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氏名:

氏名:

住所:

ID:

ID:

電話番号:

加入者

スポンサー

〒

概要書面

ご加入前に必ず本書（概要書面）の内容を十分にお読みになり、ご理解いただきますようお願いいたします。

本書は、特定商取引法に従って提供される文書となります。紹介者は必ず本書の内容を十分に説明してくださ
い。本書は、本書を受け取る方に対して当社の事業を理解していただくために正確かつ十分な情報を提供する
ことを目的としています。

akiko
長方形
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会社概要

ディストリビューターと当社の関係

個人情報の取り扱いについて

New U Life Corporation は、製品をお使いになるお客様の心身を統合し、あらゆる機会を通して豊かな生活へ
と導く新製品を開発することをミッションとして掲げる直販会社で、天然成分と科学をバランス良く取り入れるこ
とで、全身の健康を叶えることを目指しています。

2017 年に設立された New U Life は、一部の方より「黄金の水」という愛称で親しまれている製品
「SomaDerm」 をお試しいただく機会をこれまで何百万人もの人々に提供してきました。

絶えず動き続ける時計のように、当社は常にディストリビューターの皆様のことを考え、謙虚に向上心を持って、
大きな目標達成のために日々取り組んでいます。

ディストリビューターは、当社と契約を締結する独立した会員であり、 New U Life の従業員、取引先、法的に認
められた販売代理店やフランチャイズではありません。ディストリビューターは、発生する費用の支払いについて
全責任を追うものとします。発生する費用には、交通費/旅費、食費、宿泊費、事務機器の使用経費、オフィス経
費、長距離通話料、事業経費が含まれますがこれらに限られません。ディストリビューターは、税金対策のために 
New U Life の従業員として扱われないものとします。 New U Life に源泉徴収の責任はなく、ディストリビュー
ターの報酬からいかなる税金も源泉徴収または控除しないものとします。ディストリビューターは、 New U Life 
からのいかなる労災保険や失業保険給付の対象にはなりません。 New U Life 事業に使用する書類、グラフィッ
ク、デジタル素材の中で自身について触れる場合、ディストリビューターは必ず自身のことを 「New U Life® 独
立ディストリビューター」と表現してください。ディストリビューター候補者または見込み客と口頭でお話する際、
ディストリビューターは必ず自身のことを 「New U Life® 独立ディストリビューター」と紹介してください。ディス
トリビューターは、自分自身が New U Life の従業員だと思わせる言動や行動をしないものとします。

ディストリビューター候補者または見込み客から個人情報を受け取った場合や、ディストリビューター候補者ま
たは見込み客に関する個人情報を受け取った場合、情報の安全を確保する責任はディストリビューターにあり
ます。個人情報が不要になった場合は、必ずシュレッダーにかけるか、復元できない方法で削除してください。個
人情報とは、個人を特定し、特定の個人への連絡を可能にする情報です。個人情報には、お客様、見込み客、ディ
ストリビューター、ディストリビューター候補の氏名、住所、メールアドレス、電話番号、クレジットカードの情報、
マイナンバー、納税者番号、およびこれらの詳細に関連するその他の情報が含まれます。
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会社情報

登録

本社

会社名:  New U Life Corporation

所在地: 2627 Pleasant Hill Rd., Pleasant Hill, California, 94523, USA

電話番号: +1-844-510-6398

代表者: Alexy Goldstein

New U Life のディストリビューター:

 | ここに記載されている条件および方針に従って New U Life 製品を販売および注文を勧誘する権利が与え
られます。ディストリビューターによって申し込まれた注文の承認/却下は New U Life の排他的権利の範囲
で行われます。

 | New U Life のディストリビューターとして他の方を入会させる権利が与えられます。
 | 資格認定された場合、New U Life の報酬プランに従ってコミッションを得る権利が与えられます。

