
エコ会員って、こんなにお得です！

●定価で２万円以上買っていただくと、エコ会員になります。

●エコ会員になると、代理店価格（65％）で購入できます。

ただし、3ヶ月間のみ。

●この間に、月に合計２万円以上（65%）購入するだけで、

その翌月から３ヶ月、期間が延長されます。

●期間が過ぎると、定価になりますが、再度、定価で2万円以上

買うと、エコ会員に戻りますから、安心です。

●エコ会員は、さらに、お得なキャッシュバックがもらえます！

購入額 ポイント

２万円～ １Ｐ

５万円～ ２Ｐ

10万円～ ３Ｐ

15万円～ ４Ｐ

20万円～ ５Ｐ

３３３３ヶヶヶヶ月延長月延長月延長月延長

３３３３ヶヶヶヶ月延長月延長月延長月延長

1月1月1月1月 2月2月2月2月 3月3月3月3月 4月4月4月4月 5月5月5月5月 6月6月6月6月 7月7月7月7月 8月8月8月8月 9月9月9月9月

上手に継続して

して下さいね。

２
万
円
購
入

入

会

２
万
円
購
入

２
万
円
購
入

月月月月のののの購入金額購入金額購入金額購入金額にににに応応応応じてじてじてじて、、、、

ポイントポイントポイントポイント還元金還元金還元金還元金がががが

翌月翌月翌月翌月、、、、現金現金現金現金でででで振振振振りりりり込込込込まれますまれますまれますまれます。。。。



♥一家にエコ会員とプランナーがいると･･･

商品は６５％で安く使いながら、プレゼントで収入もゲット！

エコ会員

あなた
プランナー エコ会員
ご家族エコ会員

エコ会員

★報酬★

1人→ 2万5千円

2人→ 5万円

3人→ 8万円

プレゼントする相手は、

20歳以上なら、

家族でもいいんですよ！

プレゼント

3人にプレゼントで、

2万円の収入！

プレゼント

プレゼント

商品は６５％で購入

★★★★エコエコエコエコ会員会員会員会員さんはさんはさんはさんは、、、、プランナーにはなれませんプランナーにはなれませんプランナーにはなれませんプランナーにはなれません。。。。

★★★★プランナーさんはプランナーさんはプランナーさんはプランナーさんは、、、、エコエコエコエコ会員会員会員会員にはなれませんにはなれませんにはなれませんにはなれません。。。。

★★★★ごごごご家族家族家族家族おおおお二人二人二人二人のおのおのおのお名前名前名前名前でででで、、、、登録登録登録登録してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。



大切な人に、プレゼントしてあげましょう。

メーカー
(株)環境保全研究所

プランナー 大切な人

２万円
プレゼント

翌月25日
紹介料
2万5千円

商品
２万円分
代引き

☆ プランナー概要 ☆

内 容 あなたの大切な方に、2万円プレゼントして
あげてください。
あなたのご家族でも、ＯＫです。

報 酬 月に、１人エコ会員になったら、 2万5千円
２人エコ会員になったら、 ５万円
３人エコ会員になったら、 ８万円

（商品を2万円分購入すると、エコ会員になれます。）

お支払 月末締めで、翌月２５日に、振込されます。

登録料 登録料、不要。ノルマなどありません。

もらって

嬉しい～

☆☆☆☆こんなこんなこんなこんな方方方方にににに喜喜喜喜ばれていますばれていますばれていますばれています。。。。

●●●●腰腰腰腰のののの曲曲曲曲がったおがったおがったおがったお年寄年寄年寄年寄りのりのりのりの方方方方

●●●●肩肩肩肩こりこりこりこり、、、、疲労疲労疲労疲労、、、、糖尿糖尿糖尿糖尿、、、、便秘便秘便秘便秘、、、、痔痔痔痔、、、、などでおなどでおなどでおなどでお悩悩悩悩みのみのみのみの方方方方

●●●●肌荒肌荒肌荒肌荒れれれれ、、、、乾燥肌乾燥肌乾燥肌乾燥肌、、、、しみしみしみしみ、、、、シワシワシワシワ、、、、ニキビニキビニキビニキビ、、、、イボイボイボイボ、、、、魚魚魚魚のののの目目目目

