代表取締役会長/糟谷

耕

商品名/eight
商品の種類/清涼飲料水
原材料名/モズク抽出物・豚プラセンタエ
キス末・プロテオグリカン含有サケ鼻軟骨
抽出物・ヒアルロン酸・ローヤルゼリーエ
キス末・月桃葉抽出物・カシス抽出物・ライ
チ抽出物・エリストール・ぶどう糖果糖液
糖・酸味料・香料・甘味料（アセスルファム
カリウム、
スクラロース）
・チャ抽出物
数量・内容量/１箱10本（1本：50ｍｌ）
お召し上がり方/1日1本を目安に良く冷や
し軽く振ってからお召し上がりください。
また開封後はすぐにお召し上がりください。
スリーピース会員価格11,000円
（税込）

商品名/フコイダンDX（フコイダン、
イチョ
ウ葉エキス含有食品）
商品の種類/栄養補助食品
原材料名/EPA含有精製魚油・DHA含有
精製魚油・メカブフコイダン・イチョウ葉
エキス・エンジュ抽出物（ルチン）
・黒胡椒
エキス末（ピペリン）
・サフラワー油・ゼラチ
ン・グリセリン・ミツロウ・イカスミ
（350mg 120粒）
数量・内容量/１瓶42g １
お召し上がり方/１日２〜４粒程度を目安
に水またはお湯でお召し上がりください。

ボーナスの10,000ポイントあ
たりの換算率が変動します。
紹介実績が無い場合、
あるいは無くなった場合は、
発生した
ポイントは無効となり、累積したポイントも無効となります。各ボーナスは、
月末のボーナ
ス締め日時点でのあなたの紹介実績が反映されます。
1個
商品
10,000ポイント、
サービス商品を１個5,000ポイントとしてカウントされます。
あなたの
下のラインにいる会員が商品を購入して発生したポイントがあなたのポイントとしてカ
ウントされます。
自分が購入した商品のポイントは自分のポイントにはなりません。
ただし、
サービス商品のポイントについては商品購入者自身にも加算されます。

（ただし紹介者のあなたも商品を受取している事）
フコイダンＤＸ １瓶 eight ２箱 ＠11,000円
（税込）
初回は 001フコイダンＤＸ 002ｅight 003ｅight の3ポジション購入
※2ヶ月目からは自由に商品を変更できます
会員登録料/3,800円 出荷事務手数料/1,047円（ 3ポジション） 合計/39,941円（税込）
毎月1回、商品（フコイダンＤＸ/eight）
を自動発注システム
（オートシップ）
によりお届け
します。
初月及び2ヶ月目、3ヶ月目の購入は代金引換便で商品をお届けします。
代引購入時は到着時に代金をお支払い下さい。
4ヵ月目以降は、
自動代引システム、
自動払込システム
（郵貯銀行・その他の銀行）、
クレ
ジットカード決済をご選択頂けます。
「会員登録申請書及び同意書」
が、
銀行の
「自動払込利用申込書」
と連動しており、
会員登
録した方は4ヶ月目から自動的に自動払込システムに移行することになります。
自動払込システム、
クレジットカード決済ご選択の方は、毎月自動的にご登録のご口座
から商品代金引き落とし
（先払い）
し、商品をお届けいたします。
4ヵ月目以降自動代引システムの方は、代引手数料が加算となります。
代引手数料
10〜30万円未満
１〜３万円未満
３〜10万円未満
１万円未満
1,100円
440円
660円
330円
クレジットカード登録電話番号 03-6631-7244
登録完了後アナウンスのある８ケタの数字が必要になります。

れるボーナスです。10,000Pあたりの換算率はあなたの紹介実績により変動し、
あなた
の紹介実績が1人の場合は10,000P 2.5%、2人の場合は10,000P 5%、
３人以上の
場合は、10,000P 10%となり、
あなたのどちらか少ないほうの系列の総ポイントに換
算率を乗じた金額がスパイラルボーナスとして支払われます。獲得したポイントは１ヶ月
ごとに精算されます。
スパイラルボーナスとして１ヶ月で最高200万円まで獲得できます。

ントがあなたに加算されます。
その場合の10,000Pあたりの換算率はあなたの紹介実
績により変動し、あなたの紹介実績が１人の場合は10,000P 2.5%、2人の場合は
10,000P 5%、
３人以上の場合は、10,000P 10%となり、
あなたの直接紹介者から
あなたに加算された総ポイントに換算率を乗じた金額がメガマッチボーナスとして支払
われます。
獲得したポイントは1ヶ月ごとに精算されます。
1人の直接紹介者からメガマッ
チボーナスとして1ヶ月で最高200万円まで獲得できます。

５.韓国在住の方のご登録
クレジットカード決済でのお支払いのみでご登録可能です。
商品代金、
ボーナス等は、
円建てでの計算となります。
振込可能な取引銀行は、
日本国内に支店のある銀行のみとなります。

え、
さらに該当月の商品総売上金額の１％が

６.
会員登録申請書及び同意書を受理後、発送にて商品をお受け取りいただきます。
その後は毎月登録日前後に商品をお届けします。
７.
ボーナスの支払日は以下の通りです。
ボーナス支払いの際、
振込手数料としてゆうちょ銀
行の方600円、
その他の銀行の方は800円を負担していただきます。
①リクルートボーナス：獲得権利確定日の翌月27日払い
②スパイラルボーナス：毎月月末締めの翌月27日払い
③メガマッチボーナス：毎月月末締めの翌月27日払い
④ワンピースボーナス：毎月月末締めの翌月27日払い
⑤ツーピースボーナス：毎月月末締めの翌月27日払い
⑥スリーピースボーナス：毎月月末締めの翌月27日払い
８. 薬機法
当月の購入実績が認められる期間内に、
各種ボーナスの獲得条件を満たしてい
ること。

