
― 概 要 書 面 ―

outline of iroas Business



あなたはヒーローです。

たとえ今の状況がどうであろうが

周りから認められていなかろうが

あなたは生まれた時からヒーローなのです。

そのことに気づいてください。

しかし、

まだあなたが望んだような世界に到達していない…

つまり、現状に満足をしていないのであれば

あなたはヒーローとしての

正しい歩き方を知らなかっただけなのです。

ヒーローとして

あなたが望んだ世界 ＝ Promised L and (約束の地）

にたどりつくために、

あなたはこれから冒険に出る必要があります。

日常の世界を出て

門番を倒し

非日常の世界に入り

チャレンジし

戦い

宝を手にし

世界にその宝を還元していくことが

あなたの使命です。

本書面は「特定商取引法に関する法律」第37条1項により、交付することが義務付けられている書面です。
記載の内容をよくお読みのうえ、必ず大切に保管してください。
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iroasは、日常の世界から、非日常の世界へと足を

踏み入れ、門番を倒し、メンター、仲間と出会い、死と

隣あわせになるような挑戦を行い、宝を手に入れ、日

常の世界に戻り、宝を日常の世界のみんなと分かち合

うプロセスのことを指します。このプロセスは、ハリウッ

ド映画で多様されているものですが、私たちの人生も

これに当てはまります。あなたはヒーローであり、このプ

ロセスを進んでいくことで、世界を変える力を手にする

ことが可能になります。今の状況がどうであろうが、周

りから認められていなかろうが、あなたは生まれた時

1.あなたがヒーローであることに気づき、世界を変える力を手にいれること

からヒーローなのです。もしあなたが今望んだような生

活を送っていないのであれば、あなたはヒーローとして

の正しい歩き方を知らないだけなのです。この 

iroas  では、ヒーローとしての正しい歩き方、非日常

の世界に入り、大きなチャレンジを乗り越え、宝を手に

入れ、周りと光を分かち合う方法をお話ししていきま

す。あなたが生まれてきた意味を知り、生きている間、

世界に最大の貢献を行い、死ぬまでチャレンジを続け

て成長し、より良い世界を一緒に創っていきましょう。 

インターネットが出現してから私たちを取り巻く環境

はめまぐるしく変わっていますが、旧来の常識や、学校

教育、働き方の常識は、明治時代からほとんど変わっ

ておりません。今私たちはもっと自由に働くことができ

るし、もっと健康的に生きることができます。

iroas  は、肉体的、感情的、精神的、経済的にもっと

も豊かになれる世界最先端の情報を日々吸収し、ヒー

2.旧世代の生き方を脱却し、新時代の生き方に乗り換えること

ローのみなさまにお伝えしていきます。時代にマッチし

た最先端かつ最高の新時代の働き方やライフスタイ

ルなどをお伝えしていきますので、旧世代を脱却し、新

時代に乗り換え、今までうまくいかなかったことが

まるで嘘のように経済的な成功を一緒に築いていきま

しょう。

「英数国理社」といった画一的な教育ではなく、私

たちがより良く生き、より豊かに、より幸せになるた

めのバイブルに仕上げていくことが、iroas運営

のビジョンです。

このビジョンは、参加しているヒーローの皆さんと一緒

3.世界最高の教科書をつくること

に作り上げていくことで、歴史が変わるような史上最

高かつ新時代のバイブルが完成すると私たちは信じて

います。世界を変えるため、新しい未来を創るため、あ

なたの協力を私たちは願っています。

iroas の目的1

iroas  に関するビジネスは、特定商取引に関する法律の「連鎖販売取引」に該当します。
会員登録をする場合、本書の内容をよくお読みになり、十分にご理解ください。
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当サービスへの初回購入としての決済が行われた日を登録日(契約日)とします。

