参加型プログラムを提供しています。
＊サンテックビオズが考える豊かさ
「健康と豊かさのために」を深く理解し、製品を愛用し、ひとりでも多くの人に体験や価値観を伝える普及活動を
展開することで、お互いがしあわせを実感し、生活に喜びが満ちてきます。
健康普及活動を実践行動しながら、サンテックビオズが目的とするソーシャルビジネス（社会的企業）で豊かさ
（身体・心・経済・仲間）を共に創りましょう。

また、当社ホームページ、専用フォームよりお手続き可能です。
トップページ下部の【クーリングオフについて】よりお進みください。

『 サンテックビオズ 』の由来
サンテ：Sante →健康
テック：Tec →テクノロジー。最新の技術。
ビオ：Bio →生命科学。いのち。人生
ズ：s
→複数形。関わる人々すべての命の循環

※クーリングオフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げた事により会員が誤認をし、または威迫され
困惑したことにより、クーリングオフが出来なかった場合は、事業者からクーリングオフできる旨の書面を受領
し、その内容について説明を受けた日を含む２０日間を経過するまではクーリングオフすることができます。

クーリングオフに関するお問い合わせ先

フリーコール

０８００－７００－１１８０

１３．契約の中途解約に関する事項

説明日

１．連鎖販売取引の契約を締結して組織に加盟した個人は当該連鎖販売取引の契約を解除していつでも退会することが出来る。
２.クーリング･オフ期間経過後の解約は連鎖販売取引の契約を締結して１年を経過していないものに限り以下の要件を除き中途解約
することが出来る。
①当該製品の引渡し日から起算して９０日を経過したとき
②当該製品を再販売したとき
③当該製品を使用し又その全部もしくは一部消費したとき
④その他政令で定めるとき
３．当該製品が返還されないときは、販売価格に相当する額の返還はない。
４．当該製品が返還されたときは、販売価格の９０％に相当する額の返還をする。
(注) 中途解約をするにあたり、会社より報酬を既に取得している場合は、返品される製品にかかわって発生した報酬の精算をして
頂きます。

登録申請番号

年

月

日

ご本人氏名
招待者氏名
電話番号

携帯番号

メールアドレス

１４．個人情報に関する事項

会員が会社に会員登録時に､自己の個人情報を記載した『会員登録申請書・製品購入申込書』を提出することにより会社は個人情報
を取得致します｡会社は個人情報の利用については製品の発送及び各種の情報提供に利用する､また各人の組織上位者へ氏名･売上記録
等が伝達される場合があることをご承知おき下さい。尚､個人情報の取扱については管理責任者を置き厳重に管理保管致します。
健康相談窓口
『医学団体 日本成人病予防協会』
電話
０３−３６６１−０１７１ （平日10：00〜17：00 土・日・祝・祭日は除く）