ディストリビューターが所有、運用、管理、または利害関係を持つことができる New U Life 事業は 1 件に制限さ
れます。また 1 世帯につき New U Life 事業は 1 件に制限されます。「世帯」には、配偶者/パートナー、配偶者/パ
ートナーと同居している自分または配偶者/パートナーのいずれかまたは両方の扶養に入っている子供、および
通学のために別居している自分または配偶者/パートナーのいずれかの扶養に入っている子供が含まれます。

GLOBAL ACCESS LLC NEW U LIFE
(以下「NEW U LIFE」)は会員の種類は1種類です。 

*日本に合法的に居住している 20 歳以上であることが、ディストリビューターの条件となります。学生はディストリビューターになることは 
できません。また、日本国内に製品を配送できる有効な住所があり、連絡が取れる電話番号があることもディストリビューターの条件とな 
ります。
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ワン·ボトル·パック
SomaDerm 1 本
 

CV: 100 

¥25,488

ダブル·ボトル·パック
SomaDerm 2 本

CV: 150

¥41,991

サクセス·パック
SomaDerm 4 本

CV: 300

¥67,735

エリート·パック
SomaDerm 8 本

CV: 600

¥129,775

入会キット

入会キットには、初年度の会員費とメンバー用個人ウェブサイトの料金が含まれます。

*ディストリビューターとして登録するには、入会キットの購入が必要となります。  

ディストリビューターとして New U Life との契約を更新する場合は、年間更新料 $59（米ドル：税込）のお支払
いが必要となります。年間更新料は毎年登録日と同じ日付に請求されます。 

更新料は、当社に登録されているクレジットカードに自動請求されるものとします。クレジットカードに更新料が
請求される 30 日ほど前に、更新料の請求について通知を行うものとします。

登録を行う場合は、ディストリビューター申込書に必要事項を入力するか、スポンサーのNew U Lifeウェブサイトにアクセスしてください。

年間更新料
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製品の購入/販売条件

定期購入（オートシップ）注文

製品の注文方法

製品のお支払い方法

Fax
(03) 6745-1959

メールアドレス
japan@newulife.com

DASH バックオフィス
ウェブサイト (newulife.com) にアクセスし、「Dash Login」（Dashログイン）を選択し、IDとパスワードを入
力してログインします。

クレジットカード
カード発行者の利用規約に従い、複数のクレジットカードを使用することができます。

ご利用可能なカード: VISA、Mastercard、JCB

*請求金額は米ドル建てで決済されるため、ご利用の金融機関によって定められる請求時点での為替レートによって、クレジット
カードに請求される日本円での金額が毎月変動する場合があります。

「アクティブ」のステータスを継続して維持するために効果的な方法は、定期購入（オートシップ）注文
を設定することです。定期購入（オートシップ）注文の場合、毎月自動的に製品の注文が確定され、製
品が配送されるため、発注忘れについて心配する必要がなくなります。登録されているクレジットカー
ドから注文金額を引き落としさせていただきますので、毎月注文日前にカードの利用可能金額が十
分に残っていることを確認してください。FAX、またはメールで当社までご連絡いただければ、いつでも
定期購入（オートシップ）のプロフィール情報の変更や定期購入のプロフィールの解約が可能です。

注記：すでに処理されている場合、定期購入（オートシップ）注文の詳細は変更できません。次の定期購入（オートシップ）注文の
発注日前に変更または解約を要請する必要があります。

定期購入のプロフィールを設定する場合は、定期購入（オートシップ）注文書に必要事項を入力するか、 New U Life DASH バ
ックオフィスにアクセスしてください。
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製品の返金＆交換
適用される法律によって義務付けられている場合を除き、未開封かつ再販可能な状態の製品が返品
された場合、購入金額の 100% に前払い済みの該当する税金を加算し、該当するボーナスを差し引い
た金額をディストリビューターに払い戻すものとします。必ず注文日から 60 日以内に製品を返品して
ください。当社は返品された製品の納入時の配送料については返金いたしません。当社が返品された
製品を受領後、返金が処理されるまで3営業日かかることを予めご了承ください。当社は、購入日から
30 日以内に通知を受けた場合、当社から直接購入された欠陥のない製品の交換を承ります。

