
SILVER BOUNDBONUS PROGRAM
シルバーバウンド ボーナスプログラム 

よくある質問（FAQ）

Q. シルバーバウンド ボーナスプログラムとは何ですか？ 
A. シルバーバウンド ボーナスプログラムは、熱心に夢をおいかける会員の皆さまをサポートするビジネスプロモーションで、ボーナス プランを補完
するために導入されました。 
プログラムは4つのボーナスで構成されており、スター、シニアスター、エグゼクティブ、シルバーの各ランクを達成し、かつシルバーバウンド  
ボーナスプログラムの要件（チャレンジ期間、ライン、OGV）を満たしたブランドパートナーにボーナスを提供します。 

Q. シルバーバウンド ボーナスプログラムの再スタートはいつから有効になりますか？ 
A. 2021年4月1日から有効になります。 

Q. シルバーバウンドボーナスのプログラムを変更した理由は何ですか？ 
A.ブランドパートナーの皆さまが、このボーナスを目指すことで、よりスピーディーなランクアップを実現すると同時に安定したグループを 
構築し、グループの持続的な成長に繋げることを目的としています。またシルバーバウンドボーナスは、ヤング・リビングがニーズの変化に 
合わせて、より良いサービスを提供するための柔軟性を確保するため、ビジネスプロモーションとして提供することになりました。 

Q. 新しいシルバーバウンド ボーナスプログラムは、以前のシルバーバウンド ボーナスプログラムとどのように違うのですか？ 
A. 4つのボーナスにはそれぞれ、初めてボーナスの条件を達成した時に始まる維持条件（以下、ボーナス期間）が含まれています。 
各ボーナスを全て受け取るためには、ボーナス取得条件を、ボーナス期間（※）の各月にそれぞれ達成する必要があります。 
※シルバーバウンド スターボーナスのボーナス期間は2か月間です。 
※シニア スター、エグゼクティブ、シルバーのボーナス期間は3か月間です。 

Q.ボーナス期間はどのように機能するのでしょうか？ 
A. シルバーバウンドの4つのボーナスには、ボーナスの全額を獲得するために、2か月または3か月連続でボーナス取得条件を達成しなければいけない
という要件が含まれています。 
メンバーが初めてボーナス取得条件を達成した場合、その月はボーナス期間1か月目とみなされます。 
シルバーバウンド スターボーナスは、2ヶ月連続でボーナス取得条件を達成する必要があります。 
シニアスター、エグゼクティブ、シルバーの各ボーナスでは、ボーナス全額を獲得するには、ボーナス期間2か月目とボーナス期間3か月目もボーナス
取得条件を達成する必要があります。下の表をご覧ください。 

スターボーナス シニアスター
ボーナス

エグゼクティブ 
ボーナス シルバーボーナス

ボーナス期間1か月目 
(最初にボーナス取得条件を
達成した月)

なし 50ドル 100ドル 200ドル

ボーナス期間2か月目 25ドル 75ドル 150ドル 300ドル

ボーナス期間3か月目 なし 125ドル 250ドル 1,000ドル



Q. ボーナス期間2か月目にボーナス取得条件を満たさず、2か月目のボーナスを逃したが、3か月目に再度条件を満たした場合、3か月目のボーナスは
いくらになりますか？  
A. シルバーバウンドのシニアスターボーナス、エグゼクティブボーナス、シルバーボーナスは順次支払われるため、3か月目に支払われるボーナス
は、ボーナス期間2か月目の金額になります。 
例えば、エグゼクティブ ボーナスのボーナス期間2か月目にボーナスを獲得できなかった場合、3か月目に獲得できる可能性があるのは150ドル 
（250ドルではなく）です。 

Q. 私はどのシルバーバウンド ボーナスにチャレンジできますか？ 
A. 2021年4月1日現在、既存のヤング・リビング会員は、下記の条件に基づいてシルバーバウンド ボーナスにチャレンジすることができます。 
  
 - 2021年3月にブランドパートナー登録をした方は、3月に達成した最高ランクに基づいて、2021年4月1日にボーナスチャレンジ期間に入ります。
i. 新規ブランドパートナー ：2021年4月は、シルバーバウンド スターボーナス チャレンジ期間の最初の月となります。 
ii. スター  ：2021年4月は、シルバーバウンド シニアスターボーナス チャレンジ期間の最初の月となります。 
iii. シニアスター  ：2021年4月は、シルバーバウンド エグゼクティブボーナス チャレンジ期間の最初の月となります。  
iv. エグゼクティブ  ：2021年4月は、シルバーバウンド シルバーボーナス チャレンジ期間の最初の月となります。 
v. シルバー以上  ：シルバーバウンド ボーナスにチャレンジすることはできません。 