●●●●アトピーやアトピーやアトピーやアトピーや花粉症花粉症花粉症花粉症、、、、そのそのそのその他他他他のアレルギーのアレルギーのアレルギーのアレルギー症状症状症状症状のののの方方方方

●●●●薄毛薄毛薄毛薄毛、、、、脱毛脱毛脱毛脱毛、、、、枝毛枝毛枝毛枝毛、、、、切切切切れれれれ毛毛毛毛、、、、ダメージダメージダメージダメージ毛毛毛毛などのなどのなどのなどの方方方方

●●●●アンチエイジングアンチエイジングアンチエイジングアンチエイジング、、、、リフトアップにリフトアップにリフトアップにリフトアップに興味興味興味興味のあるのあるのあるのある方方方方

ＣＭ、広告、

無料サンプル、

一切なし！

あげて

嬉しい～



♡♡♡♡
プランナーさんのお仕事

♡♡♡♡

下下下下のののの要領要領要領要領でででで、、、、エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを手渡手渡手渡手渡すおすおすおすお仕事仕事仕事仕事をおをおをおをお手伝手伝手伝手伝いいいい下下下下さいさいさいさい。。。。

☆プレゼントのお相手をビーワンの説明会に連れてきて下さい。

あなた自身は、来なくても構いません。2万5千円は、宣伝広告費

ですから、宣伝広告だけは、させていただかなければなりません。

☆遅刻や途中退室は、会に参加したことにはなりません。

その場合は、再度、ご参加いただくことになりますので、ご注意下さい。

☆入会していただく方に、印鑑と口座情報を用意して来てもらって下さい。

印鑑は、拇印でも結構です。口座情報は、還元金の振込みに必要です。また、

本人確認の意味もありますので、必ず、ご用意してもらって下さい。

口座届出印は、不要ですから、お金を引き出すことは出来ませんので、ご安

心下さい。

☆ご参加の際は、事前にご予約下さい。会場の都合で、座席に限りがあります。

☆商品は代引きで届きますので、あなたとお相手のどちらが代金を立て替えて

おくかを話し合っておいてください。

☆商品が受け取られずに、メーカーに返送された場合、プランナーさんご自身

に買い取っていただきます。その場合でも、2万5千円の報酬は、プランナー

さんに支払われるからです。別途、送料も加算されますので、くれぐれも、

注意して下さい。

☆プレゼントの対象となる商品は、支部で指定しますので、注意して下さい。

６００万人にこの素晴らしいエネルギーを手渡して、
私達自身の手で、地球環境を生き返らせましょう♪



代理店エコ会員にﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟすると…

★お友達が入会したら、

紹介料、約6,000円もらえちゃいます♪

★あなたが１円も買わなくても、お友達の購入分が、

あなたにポイント加算されます♪

１Pが1,000円とすると、5Pで、5,000円。

12ヶ月で、なんと、60,000円！

★価格がずーっと６５％です♪

★代引きじゃないんです♪（翌月振込みでＯＫ）

★遠くの家族やお知り合いに、

商品をメーカーから直送できるんです♪

銀行の金利 ＝ 0.025%

30万円で、年間、たったの75円！



代理店とエコ会員で、ポイント２倍！

★あなたが、代理店エコ会員になって、

ご家族をエコ会員に登録しましょう。

あなた

代理店
エコ会員

エコ会員

●紹介料が約6,000円、さ・ら・に、あなたに、

１Pのポイント還元！（今なら、 円）

●その後、ご家族の名前で、商品を購入するだけで、

ご家族にも、あなたにも、ポイントが付くから、

還元金がダブルでもらえて、絶対、お得です！