薬機法

契約書面あるいはスタート
商品のどちらか遅い方の到
着後20日間以内に、
書面に
より契約を解除することが
できます。
表現

勧誘を行う際は、会員の特定負担（＊）について明確な説明を行わなければなりません。
＊特定負担とは、会員登録に必要な商品（フコイダンDX/eight）の購入とそれに伴う諸
費用の負担を指します。
※特定負担
〔スタート商品代金33,000円
（税込）
＋登録料3,800
円+出荷事務手数料1,047円（ ３ポジション）＝合計39,941円（税込）〕

①会員としての一切の権利を失
います。②既に支払われた代金
は、速やかに全額返金いたします。
③クーリング・オフによる商品返品費用は、スリーピースが負担いたします。
④違約金その他の費用に関する請求は一切いたしません。

勧誘を行う際は、クーリング・オフについてその内容を明確に説明しなければばなりません。

（栄養補助食品/清涼飲料水は医薬品と
eight
区別されており、
薬効をうたうことはできません。
）

薬機法

1１.解約について
♦解約方法
スリーピースの会員は、
本人が望むときにいつでも会員登録を解約することができます。
書面
に、
会員番号・登録氏名・登録住所・電話番号と、
「解約」
の文字を明記し、
捺印の上、
会員証を
同封してスリーピースへ郵送してください。
書留郵便または配達証明郵便にてご郵送ください。
◎解約処理完了後、
３ヶ月間は再登録できません。
◎再登録の際は、
登録料が再度必要になります。
「解 約」
◎解約届の提出後のキャンセルはできません。
登録情報は弊社の利用目的の範囲内で
◎解約完了後も、
利用させていただくことがあります。
◎BCを解約される方は必ずBC番号をご記入ください。
ご記入が無い場合は
「BC００１」
として受け付けます。
♦自動解約
メインポジション
【ＢＣ001】
は商品の最終購入月から3ヶ月間商品購入が無い場合、
自動
解約となります。
ＢＣ002以降は６ヶ月間商品購入が無い場合、
自動解約となります。
◎自動解約後すぐに再登録ができます。 ◎再登録の際は、
登録料が再度必要になります。
1２.

3ヶ月以内の個人登録の会員であること。
（フコイダンＤＸ/eight）

迷惑行為や営業妨害
（弊社決定事項に従わない・執拗な連絡等含む）
、
スタッフへのハ
ラスメントすること。
上記内容から会員資格の剥奪や除名することがございます。
（今後一切弊社へのご登録はいただけません）

９.抗弁権の接続

返品商品は
『フコイダンＤＸ/eight』
であること。
※返品は商品到着日含め90日以内のものに限る。
『解約届』
を記入の上、
同封して返品してください。
その場合の送料は会員の負担となります。
なお、
同封されずにスリーピースに送付された場
合、
返品商品
（フコイダンDX/eight）
を返却させていただくことがあります。
その場合の送料
についても会員負担となります。
スリーピースは返品商品
（フコイダンDX/eight）
と
『解約届』
の受理をもって解約とみなします。返金の際は、返金事務手数料として、商品（フコイダン
DX/eight）
購入代金の10％を差し引いた金額で返金します。
なお、
ゆうちょ銀行以外のご口座へのご返金は返金事務手数料800円加算となります。
返金手続きは、
スリーピースが返品商品
（フコイダンDX/eight）
と
『解約届』
を受領してから
速やかに完了するものとします。
13.スリーピースワールドのご利用資格について
様々なサービス(リゾート・カー等)はお引落にて継続して商品をお受け取りいただいて
いる方のみご利用頂けます。

1０.

14.K-コインについて
獲得権利のある方は会員マイページ「Ｋ-コインウォレット」よりご確認頂けます。
15.急成長会議

ト

ボーナス

ー

ボーナス

紹介者記入欄
紹介者名
住所 〒

《急成長会議の詳細》

交付日
会員番号
電話
番号

‒

この度、株式会社スリーピース主催で近年増大の会員様の現状把握、
タイトルアップ意識向上、会議参加
を目指す新規会員様の増大を目的とし、急成長会議を開催致します。近年行政からの行政処分業者の増
大、
マイナンバー制度の導入に伴い全国直販流通協会からのご指導のもとコンプライアンスに基づき開催
の運びとなりました。
会員様ご自身のビジネス活動における法に関する意識付けの為にもぜひご参加下さい。

‒

規約は予告無く変更する場合がございます。 変更後の利用継続により同意したものとみなす。
各事項・最新情報は定期的に必ずご確認ください。

弊社指定の日時、
該当者へは都度案内致します。
急成長会議参加条件と致しましては開催月前月のボーナ
スが弊社で決めた金額以上の会員様(リクルートボーナスは含みません)例：1月29日開催の場合 12月(1月
27日着金)のコミッションで弊社で決めた金額以上※参加条件は随時変更致します。
なお、
開催された急成
長会議に欠席された場合、
その後のタイトル昇格金は発生いたしません。
参加されます会員様には、
弊社で
決めた金額をご登録の郵貯口座へ開催月中旬頃お振込致します。
なお、宿泊費の発生は致しません。
※急成長会議へご出席該当者様へは、弊社よりご連絡させて頂きます。
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