契約年月日

特定負担

会員となり特定利益(報酬)を取得するためには、次の金額をご負担いただく必要があります。

エントリー（会員登録）の際は、「ヒーロープラン」「テストプラン」のいずれかのプランをお選びいただき、初回
費用のお支払いが必要です。
初回購入代金のお支払い方法は、銀行振込またはクレジットカード決済となります。
・銀行振込：お申込み日から7日以内にお支払いください。
・クレジットカード決済：商品注文時にお支払いが確定します。
初回購入代金は、以下の通りとなります。

1）

2）

3）

① 登録料金(初回購入)について

ヒーロープラン

テストプラン

登録料金（税込）プラン名 月額料金（税込） 合計（税込）

219,670円

22,000円 22,000円

219,670円（初月無料）10,670円

（初月無料）10,670円
※3ヶ月間の支払い必須

ヒーロープランの登録料金は、クレジットカード決済の場合、24分割払いが可能です。銀行振込の場合は10
分割払いが可能です。10分割払いの場合、発生した報酬のお支払いも10分割となります。
銀行振込の場合の振込手数料は申請者負担となります。
クレジットカードの取扱会社は、VISA・MASTER・JCB・AMERICAN EXPRESS・Diners Clubとな
ります。

4）

5）
6）

ヒーロープラン

登録料金（税込）プラン名 合計（税込）

219,670円 219,670円

月額料金（税込）

（初月無料）
10,670円

③ 登録プランの変更について
テストプランからヒーロープランへ変更する場合は、再度登録料金の支払いが必要となります。

② 月額利用料金について
登録日の翌々月から月額利用料金をお支払いただくことになります。ヒーロープランの登録料金を10分割払
いで購入された場合は、登録日の翌々月から分割料金と月額利用料金を合わせた金額をお支払いただくこ
とになります。
月額利用料金が支払われない場合は当該月額利用料金該当月までに発生した報酬を受け取ることはできません。
月額利用料金のお支払い方法は、クレジットカード・口座振替となります。
口座振替日は毎月27日（金融機関が休みの場合は翌営業日）となります。口座振替の開始時期は翌々月か
らとなりますが、金融機関との手続きの関係上、最初の口座振替月が遅れる場合があります。
クレジットカード決済日は毎月5日（金融機関が休みの場合は前営業日）となります。WEB説明会からの参加
者は申込60日後（以降毎月同日）が決済日となります。
口座振替にて引落が確認出来ない場合・クレジットカード決済が完了出来ない場合は、当社へ連絡し、銀行
振り込みにてお支払いとなります。尚、その際の振込手数料は会員負担となります。
連続して２ヶ月間分の月額利用料金の引落しまたはカード決済ができなかった場合は、引落しまたはカード決
済を停止し、自動退会となります。

1）

2）
3）
4）

5）

6）

7）

サービス利用料

月額料金（税込）商品名

10,670円 9,700 P

付与ポイント

各ジョブ（職業）の役割と責任参加の扉（ iroasの概要）2

取扱商品

① ヒーロープラン

ヒーロープラン （iroasの商品・サービスの代理店として活動できる資格が付いているプラン）

メールにて連絡。

商 品 名

内 容

価 格

引き渡し方法

引き渡し時期

iroasの会員サイト利用権利、特別プロダクト取得権利、ヒーロービジネス資格、MLM報酬、セミナー形式
による勉強会の参加権利、タイトル・ランキング特典権利

登録料金として219,670円(税込)、月額利用料金10,670円(税込)

当社が商品代金の入金を確認後、3営業日以内に会員サイトのログイン情報および各種案内をメールにてお
送りします。

② テストプラン

テストプラン （iroasの商品・サービスのみ利用できるプラン）

メールにて連絡。

商 品 名

内 容

価 格

引き渡し方法

引き渡し時期

iroasの会員サイト利用権利、アフィリエイト権利

登録料金として22,000円(税込)、月額利用料金10,670円(税込)