ご家族

☆２万円で１Pが、倍の２Pに！

今・な・ら、還元金が、 円！

☆５万円で２Pが、倍の４Pに！

今・な・ら、還元金が、 円！



★家族三人で協力して、ガッチリ！★

プランナー
代理店

エコ
エコ

支 店

①

②

家族

家族

③
エコ会員

エコ会員

エコ会員

家族

★報酬★

1人→2万5千円

2人→5万円

3人→8万円

①プランナーさんが

3人紹介すれば、

2万円の収入！

代理店には、エコ会員を一人、登録するごとに、約6,000円の紹介料。

そのエコ会員の購入金額が、代理店のポイントに加算されます。（入会の2万円も１P）

③家族をエコ会員にして、

そのエコ会員が購入すれば

ポイントが2倍！

②代理店さんが、知人に

2万円プレゼントすれば、

エコ会員を増やせます！

約6000円と１Ｐゲット！

家族３人で、代理店、エコ会員、プランナーをやると、とってもお得です。



♥ビーワンの仕組み概要♥

★エコ会員★（お得なユーザー）（お得なユーザー）（お得なユーザー）（お得なユーザー）

商品を3ヶ月間、代理店価格（65％）で買うことができる。

期間内に、月に2万円以上買うと、さらに、3ヶ月延長。

購入金額に応じたキャッシュバックも魅力。

★プランナー★（単発収入のビジネス）（単発収入のビジネス）（単発収入のビジネス）（単発収入のビジネス）

エコ会員を月に１人紹介したら、２万５千円の報酬。

２人なら、５万円。３人なら、８万円。

入会の２万円をプレゼントしてあげれば、誰でも簡単に、

稼ぐことができるお仕事。

ただし、エコ会員、代理店は、このお仕事に登録不可。

★代理店エコ会員★（（（（継続収入＋お得なﾕｰｻﾞｰ継続収入＋お得なﾕｰｻﾞｰ継続収入＋お得なﾕｰｻﾞｰ継続収入＋お得なﾕｰｻﾞｰ））））

エコ会員のバージョンアップ版。

エコ会員を1人紹介すると、紹介料が約6,000円。

さらに、自分が購入してなくても、そのエコ会員さんの

購入分のポイント還元金が、毎月、振り込まれる。

毎月、５ポイントも可能。継続収入が魅力。

家族で協力して、プランナーと併用すれば最強。

★支部責任者★（独立支援システム）（独立支援システム）（独立支援システム）（独立支援システム）

販社となって、通販事業のオーナーとして事業をしたい

という人を支援、育成する制度。ほぼノーリスク。

誰でも簡単に、エコ会員を100名以上かかえる販社に

なることが出来る。50万円～100万円の収入も可能。



エコ会員には、３種類あります。
会員の種類 総代理店エコ会員 代理店エコ会員 エコ会員

保証金 １００万円 ３０万円 なし（定価で2万円購入）

掛け率 ５５％（45%OFF） ６５％（35%OFF） 3ヶ月間６５％（35%OFF）

ご自分の購入額 ポイントの対象 ポイントの対象 ポイントの対象

お友達の購入額 ポイントの対象（＊１） ポイントの対象（＊１） 入会月のみ、対象

紹介料 約６,０００円 約６,０００円 なし

責任者/買い取り 有り 有り なし

会員の継続 自分＋お友達（＊２） 自分＋お友達 自分＋お友達の入会月のみ

配送/集金 ヤマト便（翌月引落し） ヤマト便（翌月引落し） 代金引換のみ

送り先指定 できる できる できない

販売利益 １０％の差額 なし なし

預かり保証金 代理店契約で３０万円 なし なし

（＊１）お友達が、代理店、あるいは、総代理店など、同格になった場合は、ポイントの対象外になります。

（＊２）お友達の購入額を55％に換算して、加算します。



☆プランナー☆

エコ会員1人
2万5千円

会 員会 員会 員会 員

