
          （（（ダブルインカム「副収入」は必要？））） 

  何故、今ライフプラスなのか！ 
現在、あらゆる業界で今までの常識では考えられなかった事が起きています。ネットワークビジネスに 

おいても過去には考えられないような方、船井幸雄氏を筆頭に多くの方が認め始めています。 

あらゆる面で「自己責任」が求められてる時代です。あなたが選ぶビジネスはどのタイプですか？ 

 

    【販売型】                 【購買型】 

 入会申込書・入会金・年会費（更新料）         ★愛用するだけでビジネス参加が可能 

 小売（卸売価格）                   ★製品注文＝会員登録（入会金、年会費等一切なし） 

◆セールスボリューム、パーソナルボリューム        ★一律価格＝個人に単品卸価格通販 

 ブレイクアウエイ（独立）               ★小売は禁止（よって在庫なし） 

２０世紀型ネットワーク企業 ２1 世紀型ネットワーク企業 

価格競争 

ノルマ・在庫

ライフプラスは購買型企業の 
リーディングカンパニーです 



トレンド 「ホームベース・ビジネス」 
・多くの人が、会社と家を往復する生活にウンザリしている 

・会社で懸命に働き、わずかな年金では夢や希望がない  

・わずかな保障でさえ、国や企業を頼れない社会となった  

・自分の保障は、自分自身でしかできない時代となった   

・家族との時間を大切にしたいと、思う人が増えてきた    

・企業社会の脱出と、定年後も頼りに出来る収入が必要  

 

リスクの少ない「自宅を基本としたビジネス」が 
アメリカでは一大産業に発展していった 

日日本本ででもも今今最最もも注注目目さされれてていいるる産産業業！！  



トレンド「ネットワーク･ビジネス」 
 
 
 
 
 
 
 

 

●ネットワークビジネスは世界で 3,000 万人以上  

が関わり１０兆円以上の産業となっている     
 

●約４兆円が日本で流通している                

 

●アメリカではすでに全商品の３０％はＭＬＭ流通  

 

●２１世紀には全商品の６０％がＭＬＭ流通と予測  

 

●米国５０万人の億万長者のうち２０％はココ    

７年以内にＭＬＭで富を築いた人          

 

●世界的優良企業もＭＬＭを採用しだしている     

ＡＴ＆Ｔ、ＧＭ、ジレット、マスターカード、 

オラクル、・・・・ 

                                                                     



 

ライフプラス報酬プラン:Ⅰ 
◆ライフプラスは各メンバーにＣＭ料（報酬）を支払います 

◆ＣＭ料は製品についているポイントを基に支払われます 

◆報酬プランは４つのパートで成り立っています 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆｢１％プールボーナス｣はタイトルに関係なく支払われます 

◆「フェーズ１」は流通量に関係なく支払われます 

◆「フェーズ２」は流通量に応じ支払われます 

◆「フェーズ３」はリーダー育成と流通量に応じ支払われます 

  

※※｢｢１１％％ププーールルボボーーナナスス｣｣はは、、いいききななりり世世界界のの収収入入をを分分配配  
※※「「フフェェーーズズ１１」」短短期期間間でで有有益益なな収収入入をを得得れれるるパパーートト  
※※「「フフェェーーズズ２２」」急急速速にに収収入入をを増増加加・・安安定定ささせせるるパパーートト  
※※「「フフェェーーズズ３３」」長長期期間間にに渡渡るる安安定定収収入入をを確確実実ににすするるパパーートト  
  



★ １％プールボーナス：スタートダシュ・ボーナス（１％） 
１％プールボーナスは、ライフプラス社の全世界の売上の１％を比例配分すると言う画期的なボーナスプランです。条件は、自分自身がＡＳＡＰメンバー

であり、なおかつ、１ヶ月間で直接３人（レベル１に４０ｉｐ以上）の購入者がいたならば、もらえると言うシステムです。当然比例配分なので、３人の４０ｉｐ以

上の購入者メンバーを獲得するより４人の４０ｉｐ以上の購入者メンバーを獲得したほうがボーナスは多いのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 更に翌月以降もこの１％プールボーナスを獲得するには、先月までの最高人数より 