当社が商品代金の入金を確認後、3営業日以内に会員サイトのログイン情報および各種案内をメールにてお
送りします。

商品の引き渡しについては、当社が商品代金の入金を確認後、3営業日以内に会員サイトのログイン情報及
び各種案内をメールにてお送りします。
テストプランの場合、月額利用料金を3か月間必ず支払う必要があります。
初月商品代金には送料が含まれています。
初回購入代金を分割で支払いを開始した場合、初回入金から会員資格を手にしますが初回購入代金は毎
回の分割支払い金の金額を支払期日に最後まで支払わなければなりません。
期日までにお支払いが確認されない、ご連絡がない場合、お支払いの回収を弁護士に委託致します。

7）

8）
9）
10）

11）

特定利益 （報酬制度）3

報酬とは、会員が健全な活動を行い得ることのできる報酬（特定利益）です。
会員は、本条で定める報酬プログラムにより報酬を受けることができます。
この権利は、取得した会員本人のみに与えられ、権利を譲渡することはできません。
報酬はすべて消費税込金額です。

1）
2）
3）
4）     

組織構築について

iroasの報酬制度は、会員が構築した2種類の組織によって決定します。

組織構築

2の倍数で組織が構築されるマップをセーフティーネットマップといいます。

組織①：セーフティーネットマップ

直紹介のラインで構築されるマップをヒーローマップといいます。
テストプラン参加者（WEBからの参加者を含む）もこの組織に反映されます。ただし、タイトル昇格条件には
含まれません。
あなたが直紹介した会員を「子」とします。「子」が直紹介した会員は「孫」となります。

組織②：ヒーローマップ
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あなたの当月の購入ポイントが9,700P以上であること。1）

報酬受取条件

セーフティーネットボーナスセーフティーネットボーナス報酬③ ： セーフティーネットボーナス

セーフティーネットマップ内の会員の月額料金支払いに応じて、あなたにボーナスが発生します。

ボーナス率一覧

階層 ヒーロープラン
1レベル 1%
2レベル 1%
3レベル 1%
4レベル 1%
5レベル 2%
6レベル 1%1%

ボーナス額上限

プラン／紹介人数 上限額
ヒーロープラン／紹介なし 100,000円
ヒーロープラン／1人紹介 200,000円
ヒーロープラン／2人以上紹介 400,000円

ロイヤルファミリーボーナスロイヤルファミリーボーナス報酬② ： ロイヤルファミリーボーナス

あなたの称号とヒーローマップ内の会員の活動に応じてボーナスが発生します。

あなたの登録プランがヒーロープランであること。
あなたの当月の購入ポイントが9,700P以上であること。

1）
2）

報酬受取条件

リクルートボーナスリクルートボーナス報酬① ： リクルートボーナス

あなたが直紹介した会員の登録プランに応じて初回時に発生するボーナスです。

あなたの登録プランがヒーロープランであること。
あなたの当月の購入ポイントが9,700P以上であること。

1）
2）

報酬受取条件

ボーナス額一覧

直紹介 ボーナス金額
ヒーロープラン 48,000円
テストプラン 5,000円

称号の世代とエリアについて

ヒーローマップ内で、当月ロード／レディ以上の称号条件を達成している会員を「ロード／レディ1世代」、その会員
に至るまでを「ロード／レディ1世代のエリア」と呼びます。
ロード／レディ1世代の会員の下でロード／レディ以上の称号条件を達成している会員を「ロード／レディ2世代」、
その会員に至るまでを「ロード／レディ2世代のエリア」と呼びます。

1 メンターボーナス1 メンターボーナス報酬②ｰ1 ： メンターボーナス

ヒーローマップ内の会員がヒーロープランを紹介した際に、あなたにボーナスが発生します。

ボーナス額一覧

世代 ロード／
レディ以上

キング／
クイーン以上

エンペラー／
エンプレス以上

1 2,000円 2,000円 2,000円
2 2,000円 2,000円 500円
3 2,000円 2,000円 500円
4 2,000円 2,000円 ―
5 2,000円 500円 ―

