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1.

序文

「アムウェイ倫理綱領 ･ 行動規準」は以下の内容を目的として定められています。
1. ディストリビューターおよびアムウェイ ･ ビジネスの保護
2. アムウェイ ･ ビジネスの健全な発展
「家族」
「希望」
「報われること」から成る創業者の理念、
「アムウェイは、
3. ｢ 自由」
人々がよりよい暮らしを実現するためのパートナーとなることを目指す /
Partners for a Better Life」
というビジョンの十分な理解の促進
4. アムウェイ ･ ビジネスを行う際の心構え
（倫理綱領）
と、
ディストリビューターが
遵守すべき責任と義務
（行動規準）
の伝達
5. 違反によってアムウェイあるいは他のディストリビューターとの信頼関係を損
なった場合の処分 ･ 罰則の明示

私たちは約束します。
１．オーバートークはいたしません。
２．系列の保全を第一に考えます。
３．過剰在庫はいたしません。
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2.

アムウェイ倫理綱領・行動規準

2.1

アムウェイ倫理綱領

2.1.1

ディストリビューターは、
自分の行動が、
自分自身のビジネスのみならず
他のディストリビューターのビジネス、
ひいてはアムウェイ・ビジネス全
体のイメージ形成にとって大きな影響を持つものであることを認識し、
法を遵守し、
円満な人格、
率直さをもって ､ 良き市民として常に責任ある
行動をとらなければなりません。

2.1.2

ディストリビューターは、
アムウェイ商品およびアムウェイ・ビジネスを
他人に紹介する際には ､ 真実のみを正直な態度で説明するものとしま
す。

2.1.3

ディストリビューターは、何よりもお客様を大切にしなければなりませ
ん。万一、お客様から商品に関する苦情を受けた場合には ､ アムウェイ
の規定に従い、
謙虚な態度で迅速に処理することが必要です。

2.1.4

ディストリビューターは、
このビジネスが良好な人間関係の基に ､ 信頼
関係を醸成した上で成り立つビジネスであることを自覚し ､ 常に相手の
立場を尊重し、
真摯な態度で対応しなければなりません。

2.2
2.2.1

アムウェイ行動規準
この行動規準は、
アムウェイ ･ ビジネスとディストリビューターの行動に
関する規則です。ディストリビューターは、
健全なアムウェイ・ビジネスの
維持・発展のためにこの行動規準を誠実に遵守しなければなりません。
［注 ] 本文中に述べられているアムウェイとは、
日本アムウェイ合同会社
を指しています。また、
その他の用語については、
必要に応じて「アムウェ
イ・ビジネスの概要」
を参照してください。
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3.

ディストリビューター資格

3.1

資格取得申請条件

ディストリビューター資格取得申請者は、
以下の条件を満たしていなければなりま
せん。
これは資格取得後に追加されるパートナーも同様です。
3.1.1

満 20 歳以上であること。

3.1.2

学生でないこと。

3.1.3

外国籍の場合、有効な在留カードを所持し、
日本国内でのスポンサー活
動および販売活動が認められる在留資格を得ていること。
公務員法等の関連法令や就労上の規定を遵守した上で申請しているこ

3.1.4

と。
3.1.5

6.4「スポンサー系列の移動」の各規則に違反していないこと。

3.1.6

3.7.2「アムウェイが解約する場合」
に規定するような状態にないこと。

3.1.7

4.14「個人情報保護」に規定する個人情報の取扱いについて同意して
いること。
過去にアムウェイから解約措置を受けていないこと。これは海外のアム

3.1.8

ウェイにおける措置も含みます。
個人または 3.3「パートナー登録」
に定める条件を満たした夫婦もしくは

3.1.9

親子の組み合わせであること。
3.1.10

配偶者がディストリビューター資格またはアムウェイ ショッピング メン
バー資格を有していないこと。

3.2

6
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アムウェイは、独自の判断で、ディストリビューター登録もしくは更新の

