
企画書 
 
 

あなたのお店やオフィスでも 
 

    を 

 

始めてみませんか？ 
 
 
 
 

特典 

(１) 最も市場性の高い健康ビジネスが簡単にスタートできます 

(２) 貴店、貴社のヘルシーイメージをアップさせます 

(３) 将来の為の永続性のあるビジネスが準備出来ます 
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設置店(アンテナショップ)の皆さんからの声 
 

 
今の消費者の皆様は薬よりも信頼できるサプリメント

の情報を要求しておられます。お客様からの期待に十分

応えられる良質のサプリメントを紹介できてるおかげ

で、お客様と当店との信頼関係は益々高まり、不景気な

時代でもお店の売り上げは順調に伸びております。 
 
薬局 ドラッグツカダさん 

 
 

 
原料にこだわるヘルシー志向の当レストランでは、健康

に関心の高いお客様も多く見受けられます。お伝えして

本当に多くのお客様から感謝のお言葉を頂き、大変嬉し

く思っています。これからもお客様との信頼関係を基礎

に確実にお伝えしていきたいと思っています。   
 

レストラン ホットポットさん 
 
 

 
自分自身が健康関連の商売を始め、サプリメン

トの需要は大変大きいのを実感してます。その

中でも自分も使っている体験からお客様に自信

を持ってお伝えできるのが良いですね。これか

らもサプリメントコーナーでは信頼ある情報を

お伝えしていきたいと思っています。   
 
健康器具、食品販売 健康ステーションさん 

 
皆様に共通しているのは、ご自身がこの製品の愛用者である事です。 

ご自身の体験から情報を提供するお仕事です 

(製品の小売販売は行っておりません) 
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開店ステップ１－２ 
入会金や契約料など一切不要 
製品とパンフレットを置く場所さえあればＯＫです。 
 
(１)  お得会員に登録してあなたの個人番号(ピンナンバー)をもらって下さい。 

お得会員で１個を購入すると、送料込みで６,900円です。(通常7,600円) 
⇒Ｐ．６ ご自身及びサンプル試飲用に 
 

  初回注文時にはシェイカーカップも１個無料で付いてきます。 
 
ご自分のピンナンバーは翌日会社に電話(フリーダイヤル)で確認するか、製
品と一緒に入ってくる送り状の PIN＃(ピンナンバー)で分かります。 

 
(２) パンフレットは拡大コピーしてお店やオフィスに来られる方の目に留まる

ところに貼りましょう。その前に実物の製品がおいてあれば開店準備完了。 
パンフレットは会社から購入出来ます。 
２５部で５００円です。製品番号 7282デイリーバイオのパンフレット 

 
 

ご紹介ステップ １―２ 
 

この製品は、「野菜不足解消」と「腸のお掃除」が売りです。 
 
(１) 添付資料にご自分の番号を記入する箇所がP.9と 10に一箇所ずつありま 
すから忘れないように記入しておいて下さい。 
 
(２)難しい説明は不要です。パンフレットの果物と野菜の入ってる絵を見てもら 
いましょう、そして一回分でこれだけの成分が繊維や腸内細菌も含めて簡単 
に補える事を教えてあげて下さい。あなたの愛用者としての言葉が大切です。 
味見にちょっと作ってあげるのも良いと思います。 

 
「飲み方」「購入方法」「お得会員申込書」と｢パンフレット｣を渡します。 
⇒ P．８、９、１０ 

 
☆ 同じ製品を６個購入すると７個送られ１個お得という特典があります。 
☆ お得会員ならさらに送料や製品代が割り引かれ、６個購入された場合、送料や消費

税等含みましても、１個あたり約 6,200円程で７個届きます。 
６個購入する際は郵便と送料が変りませんので、迅速な宅配便を指定下さい。 
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将来の為の永続性のあるビジネスが準備出来ます とは？ 
 
これは本当です！

製品をお勧め頂き、その方もあなたが会社から購入した同じ価格で製品を会社に直接注文

されると、あなたは、それらの人々の購入ポイントの５％が報酬として頂けます。 
（それらの人々を 1段目の人と呼びます） 
 
さらに良いことに！！

製品は家族皆さんで使って頂ける物ばかりです。あなたが紹介してあげた方がさらに、又

ご友人などにお勧め頂き、その方も購入されると、その方の購入ポイントの２５％が報酬

として会社からあなたに支払われます。（それらの人々を 2段目の人と呼びます） 
 
ずっと良いことが続きます！！(条件あり) 
2 段目の人々がさらに人に伝えてくれると、その人々も同じようにして製品を購入すると、
あなたには１０％の報酬が支払われます。（それらの人々を 3段目と呼びます） 
 