2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月

ブランドパートナー スターボーナス 
チャレンジ期間

スターボーナス 
チャレンジ期間 ー ー

スターランク シニアスターボーナス 
チャレンジ期間

シニアスターボーナス 
チャレンジ期間

シニアスターボーナス 
チャレンジ期間 ー

シニアスターランク エグゼクティブボーナス 
チャレンジ期間

エグゼクティブボーナス 
チャレンジ期間

エグゼクティブボーナス 
チャレンジ期間 ー

エグゼクティブランク シルバーボーナス 
チャレンジ期間

シルバーボーナス 
チャレンジ期間

シルバーボーナス 
チャレンジ期間

シルバーボーナス 
チャレンジ期間

- 2021年3月に初めてスター、シニアスター、エグゼクティブを達成したブランドパートナーは、2021年4月1日にシルバーバウンド チャレンジ期
間に入ります。3月に初めて達成したランクが、このカテゴリーのブランドパートナーの事前資格取得ランクとなります。 
i. スター  ：2021年4月は、シルバーバウンド シニアスターボーナス チャレンジ期間の最初の月となります。 
ii.シニアスター  ：2021年4月は、シルバーバウンド エグゼクティブボーナス チャレンジ期間の最初の月となります。  
iii. エグゼクティブ  ：2021年4月は、シルバーバウンド シルバーボーナス チャレン期間の最初の月となります。 
iv. シルバー以上  ：シルバーバウンド ボーナスにチャレンジすることはできません。 

2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月

初めて
スターランクに

昇格
シニアスターボーナス 

チャレンジ期間
シニアスターボーナス 

チャレンジ期間
シニアスターボーナス 

チャレンジ期間 ー

初めて
シニアスターランクに

昇格
エグゼクティブボーナス 

チャレンジ期間
エグゼクティブボーナス 

チャレンジ期間
エグゼクティブボーナス 

チャレンジ期間 ー

初めて
エグゼクティブランクに

昇格
シルバーボーナス 
チャレンジ期間

シルバーボーナス 
チャレンジ期間

シルバーボーナス 
チャレンジ期間

シルバーボーナス 
チャレンジ期間



 - 2021年1月または2021年2月に初めてエグゼクティブランクに昇格し、2021年4月以前の最高ランクがエグゼクティブであるブランドパートナー
は、シルバーバウンド シルバーボーナスにチャレンジすることができます。またシルバーバウンド シルバーボーナスのチャレンジ期間は以下の通りで
す。 

2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月

初めて
エグゼクティブ 
ランクに昇格

- - シルバーボーナス 
チャレンジ期間

シルバーボーナス 
チャレンジ期間 -

EXECUTIVE
初めて

エグゼクティブ 
ランクに昇格

- シルバーボーナス 
チャレンジ期間

シルバーボーナス 
チャレンジ期間

シルバーボーナス 
チャレンジ期間

 - 上記に該当しないブランドパートナーは、以下のルールに基づいてシルバーバウンド ボーナスプログラムにチャレンジすることができます。 

 i. 2021年3月1日の時点で最高ランクが 「ブランドパートナー」 である既存のブランドパートナーは、スターボーナスにはチャレンジができませ
ん。 
スターランクに昇格した月の翌月から3か月間、シニアスター シルバーバウンドボーナスにチャレンジできます。 

 ii.2021年3月1日の時点で最高ランクが 「スター」 である既存のブランドパートナーは、シニアスターボーナスにはチャレンジができません。シニア 
スターランクに昇格した月の翌月から3か月間、エグゼクティブボーナスにチャレンジできます。 

iii. 2021年3月1日の時点で最高ランクが 「シニア スター」 である既存のブランドパートナーは、エグゼクティブボーナスにはチャレンジができませ
ん。エグゼクティブランクに昇格した月の翌月から4か月間、シルバーボーナスにチャレンジできます。  

iv. 2020年12月以前に初めて 「エグゼクティブ」 以上に昇格した既存のブランドパートナーは、シルバーバウンドボーナスにチャレンジできませ
ん。  
 
v.2021年3月1日現在の最高ランクがシルバー以上のブランドパートナーは、シルバーバウンドボーナスにチャレンジできません。

Q. 全ブランドパートナーを対象にリセットが行われないのはなぜですか？  
A. 2020年4月のシルバーバウンド ボーナス開始時にブランドパートナーに提供された 「リセット」 は、当時は新しいプログラムであったシルバー
バウンドボーナスに、より多くの会員の方々がチャレンジして頂くために提供された、1回限りのプロモーションであったため、今回同様のリセット
は行わないことになりました。 