3.2.1

申請を受諾または拒絶する権利を有します。
申請者は、所定の年会費を支払い、
アムウェイの審査・承認を得て、
ディ

3.2.2

ストリビューター資格を取得することができます。
ディストリビューター資格取得後に、以下が判明した場合、そのディスト

3.2.3

リビューター資格は無効となります。
① 3.1.「資格取得申請条件」
を満たしていないこと。
②資格取得申請者が他人名義
（家族の名義を含む）
、
架空の名義、
または
虚偽の情報
（住所など）
を使用して虚偽の申請を行うこと。

3.3

パートナー登録

ひとつのディストリビューター資格に登録できるのは、
個人または夫婦・親子の組
み合わせに限ります。
また、
夫婦が共にディストリビューター資格登録を希望すると
きにはひとつの資格として登録しなければならず、
別々の資格として登録すること
はできません。また、
ひとつの資格に三世代以上の者が加わることはできません。
パートナー追加の場合、
アムウェイの承認を得なければなりません。
なお、
それぞれのパートナーは連帯してディストリビューターとしての責務を負い
ます。
3.3.1

夫婦の登録
ディストリビューター同士が結婚した場合などの例外を除いて、夫婦は
別々にディストリビューターとして登録することはできません。夫婦双方
がディストリビューター資格取得を望むときには、必ずひとつの資格に
パートナーとして登録してください。配偶者がすでに登録している場合
は、
「アムウェイ倫理綱領・行動規準細則」
に従ってパートナー追加の申
請をしてください。アムウェイ・ビジネスでは夫婦はひとつの単位として
みなされ、
双方がそのディストリビューター資格を共同で運営しているも
のとみなされます。そのため、ディストリビューターの配偶者がパート
ナーとして登録していない場合であっても、その配偶者の行為が登録し
ているディストリビューターの求めに応じ、
または許可を得て行われたも
のとみなされます。そのため未登録の配偶者が「アムウェイ倫理綱領・
行動規準」をはじめ、アムウェイの諸規則に反する行為を行った場合に
3.
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は、
登録しているディストリビューターがその責任を負うものとします。

3.4

ビジネス活動の開始

アムウェイがディストリビューター資格取得申請を審査・承認した場合、
「ID カード」
ならびに
「契約書面
（アムウェイ・ビジネス ハンドブック）
」が送付されます。ディス
トリビューターは、
「ID カード」ならびに
「契約書面
（アムウェイ・ビジネス ハンドブッ
ク）
」を受け取った時点からビジネス活動を開始することができます。ディストリ
ビューターは、
ディストリビューターではない者にビジネス活動をさせてはいけま
せん。ここでいうビジネス活動とは、
アムウェイ商品の仕入・販売、スポンサー活
動、
ディストリビューター（家族を含む）
のビジネス活動の手伝い、
ミーティング
（ラ
リー、
セミナーを含む）
の主催、
参加等の活動をいいます。ただし、
スポンサー活動
を行うには別途「スポンサー活動資格」の取得が必要です。

3.5

資格の有効期限

ディストリビューター資格の有効期限は、
資格登録日が属する月の翌年同月の末日
までとなります。ただし、
資格登録日が 2011 年 12 月 31 日迄の方は、
資格登録日に
かかわらず、12 月末日までとなります。なお、
資格の有効期限は、
資格の更新手続
きをすることによって 1 年間延長されます。

3.6

資格更新

ディストリビューターが資格を更新するには、資格有効期限内に所定の年会費を
支払い、
アムウェイの承認を得なければなりません。アムウェイが承認できない場
合、お支払いいただいた年会費は直接本人に返金します。ただし、本人がアムウェ
イに対して債務を負っている場合、
アムウェイは払込み済みの年会費からその債
務を差し引きます。また、資格有効期限内に所定の年会費が支払われなかった場
合には、その資格は失効となります。その場合、初年度年会費は返還されません。
なお、
資格有効期限内に更新手続きを取らなかったためディストリビューター資格
が失効した場合、系列上位ディストリビューター
（DD 含む）およびアムウェイが承
認すれば、
アムウェイ所定の期限後更新期間内に更新手続きを行うことにより、期
限後更新をすることができます。
なお、
アムウェイは自らの判断でディストリビューター資格の更新の可否を決定し
ます。
8
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3.7
3.7.1