会社はあなたにどういう仕組みで報酬を支払わうのでしょうか？ 
大変シンプルです。この会社はテレビやラジオ、新聞、雑誌、ダイレクトメールなど一切

の広告は行っていません、この莫大な広告費用を皆さんの報酬に充ててるだけの事です。

この会社は口コミによる製品の広がりが最も効率的なビジネスになると確信しています。

これまでに、好きなレストランや映画について人に教えた事がありますか？ 
全く同じ事を自然に行って下さい。 
 
皆さんがこの「デイリーバイオベーシックス」を使ってもらう事から、 
 

1段目の人々の購入１個分で  ２２５円が 
2段目の人々の購入１個分で１，１３０円が 
3段目の人々の購入１個分で  ４５０円が （２００４年１１月現在） 

 
あなたに報酬として支払われるようになっています。 
65 品目の製品購入から、５％、２５％、１０％（それ以上も）が支払われます。何人の人

に伝えても良いのです、制限はありません。だから報酬も限度がありません。 
 
どんな会社ですか？

会社の名前はライフプラス（米国本社アーカンソー州）。日本担当はニュージーランド支社。

世界 60カ国に顧客を有する国際企業。1936年創業（昭和 11年）で、６０年以上医科向け
のみに栄養補助剤を製造販売していた企業です。現在では一般の方向けにも、高品質の栄

養補助食品、パーソナルケア製品、家庭用品、浄水器を自社工場にて製造し直販していま

す。 
 
その他の製品 
ライフプラス社は６５種類の製品を製造しています。その中でも中心となる基礎栄養補助

食品が「デイリーバイオベーシックス」です。たった２匙分の利用で、米国農務省や米国

国立科学アカデミーが推奨してる、「野菜と果物５皿から 9皿分」と同じ栄養補助が出来ま
す。1日分わずか 250円（コーヒー１杯の予算）でこの画期的な製品による健康への恩恵を
お楽しみ下さい。「デイリーバイオベーシックス」の詳細はパンフレットを是非参照下さい。 
 

 4



 
会社は誰からの紹介であるかは顧客番号(ピンナンバー)をもとに全て管理しています 
 
皆様からの信頼ある情報がきっかけで愛用者になって下さった方々がライフプ

ラスから直接製品を購入する限り永久に謝礼が発生します。※あなたがひと月に 
４０ポイント以上の消費があればその月の謝礼発生権利が発生します 

⇒ P.７ 謝礼の振込み申請書を忘れずに提出しておいて下さい 
 
ライフプラス社が製造、出荷、決済、売り上げの計算等全て毎月行い、あなた

に謝礼をお支払いし、あなたの収入と時間を同時に増やすのを助けてくれます。  
 
下記は、あなたが個人に伝え、又その人たちもあなたと同じ事をした時の毎月の収入を

例に示したものです。尚、製品は最も人気の高い「デイリーバイオ」40ポイントと「プ
ロアンセノルズ１００」４０ポイントの組み合わせで８０ポイント、日本円で約１０，

０００円として計算しました。 
 
嬉しいポケットマネー＝20人      
4人に伝え        4人＠5％  x 10.000円＝ 2.000円 
4人に伝わるように手伝う 16人＠25％ x 10.000円=  40.000円 
                                           計 約 42.000円/毎月プラス 
 
個人年金の補助に＝56人         
7人に伝え                 7人@5%   x 10.000円＝ 3.500円 
7人に伝わるように手伝う  49人＠25％ x 10.000円＝122.500円 
                     計  約 126.000円/毎月プラス 
 
もっと自由なライフスタイル＝156人    
12人に伝え                12人@5%  x 10.000円＝ 6.000円 
12人に伝わるように手伝う 144人@25% x 10.000円＝360.000円 
                                           計 約 366.000円/毎月プラス 
 