Q. シルバーバウンド ボーナスを獲得するために、必要なPVの条件はありますか？  
A. シルバーバウンドボーナスを獲得するためには、ボーナス プランに記載されているランク取得条件を満たす必要があるため、100PVが必要です。 

Q. グループを購入した方（もしくは譲渡された方）は、シルバーバウンドボーナスにチャレンジすることはできますか？  
A.グループを購入した方（もしくは譲渡された方）は、「自身の最高ランク」 もしくは 「売り手の最高ランク」 のうち、高いランクを引き継ぎ、そ
のランクを事前資格ランクとみなします。
例えば、最高ランクがシニアスターのAさんが、最高ランクがスターのBさんに、グループを売却もしくは譲渡しました。
この手続きが完了すると、Bさんの最高ランクはシニアスターとみなされるため、シニアスターボーナスにチャレンジすることはできません。
Bさんは手続き完了月の翌月からエグゼクティブボーナスにチャレンジできます。



Q. 2つ以上のシルバーバウンドボーナスに同時にチャレンジすることは可能ですか？ 
A. はい、可能です。各シルバーバウンドボーナスのチャレンジ期間は、事前資格ランクを達成した翌月から始まります。 
例えば、Aさんが6月にヤング・リビングにブランドパートナー登録し、同月にスターランクを達成したとします。
Aさんのシルバーバウンドスターボーナスのチャレンジ期間は7月と8月の2か月となります（6月はスター ボーナスのチャレンジ期間に含まれません）。
またAさんは6月に初めてスターを達成したので、シルバーバウンド シニアスター ボーナスのチャレンジ期間は7月から9月までとなります（6月は 
シニアスター ボーナスのチャレンジ期間に含まれません）。

2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月

新規シェアリング 
会員登録 

スター昇格

Q. ボーナスのチャレンジ期間の途中でランクアップしましたが、シルバーバウンドのボーナス取得条件を満たすことができませんでした。私にはまだ
シルバーバウンド ボーナスにチャレンジする資格は残っていますか？ 
A. はい。チャレンジ期間内にランクアップを含む、シルバーバウンドボーナス取得条件を達成すれば、その月からボーナス期間1か月目がスタートし
ます。 

例えば、Aさんは5月にエグゼクティブランクを達成し、6月から9月までの期間が、シルバーバウンド シルバーボーナスのチャレンジ期間です。 
Aさんは7月にシルバーランクを達成しましたが、シルバーバウンドボーナスのライン条件を満たしていませんでした。 
この場合、Aさんはまだシルバーバウンド シルバー ボーナスのチャレンジ期間中ですので、9月までに3つのボーナス条件すべてを満たすことができ
れば、ボーナスを獲得することができます。（この場合は9月30日までがチャレンジ期間です）

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

ランク
はじめて

エグゼクティブ
ランクに昇格 

エグゼクティブ シルバー エグゼクティブ シルバー シルバー シルバー

シルバーボーナス 
獲得条件 未達成 未達成 未達成 達成 達成 達成

ボーナス 200ドル 300ドル 1,000ドル

シニア スター ボーナス チャレンジ期間 

スター ボーナス チャレンジ期間 

= チャレンジ期間

= ボーナス期間



Q. シルバーバウンドボーナスを獲得できなかった場合、次のボーナスのチャレンジ期間はいつから始まりますか？ 
A. 各シルバーバウンドの資格取得期間は、初めて事前資格ランクを達成した翌月から始まります。 

例えば、Aさんは6月にシニアスターのランクを達成しました。これでAさんには、シルバーバウンド エグゼクティブボーナスのチャレンジ期間が
3か月間（7月、8月、9月）が与えられます。 
Aさんは8月にエグゼクティブに昇格しましたが、シルバーバウンドボーナスの条件をすべて満たすことはできませんでした。
またAさんは9月にシニアスターに降格したため、エグゼクティブボーナスを獲得できませんでした。 
しかし、Aさんは8月にエグゼクティブに昇格したので、シルバー ボーナスのチャレンジ期間が4か月間（9月、10月、11月、12月）与えられます。 