例えば、 30 日前に購入された注文の総額が送料 $20 込みで $120 だった場合、返金額は $100 と
なります。為替レートの変動により、返金額と購入時に支払った金額との間に差額が発生する可能性
があります。

ディストリビューター契約の解約または解除時に、解約日から12か月以内に New U Life から個人的
に購入した製品が現在市販できる状態である場合、ディストリビューターは製品を返品するものとし
ます。その場合、必ずディストリビューターの解約日または契約解除日から 30 日以内に製品を返品し
てください。当社は、返品された製品を受領し、現在市販できる状態であることを確認後、ディストリビ
ューターには、元の購入金額の正味コストの 90% を払い戻すものとします。配送料および手数料は
返金されないものとします。購入のお支払いがクレジットカードで行われていた場合、購入時に使用し
たアカウントに払い戻しが行われるものとします。製品が未開封、未使用で、かつパッケージとラベル
に変更や破損がない場合、製品は「現在市販できる状態」とみなされます。販売時点で返品不可であ
ることが明確だった製品、見切り製品、製造が停止された製品、季節品、または市販する製品として妥
当な使用期限または保管期限を過ぎた製品は、現在市販できる状態の製品ではありません。バックオ
フィスとメンバー用個人サイトの料金は、適用される法律によって義務付けられていない限り返金不
可となります。
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コミッションプラン

PV 個人ボリューム

GV グループボリューム

QV 認定ボリューム

CV コミッション対象のボリューム

LVL ボリュームの少ないレッグ

GVL ボリュームの多いレッグ

アクティブ 
5 週間の期間、最低 140 PV を維
持する必要があります。「アクティ
ブ」のステータスを維持する最善
の方法は、定期購入（オートシッ
プ）注文を確保することです。

資格認定ランク 
「アクティブ」のステータスを維持
する必要があり、さらに、直接スポ
ンサー（パーソナリースポンサー
ド）した「アクティブ」のステータス
のディストリビューターが最低2人

（各レッグに最低1人）必要となり
ます。

5-週間の連続期間
認定期間: 現在の週と、先行する 
4週間が含まれます。ディストリビ
ューターの個人的な購入は、認定
数量には含まれず、個人的な購入
に対してディストリビューターが支
払いを受けることもありません。

ユニレベル  
ご自身が直接スポンサーしたアソ
シエイト、およびご自身が直接ス
ポンサーしたアソシエイトが直接
スポンサーするアソシエイト。

バイナリ  
系列組織：新しいアソシエイトは「
左レッグ」、「右レッグ」と呼ばれる
バイナリツリーの組織に追加され
ます。

ボーナス期間 
週次コミッションは、米国太平洋
標準時で土曜日の午前 0:00 から
金曜日の午後 11:59 までの期間に
対して支払われます。

ライフタイムランク 
ディストリビューターのステータス
の間に達成できる最高の資格認
定ランク。

用語集
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ランク、資格認定条件＆メリットについて
ランク 資格認定条件 メリット

アソシエイト  | アクティブ

プロモーター  | アクティブ＆資格認定ランク（140PV）
 | ご自身が直接スポンサー（パーソナリースポン
サード）した「アクティブ」ステータスのディスト
リビューター 1 人（各レッグ）

 | チームコミッション（サイクルボーナス）を獲得
できるようになります。このランクからこのボー
ナスを1週間に最大で $20,040 に増やすことが
できます。

コーディネー
ター

 | アクティブ＆資格認定ランク（140PV）
 | ご自身が直接スポンサー（パーソナリースポン
サード）した「アクティブ」ステータスのディスト
リビューター 2 人（各レッグ