○休日
○代表電話
○フリーコール
○ＨＰ ＵＲＬ

土・日・祝日
03-5365-1180
0800-700-1180
http://suntecbios.jp/

○営業時間
○ＦＡＸ
○ＦＡＸフリーダイヤル

9：00 〜 18：00
03-5365-4188
0800-700-4188

１．会社概要
商号
設立
資本金
代表者
取引銀行

株式会社サンテックビオズ
平成 15 年 11 月 17 日
1,000 万円
後藤 秀彰
みずほ銀行笹塚支店
東京シティ信用金庫
ゆうちょ銀行

所在地
電話番号
ＦＡＸ

〒151-0073
東京都渋谷区笹塚 2-19-2
03-5365-1180
03-5365-4188

ＴＳＫビル 2Ｆ

製品名 内容量 価格 主成分 製品名 内容量 価格 主成分

２．取り扱い製品に関する事項
バイオ・コンク

ゴールド

オールデイズベーシック

Ｇパワー

１箱 100ml
（50ml×2 本）

１本 60ｇ
（250 ㎎ ×240 粒）

１パック 115.5ｇ
（3,849 ㎎ ×30 袋）

１本 46.2ｇ
（385 ㎎ ×120 粒）

希望小売価格
1 箱 22,680 円

希望小売価格
1 本 19,440 円

希望小売価格
1 パック 22,680 円

希望小売価格
1 本 19,440 円

乳酸菌生産物質
育美肌エッセンス
１本

100ml

核酸、
馬プラセンタ、
Ｅ型コンドロ
オキアミ抽出物､
乳酸菌生産物質発酵残渣 マルチビタミン･ミネラル イチン、ＭＳＭ、ＳＡＭ-e
育美肌ローション
１本

150ml

育美肌クレンジング
１本

ボタニカル
デュウオイル

育美肌
プロテクトソープ

150ml

１個

１本 28ml
希望小売価格
1 本 22,000 円
マカデミア種子
バクチオール
メドフォーム油
育美肌
デイクリーム

70ｇ

１本 30g

希望小売価格
1 本 19,800 円

希望小売価格
1 本 8,250 円

希望小売価格
1 本 8,250 円

希望小売価格
1 個 1,980 円

希望小売価格
1 本 11,000 円

白金、ＥＧＦ、
褐藻エキス

乳酸桿菌 / 乳発酵液、
グルコオリゴ糖

ヒアルロン酸Ｎａ､乳酸
桿菌 / ブドウ果汁発酵液

グリセリン、石鹸素地

エチルヘキサン
酸セチル /
酸化チタン

３．製品代金の支払い時期及び方法に関する事項

１. 購入製品を選定して会員登録申請書・製品購入申込書に必要事項をご記入頂きます。またはホームページよりご申請ください。
２. 製品代金は指定口座振込 ( 振込手数料は振込人負担 ) 及び代金引換 ( 代引き）クレジットカード決済のいずれかをお選びください。
クレジットカード決済の場合、3 ヵ月目の定期発送時から手数料がかかります。また定期から SP( サービスポイント ) は付きません。
※初回代引き・振込の場合、定期の途中からクレジットカード決済に変更は出来かねます。クレジット決済ご希望の方は
クレジット決済「初回分から」をご選択ください。指定口座振込の場合はお振込み後、振込用紙控えの写しを
会員登録申請書･製品購入申込書に添付して会社にＦＡＸした後に郵送して下さい。
●オートシップについて
３ヶ月目から自動引落 ( オートシップ ) となります｡ オートシップは毎月１日に引落されます。(１日が土日祝祭日の場合は翌営
業日）引落されなかった場合､再引落はされません。定期購入契約に基づき毎月自動発送されます。それ以外の場合はご自身で 17
日までに注文し、振込または代引きにて購入して下さい。オートシップの変更や停止については前月の１０日迄にお申し出下さい。
ご不要の時は返品規約に基づいて返送してください。 ※キャンセルポリシー 返品の場合は当社にご連絡ください。
その後、送料自己負担の上、返送してください。その際キャンセル事務手数料として一律￥1,500 をいただきます。

４．定期購入のサービス事項
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

初回購入時から割引価格で購入できます
送料無料
サービスポイント (SP) プレゼント ※
追加購入でキャッシュバック
お誕生日プレゼント
コマーシャリングボーナスがもらえます (１VP＝１円 )
キャンペーンに参加
※クレジット決済・口座未開設の会員は SP 付与対象外です。

５．製品の引渡し時期及び方法に関する事項

会員登録申請書・製品購入申込書が会社に到着して、手続きが完了後､１週間以内に宅急便にて配送致します。製品の引渡しに際し
て予測不能な事態が発生した場合はこの限りではありません。
万一お届けした製品が破損していた場合は会社にご連絡の上、製品を着払いでご返送下さい。速やかに代替製品とお取り換え致します。

６．会員の資格及び斡旋の条件に関する事項

以下の者は製品の斡旋及び販売をすることはできません。
1. 年齢が満２０歳未満の者及び大学院・大学・高等学校・専門学校・予備校等に籍を置く学生 ( ただし、会員登録後の就学者は除く )。
2. 登録の資格を喪失して、６ヶ月を経過していない者。
3. 成年後見制度の対象者、破産者、公序良俗に反する者。
4. 外国籍者、ただし日本国内に居住を認められ、１年以上の在留資格で一定して就業している者はこの限りではありません。
5. その他、会員として適格を疑われるおそれがあると会社が判断した場合は、登録できません。
※７５歳以上の方の会員登録はご本人確認のため、当社より連絡させていただきます。

７．特定負担に関する事項

1. 会員の種別には、Ａ会員・Ｂ会員・愛用会員があります。
2. 会員登録時に株式会社サンテックビオスへ登録料として 3,300 円 ( 内税）が必要になります。
初回分として以下の製品のいずれかを株式会社サンテックビオズより２ヶ月分購入して頂きます。
Ａ会員 ( 初回 ) は、登録料を含めて、29,220 円 ( 内税 )
Ｂ会員 ( 初回 ) は、登録料を含めて、58,440 円 ( 内税 )
購入して頂きます。

