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

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のために行うビジネス  
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は、皆さまにボーナスを提供するだけでなく、皆さまの安定したグループ
づくりと持続可能な成長を促進、そしてシルバー以上のランクを早期に達成するためのロードマップを提供
しています。

“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る人”
同プログラムは新規ブランドパートナー、初めてスター・シニアスター・エグゼクティブの各ランクを達成
された方を対象にしています。ブランドパートナーに登録されたタイミングや、過去の最高ランクによって、
チャレンジの可否ならびにチャレンジできるボーナスが異なりますので、詳細はP.3をご確認ください。

“シルバーバウンド ボーナスプログラムはどう変わりましたか？”
4つのボーナスに対して、維持条件が追加されました。
各ボーナスの全額を獲得するためには、チャレンジ期間内に各ボーナスの条件を達成することに加え、シル
バーバウンド スターボーナスの場合は翌月も、それ以外のボーナスの場合は翌月、翌々月も各ボーナスの条
件を達成する必要があります。維持期間が長ければ長いほどボーナス金額が増え、また安定したグループ 
づくりと持続可能な成長が実現できます。

シルバーバウンド ボーナスプログラム条件
※下記の条件とは別に、通常のランク達成基準を満たしている必要があります。

スターランク

チャレンジ期間

シニアスター エグゼクティブ シルバー

2 か月間
スター昇格月の翌月から

3 か月間
シニアスター昇格月の翌月から

3 か月間
エグゼクティブ昇格月の翌月から

4 か月間

2 x 200 2 x 500 1 x 500 1 x 1,000

合計 500 OGV 合計 2,000 OGV 合計 4,000 OGV 合計 10,000 OGV

バウンドボーナス獲得に
必要なライン ×OGV

あなた自身の OGV

ボーナス

50 ドル

75 ドル

100ド ル

150ド ル

250ド ル

200ド ル

300ド ル

1000ド ル

25ドル
125 ドル

ブランドパートナー登録の翌月から



シルバーバウンド スターボーナス

シルバーバウンド シニアスターボーナス

シルバーバウンド エグゼクティブボーナス

シルバーバウンド シルバーボーナス

• ブランドパートナーに登録した翌月から２か月間がチャレンジ 
期間です。

• 200 OGV以上のラインが2本必要です。
• あなた自身のOGVとして、500 OGVが必要です。
• シルバーバウンド スターボーナスの条件を2か月間連続して 

達成すると、25ドルを獲得できます。

• 初めてスターランクに昇格した月の翌月から3か月間がチャレンジ 
期間です。

• 500 OGV以上のラインが2本必要です。
• あなた自身のOGVとして、2,000 OGVが必要です。
• シルバーバウンド スターボーナスの条件を3か月間連続して達成すると、各

月に下記のボーナスを獲得できます。 

ボーナス期間1か月目：50ドル　 
ボーナス期間2か月目：75ドル 
ボーナス期間3か月目：125ドル

• 初めてシニアスターランクに昇格した月の翌月から3か月間がチャレンジ
期間です。

• エグゼクティブランクに必要な1,000OGV以上のライン2本に追加し
て、500 OGV以上のラインが1本必要です。

• あなた自身のOGVとして、4,000 OGVが必要です。
• シルバーバウンド エグゼクティブ ボーナスの条件を3か月間連続して達成

すると、各月に下記のボーナスを獲得できます。 

ボーナス期間1か月目：100ドル 
ボーナス期間2か月目：150ドル 
ボーナス期間3か月目：250ドル

• 初めてエグゼクティブ ランクに昇格した月の翌月から4か月間が 
チャレンジ期間です。

• シルバー ランクに必要な4,000 OGV以上のライン2本に追加して、 
1,000 OGV以上のラインが1本必要です。

• あなた自身のOGVとして、10,000 OGVが必要です。
• シルバーバウンド シルバーボーナスの条件を3か月間連続して達成する

と、各月に下記のボーナスを獲得できます。 

ボーナス期間1か月目：200ドル 
ボーナス期間2か月目：300ドル 
ボーナス期間3か月目：1,000ドル

あなた
100 OGV

10,000 TOTAL OGV

Aさん
4,000 OGV

Cさん
4,000 OGVBさん

1,000 OGV

あなた
100 PV

4,000 TOTAL OGV

Aさん 
1,000 OGV

Cさん
1,000 OGVBさん

500 OGV

あなた
100 OGV

2,000 TOTAL OGV

Aさん
500 OGV

Bさん
500 OGV

あなた
100 OGV

500 TOTAL OGV

Aさん
200 OGV

Bさん
200 OGV



現状 2021年4月の状況

2021年3月新規ブランドパートナー登録
2021年3月付ランク：ブランドパートナー

シルバーバウンド スターボーナス 
チャレンジ期間（4月～5月）

2021年3月新規ブランドパートナー登録
2021年3月付ランク：スターランク

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（4月～6月）

2021年3月新規ブランドパートナー登録
2021年3月付ランク：シニアスターランク

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（4月～6月）

2021年3月新規ブランドパートナー登録
2021年3月付ランク：エグゼクティブランク

シルバーバウンド シルバーボーナス
チャレンジ期間（4月～7月）

2021年3月新規ブランドパートナー登録
2021年3月付ランク：シルバーランク以上

チャレンジできません

2021年4月にスタートするシルバーバウンド ボーナスプログラムは、あなたの状況によってチャレンジ
できるボーナスが異なります。下記の表をご確認ください。

2021年3月：初めてスターランクに昇格
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（4月～6月）

2021年3月：初めてシニアスターランクに昇格
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（4月～6月）

2021年3月：初めてエグゼクティブランクに昇格
シルバーバウンド シルバーボーナスの
チャレンジ期間（4月～7月）

2021年3月：初めてシルバー以上のランクに昇格 チャレンジできません

2021年1月：初めてエグゼクティブ ランクに昇格   
2021年4月以前の最高ランク：エグゼクティブランク

シルバーバウンド シルバーボーナスのチャレンジ期間
3か月目（チャレンジ期間は4月～5月）

2021年2月：初めてエグゼクティブ ランクに昇格     
2021年4月以前の最高ランク：エグゼクティブランク

シルバーバウンド シルバーボーナスのチャレンジ期間
2か月目（チャレンジ期間は4月～6月）

2021年1月もしくは2月：初めてエグゼクティブランクに昇格
2021年4月以前の最高ランク：シルバーランク

チャレンジできません

2020年12月以前：初めてエグゼクティブ ランクに昇格 チャレンジできません

  2021年２月以前：新規ブランドパートナー登録
  過去最高ランク：ブランドパートナー

スター ボーナス
→チャレンジできません。

シルバーバウンド シニアスターボーナス
→スターランク昇格月の翌月から3か月間チャレンジできます。　　　　　　　

2021年２月以前：新規ブランドパートナー登録 
過去最高ランク：スターランク

シニアスター シルバーバウンドボーナス
→チャレンジできません。

シルバーバウンド エグゼクティブボーナス
→シニアスターランクに昇格した月の翌月から3か月間
　チャレンジできます。　　　　　　

2021年２月以前：新規ブランドパートナー登録
過去最高ランク：シニアスターランク

エグゼクティブ シルバーバウンドボーナス
→チャレンジできません。 

シルバーバウンド シルバー ボーナス 
→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
　チャレンジできます。　　　　　　　　

2021年２月以前：新規ブランドパートナー登録
過去最高ランク：シルバーランク以上

チャレンジできません