―6 2,000円

ナイト／
デイム以上

2,000円
2,000円
2,000円
―
―
― 500円

称号（タイトル）と条件

会員の活動実績に応じて称号が付与されます(ヒーローマップで判定)。各称号と昇格条件は以下の通りです。

称号なし

ナイト／デイム

ロード／レディ

キング／クイーン

エンペラー／エンプレス

タイトル 条件

ヒーロープランに参加。

3系列に各1名以上のサービス利用料支払い者が存在。

3系列に各1名以上のサービス利用料支払い者が存在、
3系列以上でナイト/デイムが存在。

3系列に各1名以上のサービス利用料支払い者が存在、
3系列以上でロード/レディが存在。

直紹介が50人以上（※1）、
3系列以上でキング/クイーンが存在。

※1：複数ポジションを持っている場合は、複数ポジションの直紹介合計が50人以上

最大ボーナス額

2,000円

4,000円

6,000円

8,000円

ナイト／
デイム
ロード／
レディ
キング／
クイーン

エンペラー／
エンプレス

2 パワーボーナス2 パワーボーナス報酬②ｰ2 ： パワーボーナス

ヒーローマップ内の会員の月額料金支払いに応じて、あなたにボーナスが発生します。

ボーナス率一覧

世代 ロード／
レディ以上

キング／
クイーン以上

エンペラー／
エンプレス以上

1 3% 3% 3%
2 3% 3% 2%
3 3% 3% 1%
4 3% 3%
5 3% 3%
6 3% 3%

―
―
―

最大ボーナス率

8%

11%

14%

ロード／
レディ
キング／
クイーン

エンペラー／
エンプレス

5%ナイト／
デイム

ナイト／
デイム以上

5%
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会員は、当社の取扱商品(以下商品)の受託販売
と販売活動を正式に認められた者ではあります
が、当社の代理人ではありません。
会員は、当社が定めた報酬制度(特定利益)に従って
活動をすることができ、活動実績に応じて、報酬制
度で発生するボーナスを受給することができます。
会員は、｢特定商取引に関する法律｣その他、関連法
規を遵守して販売活動を行わなければなりません。
他の会員または販売活動で知り合った方への、当社
商品以外の営業および勧誘を一切禁止します。
違反した場合、本契約は強制解約されると共に、過
去に当社から支払ったボーナスの総額を一括請求
させていただきます。
会員は、第三者もしくは当社の財産もしくはプライ
バシー等を侵害する行為、または侵害する恐れのあ
る行為をしてはいけません。

1）

2）

3）

４）

5）

3．会員の活動
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ヒーロープラン参加者は開設費22,000円（税込）を払うことで、追加ポジションを開設することが可能です（パ
ワーエントリー）。
エンペラーの称号達成者は、開設費無料で追加ポジションを開設することが可能です（エンペラーエントリー）。
月額利用料金は１０,６70円（税込）×ポジション数を支払う必要があります。
追加ポジションの組織構成は以下の通りです。
　セーフティーネットマップ ： 既存のアカウントの組織内で、近い階層から左詰め優先で配置
　ヒーローマップ ： 既存のポジションの子として配置
追加ポジション開設後は、そのポジションの月額利用料金を１か月間必ず支払う必要があります。
追加ポジション間で子を移動することはできません。

複数ポジションについて

●

●

●

●

●

●

●

●

他のグループ、あるいは本部、個人に対して、誹謗
中傷・陰口を行っていることが発覚した場合。
グループメンバーに対して、パワーハラスメントと
捉えられる暴力的は発言・行為を行っていることが
発覚した場合。
※救済処置として、この場合に限り、パワーハラス
　メントを受けた対象者はグループ移動すること
　を認めます。

●

●

会員が会社の方針、規約、関連法規、公的秩序に
反する行為をし、注意や警告に従わなかった場合。
その他本書面の記載事項に違反した場合、また
本社の名誉を毀損し、また社会的信用を失わせ
る行為を行なった場合。