会 員会 員会 員会 員

会 員会 員会 員会 員

販売事業部の本体

事業部

紹介紹介紹介紹介

紹介紹介紹介紹介

紹介紹介紹介紹介

☆☆☆☆プランナープランナープランナープランナー

☆プランナーの内容☆

◆報酬はエコ会員を月に1人紹介した場合
2万5千円、2人紹介した場合5万円、3人
紹介した場合8万円です。

◆会員待機の方を復活させても、報酬は、
発生しません。

◆家族を紹介しても、ＯＫです。

◆報酬は、事業部の本体が支払います。

◆紹介された会員は、事業部に直接、ひも
付けされます。プランナーの方が、後に、
代理店契約しても、このひも付けは、変
更できません。

◆会員さん、代理店さんは、プランナーは、
できません。

◆会員さん、代理店さんのご家族は、でき
ます。

◆会員待機の方は、できます。

◆必ず、本人名義の口座を教えていただく
こと、20歳以上であることが条件です。

◆３ヶ月間で、終了します。継続する場合
は、３ヶ月毎の更新が必要です。



◆責任者になると、
あなた専用の
お店（支店）が
開設されます。

支店の責任者なら、安心して起業できます♪

○支店 ○事業部

責任者
○さん

◆代理店エコ会員であれば、
どなたでも責任者になれます。

◆支店の責任者である○さんだけが、いつでも自分の好きな時に、
販社契約をすることで、支店を買い取ることができます。

▶
エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

本 体

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

本 体

支店が
拡大したら…

エコ
会員 エコ

会員

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員エコ

会員
エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

エコ
会員

買買買買いいいい取取取取りりりり
販社契約販社契約販社契約販社契約 販 社（○さん）

☆買い取りの目安☆

エコ会員：約100人
売 上 ：約200万円
利 益 ：約50万円



☺☺☺☺

☺☺☺☺

エコエコエコエコ会員会員会員会員のののの人数 売上人数 売上人数 売上人数 売上 （支部の利益）（支部の利益）（支部の利益）（支部の利益）

５５５５人人人人 10101010万円万円万円万円 （2.4（2.4（2.4（2.4万円万円万円万円））））

１０１０１０１０人人人人 20202020万円万円万円万円 （4.8（4.8（4.8（4.8万円万円万円万円））））

５０５０５０５０人人人人 100100100100万円万円万円万円 （24（24（24（24万円万円万円万円））））

１００１００１００１００人人人人 200200200200万円万円万円万円 （48（48（48（48万円万円万円万円））））

２００２００２００２００人人人人 400400400400万円万円万円万円 （96（96（96（96万円万円万円万円））））

１０００１０００１０００１０００人人人人 2000200020002000万円万円万円万円 （480（480（480（480万円万円万円万円））））

支部の利益率は、約24％です。

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺

プランナーさんや代理店さんが

エコ会員さんを連れてきてくれ

ると、人数が増えて…

売上げの

約24％もの

利益です！

責任者

(あなた)