最初はデイリー一つでも、気に入って頂くと自然に他の愛用製品は増えるものです 
 
上記は個人での広がりですが、下記のようなお店やオフィスにあなたから提案

をして頂きあなたの傘下に加入頂く事により、あなたからの広がりはさらに大

きく広がる事が期待できます。人が集まる所や人に声をかけるのがコツです。 
あなたと同業他社、自然食販売店、薬局、カイロプラクティック、マッサージ

店、アロマテラピー店、スポーツクラブ、通販会社、テニススクール、ゴルフ

練習場、動物病院、鍼灸院、美容室、理容室、保険代理店、補聴器店、喫茶店、

レストラン、クリーニング店等。。。。タウンページを広げるとサプリメントコー

ナーの対象になるお店やオフィスはいくらでもあります。 
 
さらに市場は国境がありませんから、あなたからの広がりは国境を越えて広が

ります。特にヨーロッパ、ドイツでの広がりは大変大きくなっております。 
現在世界６０カ国約１００万人以上に製品は直接工場から出荷されています。 
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お得会員申込書 エイサップ「まずはあなた自身の登録をどうぞ」 
(お得会員の内容変更や停止は製品出荷日前ならいつでも出来ます) 

 
注文日    月   日     紹介者番号： 
 
あなたのピン＃：(初回注文時は不要) 
ふりがな                電話番号 
お名前                   (    ) 
ふりがな                         〒 
ご住所 
 
 
製品送り先上記ご住所と違う場合のみ記入下さい 
 
 
 
 
エイサップＡ会員に申し込みます。すぐに今回の注文品をエイサップ価格で送

って下さい。又来月からの定期出荷日は、毎月(  )日に出荷下さい。←翌月か
らの毎月の出荷日を 5日から 20日の間で決めてください。 
製品到着は通常郵便となり 2、3週間掛かりますのでご了承下さい。 
 

登録内容 
 数   製品番号    製品名      送料込み価格    

1    6132   デイリーバイオ    ６,900円  
 
 
お支払方法 クレジットカード 
 
「ビザ、マスター、ＪＣＢ」いずれか選択下さい。 

 
カード番号 (                       ) 

 
有効期限 (    /    ) 

 
製品は本社アメリカ工場から直接お客様の住所又は指定先の住所へ配送されま

す。この注文書はニュージーランド支社日本人オペレーターを通して、アメリ

カ本社へ注文手続きが行われます。(上記価格は 2004年 1月 31日まで有効な価格です) 
ライフプラス連絡先：国際フリーダイヤル 005-3123-0026 平日午後 1時まで 
ファクス番号：03-4496-5312(東京) 又は 06-6537-1492(大阪) 
どちらか近い方のファクスをご利用下さい。24時間受付です。 
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謝礼振込み先申請書 
 

記入漏れがある場合振込みが出来ない場合がありますので全て記入下さい。 
謝礼額は総額が３，３９０円以上になったら一か月分を翌月１５日前後に支払います。

送金手数料は６００円となります。 
 
フリガナ 

１) 口座名義                          
 
   フリガナ 
２) 口座登録住所                               
 
３) 郵便番号                 

 
４) 国     日本

 
５) 電話番号                                 

 
６) ファクス番号               

 
７) Ｅメールアドレス                       

 
８) フリガナ 

振込先銀行名(郵便局は不可)                       
 
９) ４桁の銀行番号                 

 
 １０) フリガナ 
    銀行支店名                  

 
１１) フリガナ 
   銀 行 支 店 住 所          

 
１２) ３桁の支店番号               
 
１３) ７桁の振込先口座番号                      
 
１４) 口座の種類 普通預金口座
 
１５) フリガナ 
   あなたの氏名                  
 
１６) あなたのピンナンバー                  
 
１７) あなたの署名を記入下さい                    
 
ファクス送信先：東京０３－４４９６－５３１２ 大阪０６－６５３７－１４９２ 
Life Plus International P.O.Box 3749, Batesville, Arkansas ７２５０３, U.S.A. 
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デイリーバイオの飲み方 
 

りんごジュースをシェイカーカップの線まで入れて、製品の中にあります匙

でデイリーバイオを大盛り 2 杯入れて下さい。ふたをしてしっかり振ってく
ださい。時間をおかず、すぐに飲んで下さい。 
その後、1時間以内にコップ 1～２杯程度の水分を補給して下さい。 
 
りんごジュースの量は半分にして薄めてもかまいませんが、必ず線まで水を

入れてからご利用下さい。もちろん他のお好みの飲み物でもかまいません。 
 
又は、シェイカーカップの線の半分までミルクを入れ残りの線まで水で薄め

ます、ライフプラスの大豆プロテイン「スーパーシェイク」を一杯入れて「デ

イリーバイオ」を大盛り２杯入れ、良くシェイクしてから御飲み下さい。 
 
飲む時間は決まっていませんが、朝がお勧めです。 
注意：オブラートなど使わず、必ずシェイクしてからご利用下さい。 

 
 