会員契約の解約は、書面または当社指定のサイトに
必要事項を記入し、当月分の月額利用料金をお支払
いすることにより、いつでも解約することができます。
※テストプランで登録し、月額料金を3ヶ月分お支払していない
場合は、月額料金3ヶ月分の残金をお支払する必要があります。
※ヒーロープランを10分割払いで購入し、登録料金を完済して
いない場合は、登録料金の残金をお支払する必要があります。

連続で2ヶ月、カード、あるいは銀行口座の引き落
としに失敗した場合は除名となり、それまでに構築
した組織での立場（以下、「ポジション」といいま
す。）は無効になります。
以下に該当する場合、当社は影響力を鑑みて会員資
格の喪失・降格、または6ヵ月以内のボーナス支払い
の取消しをすることができます。規約違反を繰り返す
たびに罰則は重くなるものとします。

1）

2）

3）

5．会員資格の解約・喪失

4．特定利益

〈報酬の締日と支払日等〉
1）

2）

3）

各種ボーナスは毎月1日から月末日までの実績分
を翌々月5日(金融機関が休みの場合は翌営業日)
に、指定口座へ振込事務手数料を差し引いてお支
払いします。なお、ボーナスは現金や現金書留で
は取り扱っておりません。
月末の登録については、｢会員登録申請書｣の当月
末日の消印及び入金確認の取れた場合を当月実
績分とします。随時注文の場合は当月末日までの
入金確認の取れた場合を当月実績分とします。
尚、月末締日が土日祝の場合は、前営業日を締日
とします。
振込事務手数料は、3万円以下は5５0円(税込)、
それ以上は7７0円(税込)となります。ボーナス発
生額より振込事務手数料を引いた金額を振込み
ます。

〈ボーナスの返金〉
1）商品の返品が生じた場合、その返品商品により発
生したボーナスを受給したすべての会員は、その
金額を当社に返金しなければなりません。

2）

3）

返金するボーナスは、該当会員のボーナスから精
算されます。ボーナス額不足等により精算できな
かった場合、不足金額を請求させていただきます。
ボーナスの返金義務は、会員の資格を喪失した後
も継続して負担するものとします。

当月のボーナス発生額が5,000円未満の場合、
当社預かりとなり、合算して5,000円を越えた際
にお支払いします。
会員登録が個人の場合、月間のボーナスが12万
円を超えた超過金額から源泉徴収税を差し引い
た金額をお支払いします。
当社が源泉した日の翌月10日までに預かった源
泉徴収税を国に納付します。

4）

5）

6）

2）

3）

日本で設立された営利法人（株式会社・合名会
社・合資会社・合同会社）であること。または日本
で登記された外国の営利法人であること。
法人の代表権を有する者が個人登録資格を満た
していること。

〈法人登録の場合〉
1）個人登録の場合の条件を満たしていること。

4）

5）

6）

法人の代表権を有する者が複数名の場合、全員
が会員登録に同意していることを書面で確認でき
ること。
法人の代表者は個人であること（代表者が複数の
場合にはそのすべてが個人でなければなりません）。
すでに個人登録している者が法人の代表者として
会員登録を行う場合、その個人の組織内に法人
登録を行うこと。

録を行う場合、その法人の組織内に個人登録を
行うこと。
暴力団等の反社会的勢力およびその団体と密接
な関係を有していないこと。（なお、当該関係を有
していることが判明した場合には、会員登録を無
催告解除いたします）。
その他、会員として適当でないと弊社が判断した
場合でないこと。

１2）

１3）

会員規約4

１．会社概要

社 名

代 表 取 締 役

所 在 地

株式会社ALCHEMATION

白石 達也

〒153-0041
東京都目黒区駒場
１丁目１８－１３

T E L 03-6407-0570

※本書では「株式会社ALCHEMATION」を、「当社」と
　記載します。

当社の方針、事業の内容を十分に理解された上で、
「会員登録申請書」に必要事項を記入し、スタッフ、あ
るいは認定ディストリビューターに用紙を提出してく
ださい。会員登録には特定負担として商品の購入が
必要になります（WEBからの参加者は会員登録申請
書のご提出は必要ありません）。

