概要書面

健康であり続けることをライフスタイルとする。 それを世界に示すことが、
PrimeMyBody のミッションです。
PrimeMyBody は、健康に日々過ごせるようなライフスタイルが重要と考え、その意識を高めるための商品とサービ
スを提供する企業です。これら商品の愛用者やアフィリエイトの皆様がビジネス活動において、得られる報酬プラン
を提供します。アフィリエイトの皆様が、愛用し信頼のおける商品を、日本国内に限らず、世界中に発信し、共感で
きる仲間を増やしましょう。PrimeMyBody は、商品を広めていただけるアフィリエイトの皆様には、その成果に値
する報酬をお支払いします。そのお支払日は毎週発生しますので、経済的な面からもライフスタイルを充実させるた
めの仕組みを提供します。報酬プランを熟読いただき、1 人でも多くの仲間を増やし、心身共に繁栄できるような商
品とサービスの提供を継続します。

概要書面
本書をお受取りになり、 必ず記載内容をお読みください。
記載内容をご理解の上、 保管してください。

■ スポンサー記入欄
ID
氏名
紹介者
住所
電話番号

■ 会社概要
社名
所在地

プライムマイボディジャパン合同会社

高良 数多

〒 100-0013 東京都千代田区霞が関三丁目 2-6
部門名

問合せ先

代表者

プライムマイボディジャパン サポートチーム

営業時間

平日 10：00 ～ 17：00（土日祝祭日、弊社休業日を除く）

電話番号

03-4510-3478
jpsupport@primemybody.com（24 時間受付 / 原則 2 営業日以内に対応いたしま

メール

す）

※ お問い合わせの際には、ID 番号をお知らせください。

■ 商品購入とお支払方法について 商品購入について：アフィリエイト専用サイトからご注文いただけます。 お支払い方法について：ク
レジットカード決済
■ 商品価格と配送について ・別紙「規約書」記載、商品販売価格と送料および権利と役務に準拠します。 ・最新の価格および送料等を
含む購入金額は、バーチャルオフイスにてご確認ください。 ・発送は、原則ご注文日から起算し 3 営業日以内とさせていただきます。ま
た到着予定日は、発送完了メールからご確認ください。
■ 特定利益について ・当社製品は、当社アフィリエイト会員からもお客様へ販売されます。この販売においては販売価格と付与ポイント
が定められており、販売した 商品の合計金額ではなく、商品の合計ポイントがアフィリエイト会員の販売実績となります。詳細は、別紙「報
酬プラン」を必ずお読みください。
■ 特定負担について ・アフィリエイト会員にご登録の際、一律 39 米ドルを申し受けます。
■ 禁止行為について ・以下 10 項目の行為は、絶対に行わないでください。特定商取引法および医薬品医療機器等法違反であり、処分及
び是正措置の対象になります。
1．会員の利益を確約するような勧誘および誤解を与える勧誘、または相手の判断を得ず契約締結をすること。 2．商品購入またはアフィ
リエイト会員登録をしない意思表示をしている人に対し、勧誘をすること。 3．アフィリエイト会員登録の説明及び手続きに際し、クー
リング・オフおよび解約を妨げる目的で不実を告げたり、事実を故意に伝えないこと。
4．アフィリエイト会員登録の説明及び手続きに際し、クーリング・オフおよび解約を妨げる目的で人を威迫したり、人の進路を妨げたり、
待ち伏 せ、付きまといなど、人を困惑させるような迷惑行為。 5．アフィリエイト会員登録の説明及び手続きに際し、関連書類に虚偽の
内容を記載させること。 6．アフィリエイト会員登録の説明及び手続きに際し、生じた債務の一部または全部の履行を拒否したり、不当
に債務履行の遅延をすること。 7．アフィリエイト会員登録完了後に、迷惑と感じさせる方法で解約を妨げる事。 8．アフィリエイト会
員登録完了後に、解約を妨げる目的で故意に商品消耗品の一部または全部を使用、消費させること。 9．目的を告げないままに公衆の出
入りがない場所に誘い、商品販売や会員登録の勧誘を行うこと。 10．商品について、口頭または書面で医薬品の機能効能効果、医学的な
主張や治療治癒に関する言及をすること。
■ 契約について ・重要事項は、別紙「規約書」をご参照ください。 ・アフィリエイト会員の意思でいつでも契約解除ができます。書面に、
必ず以下 7 項目を記載しご郵送ください。 1. 解約意思の旨 2. 解約書面発送年月日 3. 会員番号 4. 登録氏名 5. 登録住所 6. 登録電話
番号 7、返品商品の有無 ※返品商品がある場合、別紙「規約書」の記載条件に準拠します。
■ クーリング・オフ制度について ・規約書または初回注文商品のどちらか受領日の遅い方から起算し、20 日以内は登録ならびに初回注
文の売買契約を無条件に解除する事ができる 制度です。 クーリング・オフの行使について： ・初回注文分にかぎり、開封未開封を問わ