1人が2万円

購入すると…支 部

支部を買い取ると、これがすべて、あなたのものです！

プランナー

代理店 代理店

プランナー



★責任者も、家族で協力すればラクラク！

ププププ

代理店
責任者

エコ

支 部

①

②

責任者の
同居家族

エコ

エコ

エコ
★報酬★

1人→ 2万5千円

2人→ 5万円

3人→ 8万円

①責任者の同居家族が、

他の支部のプランナーになって、

3人紹介すれば、2万円の収入！

責任者さんは、6,000円の紹介料はもらえませんが、

傘下のエコ会員さんの購入金額が、責任者さんのポイントに加算されます。

②その2万円で、プレゼントして、

エコ会員を増やせます！

責任者さんの同居家族も、他の支部のプランナーには、なれるんですよ！



支部を短期間で買い取るコツ

★エコ会員を増やしてくれるのは、『プランナーさん』で、

定着させてくれるのは、『代理店さん』ですヨ～

★つまり、あなたの支部を拡大するカギは、

代理店さんが何人いるか、

プランナーさんが何人いるか、なんです。

代理店さん、プランナーさんに、紹介料で儲けてもらうこと。

これが、支部をあっという間に拡大させるコツなんです！

プランナープランナープランナープランナー

支 部支 部支 部支 部

エコ会員

エコ会員

エコ会員

エコ会員

代理店代理店代理店代理店

エコ会員

エコ会員

エコ会員

エコ会員エコ会員

代理店代理店代理店代理店

エコ会員

プランナープランナープランナープランナー

♥エコ会員さんを

支部の代理店にす

ると、責任者に、

15,000円の報酬が

振り込まれますヨ～

♥代理店さんを増

やすと、支部のエ

コ会員さんが安定

するんです♪



環境保全研究所の支部責任者、買い取りの流れ

環境保全環境保全環境保全環境保全
研 究 所研 究 所研 究 所研 究 所

現 在現 在現 在現 在 のののの
おおおお取引先取引先取引先取引先

販 社販 社販 社販 社 販 社販 社販 社販 社

代理店代理店代理店代理店
責任者責任者責任者責任者

支 部支 部支 部支 部

あなたあなたあなたあなた

③③③③

②②②②

④④④④

①①①①

①①①①環境保全研究所環境保全研究所環境保全研究所環境保全研究所とととと代理店契約代理店契約代理店契約代理店契約をををを交交交交わしわしわしわし、、、、

支部支部支部支部のののの責任者責任者責任者責任者になるになるになるになる。。。。

（（（（保証金保証金保証金保証金30万円30万円30万円30万円をををを預預預預けるけるけるける。。。。））））

（（（（既既既既にににに他社他社他社他社とのとのとのとの契約契約契約契約があればがあればがあればがあれば、、、、新新新新たにたにたにたに

二重契約二重契約二重契約二重契約をすることになるをすることになるをすることになるをすることになる。。。。））））

②②②②支部支部支部支部がががが十分十分十分十分にににに、、、、拡大拡大拡大拡大したらしたらしたらしたら、、、、現在現在現在現在のののの取取取取

引引引引をををを販社販社販社販社にランクアップしておくにランクアップしておくにランクアップしておくにランクアップしておく。。。。

（（（（既既既既にににに販社以上販社以上販社以上販社以上のののの場合場合場合場合はははは不要不要不要不要。。。。））））

③③③③環境保全研究所環境保全研究所環境保全研究所環境保全研究所とのとのとのとの契約契約契約契約をををを販社販社販社販社にランにランにランにラン

クアップしてクアップしてクアップしてクアップして、、、、支部支部支部支部をををを買買買買いいいい取取取取るるるる。。。。

（（（（保証金保証金保証金保証金170万円170万円170万円170万円をををを積積積積みみみみ増増増増しするしするしするしする。。。。））））

④④④④環境保全研究所環境保全研究所環境保全研究所環境保全研究所とのとのとのとの契約契約契約契約をををを解約解約解約解約しししし、、、、

元元元元のおのおのおのお取引取引取引取引にににに、、、、支部支部支部支部をををを統合統合統合統合するするするする。。。。

（（（（保証金保証金保証金保証金180万円180万円180万円180万円がががが返金返金返金返金されるされるされるされる。。。。））））

☆☆☆☆結果的結果的結果的結果的にににに、20、20、20、20万円万円万円万円でででで支部支部支部支部をををを買買買買いいいい取取取取ったったったった

ことになることになることになることになる



☆買い取り成功のための９ヶ条☆

１．あなたの支部のエコ会員さんを増やしてくれるのは、あなたではなく、

『『『『プランナープランナープランナープランナー』』』』さんと『『『『代理店代理店代理店代理店』』』』さんです。この方たちを増やしましょう。

なかでも、『『『『代理店代理店代理店代理店』』』』さんを増やすと、支部の会員さんが定着します。

15,000円の報酬も得られますから、積極的に、エコ会員さんに、『『『『代理店代理店代理店代理店』』』』をお

すすめしましょう。

２．エコ会員さんは、将来、あなたの顧客になる人です。

常に、接触して、気を配り、信頼関係信頼関係信頼関係信頼関係を作りましょう。

３．将来の買い取り、独立後の売り上げを確保するために、エコ会員さんを継続し

て商品を購入してくれる““““優良客優良客優良客優良客””””に育てましょう。

そのためには、すべての商品に関する情報を、常に、伝え続けておくことが大

切です。

４．エコ会員さんを優良客に育てるために、講習会講習会講習会講習会、、、、体験会体験会体験会体験会にお誘いしましょう。

講習会、体験会から足が遠のくと、購入金額が減ってしまいます。

５．エコ会員さんからの注文注文注文注文はははは、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに処理しましょう。

注文が滞ると、不信感につながり、信頼関係が簡単に壊れてしまいます。

６．エコ会員さんからの質問質問質問質問にはにはにはには、、、、迅速迅速迅速迅速にににに、、、、正確正確正確正確にににに、、、、答えてあげましょう。

わからないことがあったら、知っているふりをせずに、すぐに、質問してくだ

さい。

７．買い取り、独立に備えて、『『『『商品商品商品商品』』』』やややや『『『『販売販売販売販売のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ』』』』の知識をしっかりと身に