2．会員登録の方法、
　登録資格並びに登録ルール

〈個人登録の場合〉
1）
2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）
9）
１０）

１１）

未成年でないこと。
成年被後見人、被保佐人、被補助人等の判断力
に懸念がある者として不適当と考えられる場合で
ないこと。
申請者が、かつて当社の会員で会員資格剥奪（除
名処分）となった者でないこと。
公務員等で法令により兼業をすることが禁じられ
ている場合でないこと
すでに会員登録していないこと（日本国外の現地
法人で会員登録している場合を含む）
本名で登録すること（屋号･通称など、本名以外の
名前は認められません）
自主解約およびクーリング・オフ完了後6カ月以上
経過していること。
製品配送可能な住所が日本国内にあること。
当社の定める規約を遵守し、当社の指導に従うこと。
会員登録申請書に記載した内容が真実であるこ
と、また虚偽でないこと。
すでに法人登録している法人の代表者が個人登

上記に反した場合、会員資格の喪失に申込者はい
かなる返金も受ける権利もなく、請求することは
できません。
理由の如何にかかわらず会員登録を喪失した場
合は、6ヶ月間は再登録することはできません。

4）

当社は書面によって会員に通知することで、いかなる
理由によっても本契約を解約することができます。当社
が本契約を解約した場合、当該会員が初回費用として
支払った金額から、本サービスの利用によって発生し
た所定の費用を控除した金額を手数料や利息なしで
返金される権利のみを有します。解約によって申込者
が負うことになった、いかなる賠償、損失、損害につい
て、当社に損害賠償請求をする権利はありません。
強制退会に関して当社は返金以上の法的責任を
負いません。

1）

2）

6．強制解約

会員都合による返品は、以下の条件を満たす場合に
限ります。

7．返金

商品の返品が生じた場合、その返品商品により発生
したボーナスを受給したすべての会員は、その金額を
当社に返金しなければなりません。
弊社より提供したすべての物品、情報を返却すること。
その際の送料は会員負担となります。
弊社のサービスを通じて取得したあらゆる知識、情報を
他へ流用・流出させることを禁じます。その誓約書の提
出をしていただきます。
返品商品買戻し代金は、当該商品の購入金額の90%
に消費税を加えた金額で買戻しさせていただきます。な
お、返金は商品購入時の振込名義人の口座へお振込
みします。(振込手数料は会員負担)
当該商品購入に対して支払われた当該会員に対する
ボーナスは、返品商品買戻し代金より差し引かれて振
込まれます。また、返品商品買戻し代金より返品時まで
支払われたボーナス金額が多い場合は、その差額を徴
収させていただきます。
当該商品購入に対してボーナスの支払いを受けたすべ

●

●

●

●

会員登録から1年以内の個人登録会員であること。
会員ご自身が購入した商品で、なおかつご自身の意
思で返品する場合であること。
返品申出日から直近90日以内に購入した商品で
未使用・未開封・再販可能のもので、かつ汚染、破
損していない商品であること。
解約に伴う返品であること。

６）第三者もしくは当社に、不利益もしくは損害を与える
行為、またはその恐れのある行為をしてはいけません。

他の会員に対し、許可されていない営利的な活
動を行った場合。
関連法規、公的秩序に反する行為をし、注意や
警告に従わなかった場合。

●

●
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割賦購入した商品が引渡されない場合、および不実
告知を受けたことにより誤認して割賦購入による契
約を締結した場合等、会員が本社に対して支払いを
拒める際は、クレジットカード会社からの支払い請求
を拒否することができます。尚、当社では割賦販売を
一切行なっておりません。