３．サービスポイント (SP) は、A 会員は毎月 50SP、B 会員は毎月 100SP 付与されます。お好きな製品の SP に達し次第、
プレゼント交換ができます。※余剰 SP は繰越します。ただし、定期購入している事が条件で、停止及び休止の場合は消滅します。
４．誕生日プレゼントとして、A・B 会員が誕生月の前月までに 4 カ月以上継続して定期購入するとプレゼントがあります。
５．愛用会員は、愛用会員価格で製品を購入できます。
※愛用会員の方への配送には送料がかかります。代引きの場合は代引き手数料がかかります。
( ボーナス・誕生日プレゼント・サービスポイントの取得はできません。)

８．退会及び休止に関する事項

a. 退会及び製品購入の休止を希望される方は、所定の用紙にご本人登録ＩＤを記入して、会社宛に郵送又はＦＡＸでご送信下さい。
b. 休止した製品の再継続開始は所定の用紙にご本人登録ＩＤを記入し、会社宛に郵送又はＦＡＸでご送信下さい。
c. 尚、退会及び休止（愛用会員を含む）の申請がご提出された時点より、登録ＩＤのボーナス計算・サービスポイント
サンプル等の販促品のご購入、全ての権利が喪失となります。

９．禁止行為に関する事項

以下不実告知・事実不告知の禁止
１. 契約の締結について勧誘する時、また契約の解除を妨げるため､並びに相手方の判断に影響を及ぼす重要なこと。
①連鎖販売取引における特定負担、特定利益に関すること。
②製品の種類・品質・内容・販売価格に関すること。
③製品代金の支払い時期及び方法に関すること。
④製品の引渡し時期及び方法に関すること。
⑤入会申し込み契約及び製品売買契約の解除に関すること。
⑥当該製品及び顧客の判断に影響を及ぼす重要事項に関すること。
２. 販売 ( 契約）の目的を隠し誘引した人に対し公衆が出入りのない場所で勧誘すること。
３. 契約を締結させる為､並びに契約の解除を妨げるために相手を威迫して困惑させること。

１０．特定利益に関する事項
【ボーナスプラン】

①ボーナスは、ＶＰ（バリュー･ポイントに換算して行われます。ＶＰ＝１円で換算します
定期購入 ( リピーター ) をした場合のみボーナスの対象となります。
Ａ会員は 5,000ＶＰ、Ｂ会員は、10,000ＶＰとして計算します。
②リエントリーシステムは、自己組織内に限定し、初回登録を含め１製品につき計４回まで必要に応じて登録できます。
なお、定期購入が必要になりますが、送付先は変更できます。
③金融機関口座のご登録がない場合、ボーナスの支払いはできません。

スタートボーナス
初回注文に対し、招待者に支給されます。
相手
ＶＰの

１人目

60％

Ａ会員 ２人目 60％

３人目～ 70％
１人目

80％

Ｂ会員 ２人目 90％

３人目～ 100％

Ｂ会員

Ａ会員

３０００円
３０００円
３５００円

６０００円
６０００円
７０００円

４０００円
４５００円
５０００円

８０００円
９０００円
１００００円

リピートボーナス(Ａ・Ｂ会員共通、２ヶ月目から発生するボーナス）
自己グループの VP（バリューポイント）に対して、レベルに応じ、１レベル１５％から支給されます。
Ａ会員は、５レベルまで、Ｂ会員は８レベルまで支給されます。
タイトルに応じて、最大１２レベルまで支給されます。

ＢＣ（ベーシック）ボーナス (Ａ・Ｂ会員共通）
グループの基本となるボーナスです。
Ａ・Ｂ会員共に VP( バリューポイント）が２レベル〜５レベルのボーナスが２倍アップします。
A
(B）

1 レベル
２レベル

A
(B）

A
(B）

A
(B）

A
(B）

A
(B）

条件

１）１名以上の直招待者
２）左図の形全員が定期購入者

ＰＭ（プロフェッショナルマーケター）ボーナス（Ｂ会員のみ）
プロフェッショナルマーケターとして、VP( バリューポイント）に対して 8％ボーナスが加算されます。
初回タイトル取得 条件 １）直招待者５名以上
２）１レべル 2 名のＡＲ(ＢＣ）
３）１レベル３名、２レベル９名、３レベル２７名のグループ
タイトルリワード（Ｂ会員のみ）
ＥＭ・ＳＥＭ・ＣＥＭのタイトルを取得することによって得られるボーナスです。
エグゼクティブリワード（Ｂ会員のみ）
ＥＭ・ＳＥＭ・ＣＥＭのタイトル者が、会社規定の総売上げに対して、比例分配されるボーナスです。