つけましょう。

いずれは、あなたが説明する側に立つのです。

そのためには、あなた自身が、いつも、講習会講習会講習会講習会やややや体験会体験会体験会体験会に参加しておくことが

大切です。

８．すべてのエコ会員さんに、あなたと同様に、責任者になって、支店を買い取る

権利があります。

そのような人が出てきたら、気持気持気持気持ちよくちよくちよくちよく手放手放手放手放してしてしてしてあげましょう。

あなたの利益を支えてくれるのは、事業家ではなく、ユーザーさんです。

十分な利益を確保できるまでは、ユーザーさんを増やすことに専念しましょう。

９．私たちは、『『『『地球環境浄化地球環境浄化地球環境浄化地球環境浄化』』』』を目的として商品を販売しています。

このことを忘れずに、自信と誇りを持って、この仕事に取り組みましょう。

あなたが販売した分、確実に、地球環境が浄化されているのです。

株式会社アクアプロジェクト



『分離』
◆対立・競争のエネルギー

◆勝った方が、栄える。

◆力の時代（外に身に付ける）

◆奪う・秘密・利己的

『統合』すべて一つ

◆共存共生のエネルギー

◆他を活かすことで、栄える。

◆心の時代（内からわき出る）

◆与える・公開・利他的

時 流

1965年頃

2020年頃

☆地球は、

競争のエネルギーから、

共生のエネルギーに

変わりました。

☆私たちは、

分離から統合へ、

競争から共生への

意識の拡大が必要です。

進化

成長

常に、成長し続ける。



★☆★利益率（利益／売上）の計算★☆★

販 売 事 業 部 45販 売 事 業 部 45販 売 事 業 部 45販 売 事 業 部 45％％％％

スーパー
40％

全国販社
35％

ウルトラ
37.5％

５５５５ ％％％％

７ .５７ .５７ .５７ .５％％％％

1 0 ％1 0 ％1 0 ％1 0 ％

代理店代理店代理店代理店・・・・一般会員 65一般会員 65一般会員 65一般会員 65％％％％ 入会時 100入会時 100入会時 100入会時 100％％％％

10％10％10％10％ 20％20％20％20％ 55％55％55％55％

総代理店会員 55総代理店会員 55総代理店会員 55総代理店会員 55％％％％

★★★★総代理店会員総代理店会員総代理店会員総代理店会員 （10＋ 8）（10＋ 8）（10＋ 8）（10＋ 8）÷ 55÷ 55÷ 55÷ 55＝＝＝＝ 32.7％

★★★★代理店代理店代理店代理店・・・・一般会員一般会員一般会員一般会員 （10＋16）（10＋16）（10＋16）（10＋16）÷ 65÷ 65÷ 65÷ 65＝＝＝＝ 40％

★★★★入会時入会時入会時入会時 （10＋44）（10＋44）（10＋44）（10＋44）÷100÷100÷100÷100＝＝＝＝ 54％

★★★★総代理店会員総代理店会員総代理店会員総代理店会員 （5＋ 8）（5＋ 8）（5＋ 8）（5＋ 8）÷ 55÷ 55÷ 55÷ 55＝＝＝＝ 23.6％

★★★★代理店代理店代理店代理店・・・・一般会員一般会員一般会員一般会員 （5＋16）（5＋16）（5＋16）（5＋16）÷ 65÷ 65÷ 65÷ 65＝＝＝＝ 32.3％

★★★★入会時入会時入会時入会時 （5＋44）（5＋44）（5＋44）（5＋44）÷100÷100÷100÷100＝＝＝＝ 49％

★★★★総代理店会員総代理店会員総代理店会員総代理店会員 （7.5＋ 8）（7.5＋ 8）（7.5＋ 8）（7.5＋ 8）÷ 55÷ 55÷ 55÷ 55＝＝＝＝ 28.2％

★★★★代理店代理店代理店代理店・・・・一般会員一般会員一般会員一般会員 （7.5＋16）（7.5＋16）（7.5＋16）（7.5＋16）÷ 65÷ 65÷ 65÷ 65＝＝＝＝ 36.2％