なぜライフプラス製品は特別なのでしょうか？ 
 
この会社は昭和１１年にアメリカ人外科医によって創業された医科向け専門の

栄養剤メーカーです。７０年近い歴史の中で、臨床の現場で用いられる最高品

質の信頼できる製品を医薬品同様の厳しい基準で製造しています。 
 
様々な製造テクニックがありますが特に下記の２点が大きな他との違いです。 
 

 
コールドプロセス

いくら良い原材料を使っていても適切な加工方法が

伴わなければ最善の製品は出来上がりません。ライ

フプラスでは時間と経費をかけながら３５度から３

７度という温度でビタミン、ミネラル、酵素の栄養

素を破壊しないように製造しています。 
 
 
 
ファイトザイムベース(特許) 
ライフプラスでは一つの製品でも最高の結果が

得られるように、３０種以上の野菜と果物から出

来た「植物栄養素」(ファイトニュートリエント)
が製品のベースになっています。相乗効果を最大

限に引き上げる為です。 
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製品の購入方法 
お得な情報です 

 
 
直接メーカーをご紹介いたしますので、下記の要領でお買い求め下さい。 
 
電話：フリーダイヤル：005-3123-0026に電話で注文。 
平日午前 5時半より午後 2時まで受け付けております。１０月～３月は１時迄 
 
その際必ず紹介者の番号が必要となりますので、お申し付け下さい。 
 
紹介者番号：           
 
(次回からの注文の為にあなたの顧客番号が与えられます(        ) 
 デイリーバイオの価格：6,900円 送料と消費税込み 
 通常 10日から 2週間で届きます。 
 

 
さらにお得な情報です 

 
お得会員（エイサップ会員と呼ばれる毎月の定期購入会員）になりますと、 
通常価格 6,‚400円が5,700円に！さらに送料も1,700円が 1,200円に！ 
 
送料込みで直販価格8,100円が 7,100円となり1,000円もお得になります。 
是非、エイサップ会員になってこの特典をご利用下さい。 
「お得会員」になりたい方は申込書をファクスしてご登録下さい。 
郵送日数が 10日から 3週間かかりますので、お早めにお申し込み下さい。 
 
カードはご家族のカードでもご利用頂けますが、どうしてもご用意出来ない 
方は、下記の代行会社にご連絡下さい。電話：03-5275-1884 (平日午前 10 
時から午後 6 時)手数料が 1,200 円掛かりますが、お得会員(エイサップ会員)
にも登録できます。 
(上記価格は 2004年11月1日改定価格です) 

 
無料のウエルカムパック 

 製品を購入頂いた方には会社から無料でウエルカムパックとして、

製品カタログ等資料が郵送で後日届きます。２週間程経っても届か

ない場合は、恐れ入りますが会社にお気軽にお電話でご請求下さい。 
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お得会員申込書 エイサップ申し込み 
(お得会員の内容変更や停止は製品出荷日前ならいつでも出来ます) 

 
注文日    月   日     紹介者番号： 
 
あなたの顧客番号：(初回注文時は不要) 
ふりがな                電話番号 
お名前                   (    ) 
ふりがな                         〒 
ご住所 
 
 
製品送り先上記ご住所と違う場合のみ記入下さい 
 
 
 
エイサップＡ会員に申し込みます。すぐに今回の注文品をエイサップ価格で送

って下さい。又来月からの定期出荷日は、毎月(  )日に出荷下さい。←翌月か
らの毎月の出荷日を 5日から 20日の間で決めてください。 
製品到着は通常 2、3週間掛かりますのでご了承下さい。 
 

登録内容 
 
 数   製品番号    製品名      送料込み価格    

1    6132   デイリーバイオ     7,000円  
 
 
お支払方法 クレジットカード 
 
「ビザ、マスター、ＪＣＢ」いずれか選択下さい。 

 
カード番号 (                       ) 

 
有効期限 (    /    ) 

 
製品は本社アメリカ工場から直接お客様の住所又は指定先の住所へ配送され

ます。この注文書はニュージーランド支社日本人オペレーターを通して、アメ

リカ本社へ注文手続きが行われます。(上記価格は 2004年 11月日改定価格です) 
ライフプラス連絡先：国際フリーダイヤル 005-3123-0026 平日午後 1時まで 
ファクス番号：03-4496-5312(東京) 又は 06-6537-1492(大阪) 
どちらか近い方のファクスをご利用下さい。24時間受付です。 
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