 | 5 週間の連続期間中、LVL に 5,000 GV

 | 最初のレベルで 10% のマッチングボーナスを獲
得できるようになります。

コーチ | アクティブ＆資格認定ランク（280PV）
| ご自身が直接スポンサー（パーソナリースポン

サード）した「アクティブ」ステータスのディスト
リビューター 3 人（各レッグ）

 | 5 週間の連続期間中、LVL に 10,000 GV

 | 2 つのレベルでマッチングボーナスを得る資格
が得られますレベル 1：15% | レベル 2：10%

 | 20% のコーチングボーナスを獲得できるように
なります

ライフコーチ | アクティブ＆資格認定ランク（280PV）
 | ご自身が直接スポンサー（パーソナリースポン
サード）した「アクティブ」ステータスのディスト
リビューター 3 人（各レッグ）

 | 5 週間の連続期間中、LVL に 20,000 GV

 | 3 つのレベルでマッチングボーナスを得る資格
が得られますレベル 1：15% | レベル 2：10% | レ
ベル 3：5%

 | ライフコーチのコーチングボーナスを獲得でき
るようになります

アンバサダー | アクティブ＆資格認定ランク（280PV）
 | ご自身が直接スポンサー（パーソナリースポン
サード）した「アクティブ」ステータスのディスト
リビューター 8 人（各レッグに最低 3 人） 

 | 5 週間の連続期間中、LVL に 50,000 GV

 | 4 つのレベルでマッチングボーナスを得る資格
が得られます：レベル 1：15% | レベル 2：10% | 
レベル 3：5% | レベル 4：5% | レベル 5：5% | レ
ベル 6：5% 

 | アンバサダーのコーチングボーナスを獲得でき
るようになります

ダイヤモンド
アンバサダー

| アクティブ＆資格認定ランク（280PV）
| ご自身が直接スポンサー（パーソナリースポン

サード）した「アクティブ」ステータスのディスト
リビューター 10 人（各レッグに最低 3 人） 

 | 5 週間の連続期間中、LVL に 100,000 GV

 | 7つのレベルでマッチングボーナスを得る資格が
得られます：レベル 1：15% | レベル 2：10% | レ
ベル 3：5% | レベル 4：5% | レベル 5：5% | レベ
ル 6：5% | レベル 7：5%

 | ダイヤモンドアンバサダーのコーチングボーナス
20%を獲得できるようになります
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収益を得るための 4 つの方法
New U Life ディストリビューターは、4つの方法を組み合わせて報酬を得ることができます。各方法の
報酬は、毎週計算され、支払われます。

入会パックを使用して、新しいアソシエイトに直接スポンサーする場合、FOB を獲得できます。 FOB の獲得条件
として「アクティブ」であることが求められます。

チームコミッションを獲得するには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

 | ステータスが「アクティブ」で、資格認定ランクがプロモーターまたはコーディネーターであること
 | 280 PV 以上を確保し、資格認定ランクがコーチ以上のランクであること

チームコミッションはサイクル払いとなります。コミッションサイクルを獲得するには、LVLに 400 GV、GVL に 
600 GV が必要となります。

サイクルあたりのコミッション額は、ディストリビューターの資格認定ランクによって異なります。コミッション期
間中にディストリビューターが行うことができる最大サイクル数は 334 サイクルです。サイクル後に支払われな
かった追加のボリュームは、次のボーナス期間にキャリーオーバー（持ち越し）されます。顧客のPVはLVLで支払
われます。

入会パック QV CV 価格（日本円）   FOB （米ドル）

ワンボトルパック 100 100 ¥25,488 $20

ダブルボトルパック 150 150 ¥41,991 $30

サクセスパック 300 300 ¥67,735 $60

エリートパック 600 600 ¥129,775 $120

サイクル 資格認定ランク GVL LVL   コミッション（米ドル）

1 プロモーターまたはコーディネーター 600 GV 400 GV $40

1 コーチ以上 600 GV 400 GV $60

初回注文ボーナス 
(FOB)

チームコミッション

1

2
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コーチ以上のランクの場合、新しいアソシエイトが入会する度に、ご自身が直接スポンサーしたレッグ全体でコ
ーチングボーナスを獲得できます（新たに入会したアソシエイトに直接スポンサーしたのが、ご自身か別の方は
問いません）。コーチングボーナスの割合（%）は、スポンサーシップラインの資格認定ポジションによって毎週決
定されます。コーチングボーナスは全額週払いとなります。配当の割合（%）は完全に資格認定ポジションによっ
て異なり、次の資格認定ポジションに「ロールアップ」されます。