★★★★入会時入会時入会時入会時 （7.5＋44）（7.5＋44）（7.5＋44）（7.5＋44）÷100÷100÷100÷100＝＝＝＝ 51.5％

●20●20●20●20％％％％のののの還元金還元金還元金還元金をををを引引引引くとくとくとくと…………

10％10％10％10％×0.8×0.8×0.8×0.8＝＝＝＝8％

●20●20●20●20％％％％のののの還元金還元金還元金還元金をををを引引引引くとくとくとくと…………

20％20％20％20％×0.8×0.8×0.8×0.8＝＝＝＝16％

●20●20●20●20％％％％のののの還元金還元金還元金還元金をををを引引引引くとくとくとくと…………

55％55％55％55％×0.8×0.8×0.8×0.8＝＝＝＝44％

★★★★総代理店会員 8総代理店会員 8総代理店会員 8総代理店会員 8÷ 55÷ 55÷ 55÷ 55＝＝＝＝14.5％

★★★★代理店代理店代理店代理店・・・・一般会員 16一般会員 16一般会員 16一般会員 16÷ 65÷ 65÷ 65÷ 65＝＝＝＝24.6％

★★★★入会時 44入会時 44入会時 44入会時 44÷100÷100÷100÷100＝＝＝＝ 44％

ちなみにちなみにちなみにちなみに卸利益率卸利益率卸利益率卸利益率はははは…………

全国全国全国全国 ⇒⇒⇒⇒ ウル 2.5%ウル 2.5%ウル 2.5%ウル 2.5%÷37.5%÷37.5%÷37.5%÷37.5%＝＝＝＝ 6.7%6.7%6.7%6.7%

ウルウルウルウル ⇒⇒⇒⇒ ＳＳＳＳ販 2.5%販 2.5%販 2.5%販 2.5%÷ 40%÷ 40%÷ 40%÷ 40%＝＝＝＝ 6.3%6.3%6.3%6.3%

ＳＳＳＳ販販販販 ⇒⇒⇒⇒ 販社 5%販社 5%販社 5%販社 5%÷ 45%÷ 45%÷ 45%÷ 45%＝＝＝＝11.1%11.1%11.1%11.1%



ビーワンは、フリーゾーンです。
★ビーワン商品は、全国共通のルールで、代理店展開をしています。

★どなたでも、いつでもご自由に、ご自分に適した位置でお仕事していただける
『フリーゾーン』という仕組みです。

代理店 総代理店 販 社代理店 総代理店 販 社代理店 総代理店 販 社代理店 総代理店 販 社 ＳＳＳＳ販社販社販社販社 ウルトラウルトラウルトラウルトラ販社 全国販社販社 全国販社販社 全国販社販社 全国販社

保証金保証金保証金保証金 ３０３０３０３０万円万円万円万円 １００１００１００１００万円万円万円万円 ２００２００２００２００万円万円万円万円 ３００３００３００３００万円万円万円万円 ３５０３５０３５０３５０万円万円万円万円 １０００１０００１０００１０００万円万円万円万円

掛 率掛 率掛 率掛 率 ６５６５６５６５％％％％ ５５５５５５５５％％％％ ４５４５４５４５％％％％ ４０４０４０４０％％％％ ３７.５３７.５３７.５３７.５％％％％ ３５３５３５３５％％％％

●条件は、ただ一つ。保証金をお預けいただくだけです。

●保証金の金額によって、お取引の掛け率が変わります。

●ノルマ等は、一切、ありません。

●解約の際、保証金の10％は、契約金として差し引かれますが、
残りの90％は、返金されます。



ビーワンの代理店は、個人契約です。

発売元 (株)環境保全研究所発売元 (株)環境保全研究所発売元 (株)環境保全研究所発売元 (株)環境保全研究所

全国販社 (株)全国販社 (株)全国販社 (株)全国販社 (株)アクアプロジェクトアクアプロジェクトアクアプロジェクトアクアプロジェクト （（（（保証金1000万円 掛率35保証金1000万円 掛率35保証金1000万円 掛率35保証金1000万円 掛率35％）％）％）％）