プラス３人（４０＜ＩＰ＞以上の購入者）以上の獲得が必要になります。例えば、最初に３人の方を獲得し１人が購入するのを止めたとします。 

現在のあなたのレベル１（１段目）の購入者は２人です。この状態で、再びワールドワイドボーナスをもらいたいのならば、４人以上の４０<ＩＰ>以上の

購入者を獲得する必要があります。 

 

あなた自身が、ＡＳＡＰ登録メンバーであること。 
（ＡＳＡＰの登録は、４０＜ＩＰ＞以上） 

レベル１（１段目）に４０＜ＩＰ＞以上の購入者を 
３人獲得すること。 

Ａ Ｂ Ｃ 

最低３人の４０＜ＩＰ＞以上の購入者を作ると通常の１段目のボーナス５％以外にライフプラス全世界の売上の１％をこのような状態を 
達成した方全員に比例分配します。もちろんこの１％プールボーナスは、比例分配ですので３人の購入者を作るより４人・５人と数が多い

ほうが分配比率は多いです。 



★ １％プールボーナス（モメンタム・ホームコンバージョンパック編） 
モメンタムプログラムボーナスは、それぞれのレベルで通常ボーナス以外にキャッシュバックとライフプラス社の全世界の売上の１％を比例

配分すると言う画期的なボーナスプランです。 短期間で収入が入るボーナスシステムです。 

■１段目（レベル１）から１個に付き＄４０のキャシュバックと１％プールボーナス（４人分）／１個 

■２段目（レベル２）から１個に付き＄３０のキャシュバックと１％プールボーナス（１人分）／１個 

■３段目（レベル３）から１個に付き＄２０のキャシュバックと１％プールボーナス（１人分）／1個 

※ モメンタム・ホームコンバージョンパックの 1回購入と１００<ＩＰ>のＡＳＡＰ登録が条件です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ポイント】 
※ 通常１％プールボーナスは、１人につき＄２０～＄３０（その月の世界の売上によって変わる）あります。上記の図では、実質上のあなた

の獲得人数は、１人ですが、その一人がホームパックを購入していますので、ボーナス計算の仕方は、１人のホームコンバージョンパック

購入者（４人分）で、合計６人になります。ですから、その月の１％プールボーナスが１人につき＄２５支給されるならば＄２５×４人＝

＄１００の１％プールボーナスが支給されます。それ以外に、１段目の５％（フェーズ１）が通常ボーナスとしてあります。 
※ ２段目、３段目のキャッシュバックや１％プールボーナスをもらうには、あなた自身が、１回、モメンタム・ホームコンバージョンパック

を購入し、１００<ＩＰ>のＡＳＡＰ登録が必要になります。（３段目をもらうには、通常ボーナスをもらうように１段目に３人以上のＡＳ

ＡＰ会員が必要） 
※ １％プールボーナスの分配額は、月の売り上げによって変わります。平均、１人分は、＄２０～＄３０ぐらいです。 

あなた自身が、ＡＳＡＰ登録メンバーで、１回ホームコンバージョン 
パックを購入していること。（ＡＳＡＰの登録は、１００＜ＩＰ＞以上）

レベル１（１段目）にホームパック購入者が１人いると比例配分が 
その分だけ４倍になる。 

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

モメンタムホームパック 

※ ４０IP 以上の購入者が、1
段目にいれば、その分の

１％プールボーナスも加算

されます。 
※ １％プールボーナスの派生

の仕方は、前頁の１％プー

ルボーナスと同じです。 



★ フェーズ１：ダイナミック・ユニレベル （４０％） 「素早い即収入」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊ Ｉ Ｐ （インターナショナルポイント） ： 報酬計算の基となるポイント、全製品についています。 
＊ ASAP（エイサップ）会員 ： 毎月の定期購入会員、送料の割引もされます。（ボーナスでも優遇） 
＊ ＡＬ （アクティブレッグ ）   ： ４０ＩＰ以上の購入者が 1 人でもいるライン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