12．クレジットへの抗弁権の接続

13．その他のルール

当社は、情勢の変化･法令の改廃･その他当社の都合
により本書面を改定する場合があります。本書面の改
定は、当社の書面またはサイトに掲示したときにその
効力を生じるものとします。

15．本書面の改定

クーリングオフについて

1）

2）

「契約書面」を受領した日か、購入した商品を受け取った日のいずれか遅い日から起算して20日間は会
員契約を解除することができます。解除の効力は解除申請した日から生じます。
クーリング・オフを適用した場合
①
②
③
④

会員としての一切の権利を失います。
すでに支払われた製品代金、登録料は、速やかに全額返金いたします。
違約金・使用利益・その他の損害賠償、引き取り費用に関する請求は一切いたしません。
前記クーリング・オフ期間経過後の場合でも、クーリング・オフの行使を妨げるために、お客様に対し
て説明や勧誘を行った人が、不実のことを告げ、そのためにお客様が誤認した場合、または、威迫を
行い、そのためにお客様が困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、改めて弊社がクーリン
グ・オフ妨害の解消のための書面を交付します。その内容について説明を受けた日から20日を経過
するまでは書面によりクーリング・オフ手続きを行うことができます。

-  09 -

セミナー中の室温低下・上昇があることを了承し、それ
に対する防寒暖対策を申込者より行うものとします。
セミナー中、登壇講師より商品・サービス提供が
あることを承諾し、それに伴う参加・購入の意思及
び責任は全て申込者にあります。
契約者は、本商品の申込みにおいて、当社から重
要事項について説明を受け、これを理解するととも
に本契約の内容につき承諾したことを確約する。
本契約におけるクーリング・オフ期間経過後の登
録料金の中途解約、返品及び返金について、
契約者は、本商品により提供される商品及び役務
の性質上、原則としてこれを行うことができないこ
とを承諾する。

2）

3）

4)

5)

申込者はセミナーの開催時間に延長が生じる場
合があることを承諾し、その上で交通、宿泊、食事
の手配を申込者より行うものとします。

1）

9．承諾

来事などにより妨げられた場合、セミナーの開催を中
止、延期することがあります。そのような中止、延期の
結果として顧客が負うこととなった、いかなる代償・損
失・損害に関しては、申込者は当社に対して損害賠償
請求を行う権利は無いものとします。

本契約により予定されていたセミナーの提供が、天
災、不可避の事故、火災、停電、洪水、もしくはその他
の災難、または弊社が直接力の及ばないいかなる出

8．不可抗力

株式会社ALCHEMATION

東京都目黒区駒場
1丁目18-13
TEL：03-6407-0570

会員は当社に登録したことで知り得た個人情報など
を自己の責任において管理し、第三者に漏洩したり、
不当な目的のために利用したりしてはなりません。

5）

11．個人情報の取扱い

当社では、個人情報の保護について極めて重要な
ことと認識しており、会員のプライバシーを最大限
に尊重し、その管理と保護を行い、継続的に改
善・向上に努めます。
個人を識別できる情報、及び当該個人が購入した商
品やサービス等の情報を｢個人情報｣と定義します。

1）

2）

本社が把握しております会員の個人情報について
は以下のような目的で利用させていただきます。

3）

会員登録が完了した後、会員番号・氏名・住所・電
話番号・購入実績・返品履歴等の個人情報を第
三者に提供する場合があります。

4）

●

●

●

本社の商品・サービス・セミナー・イベント・会報
等の情報を提供するため。
商品の発送、アフターサービス、販売・マーケティング
宣伝物、印刷物の送付、営業活動のため。