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

Q. シルバーバウンドボーナスのライン条件は、ボーナスプランのライン条件とは異なる方法でカウントされますか？ 
A. シルバーバウンドのライン条件は、ボーナス プランのライン条件と同じ方法でカウントします。 
以下はボーナスプランにおけるライン条件の定義です。 
ラインとは、あなたから見て、最初に100PVを達成したグループメンバーから枝分かれするグループを指します。 

Q. シルバーバウンドボーナスがボーナスプランに含まれなくなったのはなぜですか？ 
A. シルバーバウンドボーナスは、ヤング・リビングがニーズの変化に合わせて、より良いサービスを提供するための柔軟性を確保するため、ビジネ
スプロモーションとして提供することになりました。  

Q. シルバーバウンド ボーナスプログラムは、ヤング・リビングの伝統的な表彰プログラムとどのように関連するのでしょうか？ 
A. シルバーバウンド ボーナスプログラムは、熱心に夢をおいかける会員の皆さまをサポートし、追加のボーナスを提供するビジネスプロモーションです。
シルバーバウンド ボーナスプログラムへの参加は必須ではありません。 
シルバーバウンド ボーナスプログラムのチャレンジ期間以外に新しいランクを達成したブランドパートナーは、従来の表彰プログラムにのっとって
表彰されます。ただしシルバーバウンド ボーナスを獲得することはできません。 

シニア
スター

シニア
スター

エグゼク 
ティブ

エグゼク 
ティブ

エグゼク 
ティブ シルバーシニア

スター

エグゼクティブボーナス チャレンジ期間

シルバーボーナス チャレンジ期間 

あなた

50
PV

100
PV

50
PV

100
PV

▼ ラインは2本

▼ ラインは3本

▼  ラインは4本
あなた

100
PV

50
PV

50
PV

100
PV

100
PV

100
PV

（例）

あなた

100
PV

50
PV

100
PV

100
PV

100
PV

100
PV



Q. シルバーバウンド ボーナスプログラムに参加しない場合のペナルティはありますか？ 
A. いいえ。 

Q. シルバー バウンド ボーナスはいつ支払われますか？  
A.通常のボーナスと一緒に支払われます。 

Q. チャレンジ期間中は、事前資格取得ランクを維持する必要がありますか？  
A. いいえ。チャレンジ期間中は、必ずしも事前資格取得ランクを維持する必要はありません。 

Q. シルバー バウンド ボーナスは課税対象ですか？ 
A. 課税対象です。 
 
Q. すでにシルバー以上のランクを達成している場合はどうなりますか？ 
A. シルバー以上のランクを達成した方は、自身でシルバーバウンド ボーナスプログラムに参加することはできません。ただしグループ内で同プログ
ラムを促進することで、グループの成長を後押しする効果があります。 

Q. ボーナスはどの市場でも同じですか？ 
A. はい。ただしボーナスの金額は現地通貨に変更されます。 

Q. シルバーバウンド ボーナスプログラムの取得条件を2021年4月以前に達成していた場合、ボーナスは遡って支払われますか？  
A. いいえ。 

Q. 新しいシルバーバウンド ボーナスについての情報は、バーチャルオフィスのどこに掲載されていますか？ 
A. バーチャルオフィス ダッシュボードのシルバーバウンドボーナス タブは、2021年4月1日から利用可能になります。 

Q. シルバーバウンド シルバーボーナスでは、1,000 OGVの追加のラインも、シルバーランクの資格を得るために必要な1,000 PGVにカウントでき
ますか？  
A.  はい。 

Q. ヤング・リビングに再登録した場合、シルバーバウンド ボーナスプログラムにチャレンジできますか？  
A. 活動休止期間が24ヶ月以上経過している場合は、新規ブランドパートナー登録と同様に、シルバーバウンドボーナスにチャレンジする資格があり
ます。 
活動休止期間が24ヶ月未満の場合は、それまでの最高ランクに基づいてシルバーバウンドボーナスにチャレンジすることができます。例えば、活動休
止前の最高ランクがシニアスターであれば、シルバーバウンド エグゼクティブボーナスにチャレンジすることができます。 

Q. シルバーバウンド ボーナスの条件に、YLおトク便の利用は含まれていますか？  
A. いいえ。 