段階 ボーナス 条件 
レベル１ ５％ ４０ ＩＰの自己購入 
レベル２ ２５％ ４０ ＩＰの自己購入 

レベル３ １０％ 
あなたが４０ ＩＰの 

ＡＳＡＰ会員 
レベル１に３人のＡＬ 

レベル４以

降 
３～１２％ フェーズ２へ 

・４０％の報酬が圧縮された 
３段階で支払われます。 

・全レベルがロールアップされます。 
・レベル３からダイナミック 

コンプレッションが発生します。 

ボーナスをもらう条件は、あなた自身が４０<ＩＰ>以上

の購入が必要 

Ａ 

Ｂ 

レベル１ 
５％ 

レベル２ 
２５％ 

４０<ＩＰ>の購入 

１００<ＩＰ>の購入 

この場合、あなたのボーナスは、レベル１のＡさんが４０<ＩＰ>購入しているので、 

５％×４０<ＩＰ>=＄２ 

レベル２のＢさんが１００<ＩＰ>購入しているので 

２５％×１００<ＩＰ>＝＄２５ 

合計、＄２＋＄２５＝＄２７があなたのボーナスになります。 



★フェーズ２：ステア－ステップ・インフィニティー （１２％）「急増する収入」 

ピンレベル 自己購入額 アクティブレッ

グ 

グループボリュー

ム 

ボーナス 

ビリーバー ４０ ＩＰ 直 ３ のＡＬ  500 GV ― 

ビルダー ４０ ＩＰ 直 ３ のＡＬ 1,500 GV ― 

ブロンズ １００ ＩＰ 直 ３ のＡＬ 3,000 GV ３％ 

 シルバー １００ ＩＰ ６ライン 6,000 GV ６％ 

ゴールド １５０ ＩＰ ９ライン 9,000 GV ９％ 

ダイヤモンド １５０ ＩＰ １２ライン 15,000 GV １２％ 
＊ GV (グループ・ボリューム) ： レベル 1～３までの合計 Ｉ Ｐ ( コンプレッション含む ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェーズ２のボーナスを獲得するには、 
必ずフェーズ１の条件をクリアしていなくて

はなりません。その上で、上記の表のよう

に、ブロンズのタイトルを取るには、あなた

自身が１００＜ＩＰ＞以上のＡＳＡＰメンバー

でグループボリュームが３０００＜ＩＰ＞以上

あれば（ロールアップ・各コンプレッション含

む）タイトルを取ることができます。 
※ライフプラスの場合、１度取ったタイトル

は、一生降格はありません。 
Ａ Ｂ Ｃ レベル１ 

レベル２ 

レベル３ 

フェーズ２に進むには

あなたがＡＳＡＰメン

バーでレベル１に３人

以上の４０＜ＩＰ＞の

購入者が必要。 



★ フェーズ 3：リーダーシップ・ジェネレーション （８％）      「長期安定するメガ収入」 

 

 

◆ １スターダイヤモンドを世代とする事で、 

数百段階にも及ぶ報酬が発生します。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ピンレベル 条件 ボーナス 

１スターダイヤモンド 

１５０ ＩＰ+15,000 GV 

１ラインのダイヤモンド + 

２ラインのブロンズ 

１世代目の１スターダイヤモンドまで 

レベル４から + ３％ 

２スターダイヤモンド 

１５０ ＩＰ+20,000 GV 

２ラインのダイヤモンド + 

１ラインのブロンズ 

２世代目の１スターダイヤモンドまで 

３％ 

３スターダイヤモンド 
１５０ ＩＰ+25,000 GV 

３ラインのダイヤモンド 

３世代目の１スターダイヤモンドまで 

２％ 

Ａ Ｂ Ｃ 

ブロンズ 

ダイヤモンド 

フェーズ３のボーナスを獲得するには、必ずフェーズ２の

条件をクリアしていなくてはなりません。その上で、上記

の表のように、ワンスターダイヤモンドのタイトルを取る

には、あなた自身が１５０＜ＩＰ＞以上で１ラインがダイ

ヤモンドライン・２ラインがブロンズラインでグループボ

リュームが１５０００＜ＩＰ＞以上あれば（ロールアッ

プ・各コンプレッション含む）タイトルを取ることができ

ます。 
※ライフプラスの場合、１度取ったタイトルは、一生降格

はありません。 

レベル１ ※フェーズ３に進むには

あなたがＡＳＡＰメンバ

ーでレベル１に３人以上

の１５０＜ＩＰ＞の購入

者が必要。 

ブロンズ 