資格認定ランクがコーディネーター以上のランクの場合、ご自身が直接スポンサーしたディストリビューターと
そのディストリビューターが直接スポンサーしたディストリビューター（最高7レベル下まで）によって獲得された
チームコミッションに基づいて、マッチングボーナスを獲得できます。スポンサーシップラインのディストリビュー
ターの資格認定ランクがコーディネーター以上のランクになると、各スポンサーシップラインで、「レベル」が作成
されます。

製品の販売から生じる報酬は、製品の販売に該当する返品期間、買い戻し期間、支払取り消し期間すべての期
限後に正式な報酬とみなされます。 New U Life に返品または購入額の支払取り消しが発生した場合、その購
入に紐づけられた報酬は当社によって回収されるものとします。未稼得報酬は、返金が行われたまたは支払取
り消しが生じた月およびそれ以降、報酬全額が回収されるまで支払期間毎に、返金された製品の販売に関連す
るボーナスとコミッションを受け取ったアップラインのディストリビューターから控除されるものとします。 New 
U Life は、ディストリビューターの報酬を維持、保持、または支払先を第三者に変更するために、New U Life に
対して出された債権差押通告または裁判所命令に従う必要があると判断した場合、ディストリビューターの報
酬を差し控えるまたは減額する権利を有します。

入会パック コミッション（米ドル）

ワンボトルパック $20

ダブルボトルパック $30

サクセスパック $60

エリートパック $120

資格認定ランク レベル 1 レベル 2 レベル 3 レベル 4 レベル 5 レベル 6 レベル 7

コーディネーター 10% - - - - - -

コーチ 15% 10% - - - - -

ライフコーチ 15% 10% 5% - - - -

アンバサダー 15% 10% 5% 5% - - -

ダイヤモンドアンバサダー 15% 10% 5% 5% 5% 5% 5%

コーチングボーナス

マッチングボーナス

3

4

ダイヤモンドアンバサダー
20%

アンバサダー
30%

ライフコーチ
30%

\]]]\]]]]]
20%
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行動規範/ディストリビューター契約の解除
ディストリビューターは、New U Life および自社製品の良い評判を保護し、推進するものとし、あらゆる違法行
為、欺瞞行為、誤解を招く恐れのある行為、非倫理的行為、不道徳な行為を避け、個人的または職業上の行為に
おいて、高い道徳心を示す必要があるものとします。ディストリビューターは、当社の信用や評判を傷付ける可能
性のある行為に関与しないものとします。本条項に反する不正行為すべてを具体的に示すことは不可能です。ま
た、以下のリストはディストリビューターが本セクションを遵守し従う必要のある行動規範であるものの、ディス
トリビューターが従うべき行動規範はこれらに限定されるものではありません。ただし、以下の行動規範は特に
ディストリビューターの活動に適用されるものとなります。

 | 欺瞞行為はいかなる場合においても禁止されています。ディストリビューターは、真実、公正、かつ正確であ
り、誤解を招く恐れのない発言を徹底する必要があります。

 | 何らかの理由でディストリビューターの New U Life の会員としてのポジションが解約された場合、ディスト
リビューターは、ソーシャルメディアのすべての投稿、ウェブサイト、またはその他の販促資料で New U Life
の名称、その他すべての New U Life の知的財産および当該知的財産に関与するすべての派生物の使用を
中止する必要があります。

 | ディストリビューターは、New U Life およびそのプログラムや製品が政府関係者、政府機関、政府団体によ
って承認または推薦されていると説明または示唆することはできません。

 | ディストリビューターは、仕事中はもちろん私生活においても、当社独自の判断により、当社の評判や現場
の販売員内に存在する文化を傷付ける行為とみなされる違法行為、詐欺行為、欺瞞行為、人を操る行為に
関与してはならないものとします。