ず返金対象とします。 ・販売者（当該商品を販売したアフィリエイト会員の場合その当人、当社に直接ご注文をいただいた場合は当社）へ、
商品の返品及び当社着荷確 認後に全額返金されます。返金方法は、商品購入時の決済方法により異なります。 ・返品に生じる送料は販売
者負担、違約金や損害賠償を請求される事はございません。 クーリング・オフの手続きについて：・書面に、必ず以下 7 項目を記載し、
【郵
送先】ご郵送ください。 1. 解約意思の旨 2. 解約書面発送年月日 3. 会員番号 4. 登録氏名 5. 登録住所 6. 登録電話番号 7、返品商品の
有無 【郵送先】〒 103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-2-3-303 プライムマイボディジャパン合同会社 ・アフィリエイト会員による、
クーリング・オフの行使の妨げを目的とした不実不当な説明による事実誤認、または威迫したり困惑させることで、 クーリング・オフを
行わなかった場合には、当社からクーリング・オフの妨害を解消する書面を交付し、その説明を受けた日から起算し 20 日以内 に、上記
方法の通りクーリング・オフの行使ができます。
■ 抗弁権の接続について 割賦支払いで商品購入し、信販会社等から割賦代金の請求を受けた際に、当社商品にかぎり、販売者である当
社またはアフィリエイト会員に対し 生じている事由をもって、その事由が解消されるまでの間は信販会社等からの請求を拒否する事がで
きます。詳細は、各信販会社等の申込書（お 客様控え）記載事項をご参照ください。
■ 個人情報保護について（個人情報の取扱い規約） 個人情報の取得、管理、方法について：当社では、アフィリエイト会員の販売実績や
サポート業務等により、アフィリエイト会員及びお客様の個 人情報を取得する事があります。個人情報取扱いの権限を有していない場合
はビジネスを保持できません。但し、無断もしくは不当な手段で個人 情報を取得する事は致しません。取得した個人情報は、業務遂行に
必要な範囲内で使用致します。その際、情報漏洩、紛失、破損、改ざんが生じ ないよう、適切かつ厳重な安全対策を講じます。その上で、
電話、メール、書面、PC データにて使用する事がございます。個人情報は以下の利用 目的に必要な範囲内で使用し、それ以外で使用は
致しません。 ・当社サービスの提供をするため。 ・当社アフィリエイト会員及びお客様へ提供するサービス向上を補助するため。 ・当社
アフィリエイト会員及びお客様からのお問い合わせに対する調査ならびにご回答のため。 ・当社のイベント案内、アンケート実施のため。
・法令遵守に関連する目的のため 委託先への開示について：当社は、以下の場合を除き個人情報を第三者に開示する事はございません。
・アメリカ合衆国に所在する本社。 ・当該業務の遂行に関わる機密契約締結を交わした委託企業である場合。 ・国の機関または地方公共
団体またはその委託を受けた者が、法令の定めた業務遂行にあたり協力する場合。 ・人の生命身体または財産の保護に必要があり、本人
の同意を得るのが困難である場合。 ・事前に第三者への開示に了承いただいている場合。
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■ 製品情報

商品名

超音波ナノテクノロジー
RECEPT 1 本
超音波ナノテクノロジー
RECEPT 3 本セット
超音波ナノテクノロジー
RECEPT 6 本セット
超音波ナノテクノロジー
RECEPT 15 本セット

会員商品価格

RP

商品内容

118.30 米ドル

45

• レセプト 50ML 瓶 1 本

354.90 米ドル

134

• レセプト 50ML 瓶 3 本

591.50 米ドル

223

• レセプト 50ML 瓶 5 本＋ 1 本無料

1419.62 米ドル

534

• レセプト 50ML 瓶 12 本 +3 本無料

※ 会員商品価格につきましては、カード決済システムの関係上、US ドル決済となります。
※ 日本円価格はご利用のクレジットカード会社および該当する為替レートにより変動します。
※ 日本円価格の例：2019 年 10 月現在の為替レート、「1 ドル /108 円」の場合、「超音波ナノテクノロジー
RECEPT １本」の日本円価格は、12,776 円が目安となります。
※ 新商品または商品改定につきましては、別紙「規約書」をご参照ください。
※ 会員価格と役務につきましては、別紙「規約書」と「報酬プラン」を、ご参照ください。
※「超音波ナノテクノロジー RECEPT １本」の希望小売価格は、「17,686 円（税込）」です。
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