と、および事実でないことを告げることは、特定商
取引法により罰せられます。
説明、勧誘をするにあたって、相手を困惑させた
り、威迫行為を行うことは、特定商取引法により罰
せられます。
事務所・自宅・セミナー会場等公衆の出入りしな
い場所を使用して勧誘を行う場合に、事前に勧誘
目的を告げずに勧誘することは、特定商取引法に
より罰せられます。
「ネットワークビジネスへの勧誘はお断りします」な
どと言われた方に対し、期間をおかずに再度勧誘
を行うなど、迷惑を与える行為を禁止いたします。
特定商取引法等関連法規を遵守し、最新のビジ
ネス会員規約に則った勧誘を行うこと。
第三者（他の会社、当社の関連会社を含む）およ
び当社に無断で、商標、会社名、ロゴマーク等の
知的財産権を使用することはできません。

３）

4）

5）

6）

7）

勧誘に際して、または契約の解除を妨げるために
上記の事項について、重要な事実を告げないこ

２）

●

●

●

●

●

商品の種類、品質等について
特定負担について
契約の解除（クーリング・オフを含む）について
特定利益（報酬）について
その他、取引の相手方の判断に影響を及ぼす重要
な事項について

③不実告知の禁止等に関する事項

1）勧誘を行う際は、次の事項について明確に説明し
なければなりません。

（特定商取引法第34）、その他遵守事項

会員は、下記の事項を遵守しない場合「特定商取引
に関する法律（特定商取引法）」、刑法、医薬品医療
機器等法（旧「薬事法」）、消費者契約法等の関連法
規によって罰せられることがあります。勧誘を行う際
は、相手方に当社のビジネスが特定商取引法に定め
る連鎖販売取引であること、および以下の事項を十
分に説明してください。

10．特定商取引法等の
関連法規における重要事項

①氏名等および勧誘目的の明示

1）勧誘を行うに先立って相手方に、本名（法人の場
合は会社名および勧誘行為をする個人名）、当社
名、当社の会員であること、特定負担を伴うビジネ
スの勧誘が目的であること、商品の種類ならびに
当社のビジネスが特定商取引法に定める連鎖販
売取引であることをはっきりと告げてください。

（特定商取引法第33条の2）

②書面の交付（特定商取引法第37条）
1）

2）

勧誘を行う際は、相手方の入会意思の有無にか
かわらず、紹介者記入欄に記入した最新の「概要
書面」を渡し、内容を説明しなくてはいけません。
契約の締結後、「契約書面」を十分に理解するよ
うご案内ください。契約内容を確認するととも

14．知的財産

セミナーを行うにあたり使用されるすべての知的
財産に関わる権利．およびセミナー、サービスを
行った結果として生じたすべての知的財産に関わ
る権利はすべて当社が有するものとします。

1）

●

●

●

プロバイダーの知的財産や資料のいずれであって
も、それを変更すること
録音機器に使用したり、セミナーを録音したりする
こと
知的財産や資料をいかなる第三者に対しても、販
売または提供すること

資料についてはプロバイダーが個人的、非独占
的、譲渡不能、サブライセンス不能および再生可
能なライセンスを、顧客の個人的および非商業的
な使用に限定して認めます。その他の形態での資
料の利用や悪用は、厳密に禁じられており、刑事
訴訟又は民事訴訟に持ち込まれることがあります。
申込者については、以下の行為、及び類似する行
為を禁じます。

2）

3）

ての会員は、その金額を当社に返金しなければなりませ
ん。返金しなければならない会員に関して、返金月に
ボーナスが発生している場合は、ボーナスから差し引か
せていただきます。
返品商品買戻し代金は、当社が返品商品を受領してか
ら速やかに行なうものとします。

にクーリング・オフ（契約解除）の起算日ともなる
重要な書面です。

経済事情・社会情勢の変動、関連法規変更及び
遵守に伴い、当社が必要と判断した場合、商品内
容や特定負担、特定利益の算出方法及び会員規
約について予告なしに変更する場合があるものと
し、会員はそれを了承しているものとします。
本契約の規定に関する解釈上の疑義、又は規定
に定めのない事項については、法令及び商慣習に
よるほか、信義誠実の精神に基づき協議によって
解決するものとする。

1）

２）