当社が合理的に考え自社の評判または信用を傷付ける可能性があると判断する違反、違法、詐欺、欺瞞、非倫
理的事業活動またはあらゆる作為または不作為をディストリビューターが行った場合、ディストリビューターの
New U Life 事業の停止また解除、もしくは New U Life が当該不正行為にふさわしいと考えるその他の懲戒処
分の対象となる可能性があります。 New U Life が適当だと考える場合、当社は金銭的救済または衡平法上の
救済（もしくはその両方）を目的に訴訟を起こす可能性もあります。  

なんらかの理由で事業が解約されたディストリビューターは、ディストリビューターの権利、利益、および特権す
べてを失うものとします。これには、自身を「New U Life® 独立ディストリビューター」と名乗る権利、New U Life
の製品およびサービスを販売する権利、自身による販売およびディストリビューターとディストリビューターの過
去に存在したダウンラインの販売組織による販売およびその他の活動からのコミッション、ボーナス、またはその
他の収益を受け取る権利が含まれます。ディストリビューターの事業が解約された場合、現在市販できる状態で
はない販売キット、ディストリビューターのバックオフィスの料金、複製ウェブサイトの料金、更新料に対しては全
額返金も一部返金も行いません。
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製品に関する表現推奨事項＆禁止事項

製品に関する表現推奨事項＆禁止事項

推奨事項

推奨事項

 | ご自身の体験をシェアしてください！プロ意識を持
って、誠実に、自分の言葉で伝えてください

 | 懸命に努力することで得られる努力に見合った報
酬プランや達成できる成功について伝えてくださ
い

 | 見込み客への製品の再販とメリットについて伝え
てください

 | 情熱や原動力をシェアしてください
 | 当社ウェブサイトの最新の損益要約へのリンクを

提供してください

 | New U Life’s の公式ウェブサイト、バックオフィ
ス、ソーシャルメディアに掲載されている表現を使
用してください

 | 承認されている表現や条件および方針と一致する
ご自身のポジティブな体験や他の利用者の声をシ
ェアしてください

 | ビフォー/アフターの写真はプロ意識を持って使用
してください。New U Life から承認を得た場合の
み、写真の投稿が認められます

 | 当社のいずれかの製品の使用に関してお客様が健
康に関する懸念を抱いている場合は、かかりつけ
の医師に相談するようすすめてください

禁止事項

禁止事項

 | ご自身が獲得したコミッションに関する具体的な
詳細を共有しないでください。また、銀行預金額
が表示された写真を見せないでください

 | 「残余」や「経常」所得といった言葉を使用しない
でください。代わりに「補足」所得や「レバレッジ」
所得という表現を使用してください

 | 収益予測計算ツールや収益に関するその他の誇大
な表現を使用しないでください

 | 成功を約束したり、具体的な金額を得ることがで
きると示唆したりしないでください（これには、車
や家のローンを支払える、医療費を払える、生活費
や旅費を賄えるなどの表現も含まれます）

 | 贅沢な「ライフスタイル」に関する表現を使用しな
いでください（これには、高級車や高級マンション
の前で撮影した写真や、海外の高級リゾートの写
真なども含まれます）

 | 当社製品が疾患や疾患に関連する痛みを治療、治
癒、診断、予防するという表現は使用しないでくだ
さい

 | 製品の販促や商機に未承認の写真や文献、動画や
資料を使用しないでください

 | 第三者のビフォー/アフター写真や信憑性が疑われ
る写真を使用しないでください（写真は必ず使用
前に、当社より承認を得てください）

 | 書面による承認を得ることなく、他のディストリビ
ューターの写真を使用しないでください
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特定商取引法に基づく勧誘 
に関するガイドライン
義務付けられている行為