ＵＵＵＵ 販 社販 社販 社販 社
（350（350（350（350万円 37.5万円 37.5万円 37.5万円 37.5％）％）％）％）

ＳＳＳＳ販社 販社 総代理店 代理店販社 販社 総代理店 代理店販社 販社 総代理店 代理店販社 販社 総代理店 代理店
(300万円 40(300万円 40(300万円 40(300万円 40％) (200％) (200％) (200％) (200万円 45万円 45万円 45万円 45％) (100％) (100％) (100％) (100万円 55万円 55万円 55万円 55％) (30％) (30％) (30％) (30万円 65万円 65万円 65万円 65％)％)％)％)

販社 総代理店 代理店販社 総代理店 代理店販社 総代理店 代理店販社 総代理店 代理店
(200万円 45(200万円 45(200万円 45(200万円 45％) (100％) (100％) (100％) (100万円 55万円 55万円 55万円 55％) (30％) (30％) (30％) (30万円 65万円 65万円 65万円 65％)％)％)％)

総代理店 代理店総代理店 代理店総代理店 代理店総代理店 代理店 代理店
(100万円 55(100万円 55(100万円 55(100万円 55％) (30％) (30％) (30％) (30万円 65万円 65万円 65万円 65％) (30％) (30％) (30％) (30万円 65万円 65万円 65万円 65％)％)％)％)

代理店代理店代理店代理店
(30万円 65(30万円 65(30万円 65(30万円 65％)％)％)％)

ＳＳＳＳ 販 社販 社販 社販 社
（300（300（300（300万円 40万円 40万円 40万円 40％）％）％）％）

販社 総代理店 代理店販社 総代理店 代理店販社 総代理店 代理店販社 総代理店 代理店
(200万円 45(200万円 45(200万円 45(200万円 45％) (100％) (100％) (100％) (100万円 55万円 55万円 55万円 55％) (30％) (30％) (30％) (30万円 65万円 65万円 65万円 65％)％)％)％)

総代理店 代理店総代理店 代理店総代理店 代理店総代理店 代理店
(100万円 55(100万円 55(100万円 55(100万円 55％) (30％) (30％) (30％) (30万円 65万円 65万円 65万円 65％)％)％)％)

代理店代理店代理店代理店 代理店
(30万円 65(30万円 65(30万円 65(30万円 65％) (30％) (30％) (30％) (30万円 65万円 65万円 65万円 65％)％)％)％)

販 社販 社販 社販 社
（200（200（200（200万円 45万円 45万円 45万円 45％）％）％）％）

総代理店 代理店総代理店 代理店総代理店 代理店総代理店 代理店
(100万円 55(100万円 55(100万円 55(100万円 55％) (30％) (30％) (30％) (30万円 65万円 65万円 65万円 65％)％)％)％)

代理店代理店代理店代理店
(30万円 65(30万円 65(30万円 65(30万円 65％)％)％)％)

総代理店総代理店総代理店総代理店
（100（100（100（100万円 55万円 55万円 55万円 55％）％）％）％）

代理店代理店代理店代理店
(30万円 65(30万円 65(30万円 65(30万円 65％)％)％)％)

代 理 店代 理 店代 理 店代 理 店
（30（30（30（30万円 65万円 65万円 65万円 65％）％）％）％）



事業部とエコ会員
●販売事業部を設置して販売事業を行う人達と
そこに会員として参加するユーザーさん達という区分けがあります。

全国販社全国販社全国販社全国販社

３５％

ウルトラウルトラウルトラウルトラ

３ ７ . ５ ％

スーパースーパースーパースーパー

４０％

販社販社販社販社

４５％

総代理総代理総代理総代理

５５％

代理店代理店代理店代理店

６５％

一般一般一般一般

１ ０ ０ ％

販売事業部販売事業部販売事業部販売事業部

エ コエ コエ コエ コ 会 員会 員会 員会 員

★自社内に、販売事業部という
販社を設置し、エコ会員を募る。

★販売事業部は、利益の20％を
エコ会員に、毎月、還元する。

★販売事業部のエコ会員になる。

★購入金額に応じて、還元金を
もらう。