禁止行為

 | 連鎖販売取引における書面の交付（特定商取引法第 37 条） 
 
連鎖販売業についての契約を締結しようとする場合、スポンサーは契約を締結するまでに連鎖販売業の概
要について記載した書面（概要書）を交付し、契約を締結した場合には、遅滞なく契約の内容を明らかにす
る書面（契約書）を交付しなければなりません。 

 | 連鎖販売取引における氏名等の明示（特定商取引法第 33 条の 2）

 | 著しく事実に相違する表示をすることや、実際のものよりも著しく優良である、もしくは有利であると人を誤
認させるような表示をすること

 | 相手方となる者の承諾を得ずに電子メール広告を送信すること

特定商取引法により以下の行為は禁止されています。

 | 契約を締結する者の条件、製品の種類や詳細、返品条件、契約の解約など、勧誘中に相手方当事者が判断
する上で重要な情報を提供することを怠った場合、「重要な事実の提供義務の不履行」に該当します。 

 | 虚偽の情報の提供：「この方法を使えば誰でも利益が得られる」や「New U Life の製品は世界で最も優れ
ている」といった表現は、事実に反する情報や不適切な情報を提供することによる「虚偽の情報の提供」に
該当します。 

 | 脅迫行為や混乱を招く行為：契約させるために相手方当事者に脅しをかける行為や脅迫行為など勧誘中に
行われる行為、もしくは相手方当事者による契約解約の申し出を妨げるため混乱を招く行為などがこれに該
当します。 

 | 招待の目的が勧誘であることを相手方当事者に伝えることなく事業所以外のプライベートな場所や類似の
場所に相手方当事者を招待し、契約を締結させようと試みる勧誘方法は禁止されています。 

 | 誇大広告等の禁止等および承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等（特定商取引法第
36 条および第 36 条の 3）
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ディストリビューターの解約プロセス
連鎖販売契約の解除 
（特定商取引法第40条）

クーリングオフ期間：ディストリビューターは、ディストリビューターとして登録してから 20 日以内であれば、理由
を問わず、書面でディストリビューター契約を解約できます。

前述のクーリングオフ期間を超過後も、本連鎖販売プランの加入者には、理由を問わず解約する権利がありま
す。解約する場合は、書面を当社の所在地に送付することで当社に通知するか、ディストリビューターのバックオ
フィス経由で事業を解約する必要があります。書面による通知には、ディストリビューターの署名、活字体の氏
名、住所、およびディストリビューターID番号を含める必要があります。ディストリビューターが定期購入（オート
シップ）プログラムにも加入している場合、定期購入契約を存続する申し出がディストリビューターによって明示
的に行われない限り、ディストリビューターの定期購入注文も解約されるものとします。ディストリビューターは、
毎年登録日と同じ日に更新される契約更新を行わない、もしくは電子的な方法で契約への同意を撤回すること
で、New U Life 事業を自発的に解約することもできます。

ディストリビューターがクーリングオフ期間中にディストリビューター契約を解約した場合：

|  New U Life は、ディストリビューターが New U Life に対して支払った金額全額（消費税を含む）をディスト
リビューターに返金するものとします。

|  New U Life は、関連資料、書類、製品などの返送・返品にかかるコストを負担するものとします。
|  New U Life は、損害賠償金や違約金を一切要求しないものとします。
| ディストリビューターが契約解約の意思を示した書面を交付した時点で、解約は有効となるものとします。 

ディストリビューターがクーリングオフのプロセスを誤解していた場合や、連鎖販売に関与する当事者による虚偽
の表現や脅迫によりクーリングオフ期間中に解約をしてはならないという重圧がディストリビューターにかけら
れていた場合、ディストリビューターは、20 日の期間を超過後も、クーリングオフ期間中の解約と同条件で解約で
きるものとします。

契約解除

ディストリビューターが12か月間一切製品を購入しなかった場合、New U Life は、ディストリビューターの契約を
解除する場合があります。

解約後

ディストリビューターが契約を解約した場合、当該ディストリビューターは製品を最後に購入した日付から 6 か月
間、ディストリビューターとして再登録することはできないものとします。

akiko
長方形



ご不明点や懸念がありましたら、当社カスタマーサポートまでお問い合わせください 
お問い合わせ 

japan@newulife.com