資格解約
ディストリビューターが解約する場合
ディストリビューターは、資格有効期限内であればいつでもその資格を
解約することができます。
後日、初年度年会費を直接解約者本人に返金します。また、資格有効期
限内に更新手続きを完了し、
かつ次年度の年会費を納付した後であって
も、資格有効期限内に解約手続きをした場合には、初年度年会費および
納付済みの次年度年会費を返金いたします。

3.7.2

アムウェイが解約する場合
アムウェイは、
ディストリビューターが以下のいずれかに該当すると判断
した場合、そのディストリビューター資格を解約することができます。資
格解約日は、
アムウェイが資格解約通知書に記載した日付とします。
①特定商取引に関する法律、
割賦販売法、
医薬品、
医療機器等の品質、
有
効性および安全性の確保等に関する法律
（以下「医薬品医療機器等
法」
という）
、健康増進法、その他関連法令に違反する行為、
または犯
罪など社会秩序に反する行為を行った場合。
②財産状態が著しく悪化した場合
（破産の申し立て、支払い不能、手形・
小切手の不渡り、
仮差押え・仮処分・強制執行を受けたとき、
または滞
納処分による差押えを受けたとき、
アムウェイに対する既払ボーナス
の返還債務等の債務が定められた期限内に弁済されないとき等）
や、
成年後見制度の適用を受けるに至った場合等、健全なアムウェイ・ビ
ジネスの継続が困難になった場合、
または、
アムウェイ・ビジネスを健
全に運営するために必要な理解や判断を行うことができないと、
アム
ウェイが判断した場合。
③アムウェイのイメージを著しく損なった場合。
④ ｢ アムウェイ倫理綱領・行動規準」その他のアムウェイの規定に違反
した場合。

3.8

法人登録

エメラルド DD 資格を更新したディストリビューターおよびダイヤモンド DD 以上の
資格を有しているディストリビューターは、所定の手続きにより申請し、
アムウェイ
の承諾を得た場合、
法人ディストリビューターへその資格を変更することができます。
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3.9

資格切替

ディストリビューターは、資格有効期限内であればいつでもショッピング メンバー
に資格を切り替えることができます。資格を切り替えた場合は初年度年会費と同
額分の、
ショッピング メンバー向けポイントプログラムのポイントを付与します。た
だし資格解約後または失効後にショッピング メンバーになる場合は新規の入会手
続きが必要となります。なお、
他系列への資格切替には 6.4.4.「ポイント補償制度」
が適用されます。

3.10

ディストリビューター資格の移行（販売）

ディストリビューターは、
アムウェイが別途定める
「ディストリビューター資格の移行
（販売）
規則」
に基づいて、
別のディストリビューターにそのディストリビューター資
格を販売することができます。ただし、いかなる場合でも、
アムウェイは独自の判
断で、
売買を承諾、
または拒否する権利を有するものとします。

3.11

二重登録の禁止

以下の 4 つの場合を除いて、個人または夫婦が 2 つ以上のディストリビューター
登録をすることはできません。
①ディストリビューター同士が結婚した場合。この場合には、双方のディストリ
ビューター資格を維持するか、いずれかの資格を解約するかを選択することが
できます。
② 3.10「ディストリビューター資格の移行
（販売）
」に則って、
またはアムウェイと
の協議の上で、
他のディストリビューター資格を買い取った場合。
③ 9「資格の承継」
に則り、
他のディストリビューター資格を相続した場合。
④承継が目的であるとアムウェイが認める場合において、自身の親のディストリ
ビューター資格にパートナー追加をする場合。

3.12

ダイレクト・ディストリビューター（DD）の資格

ディストリビューターが 所定の DD 資格取得条件を達成した場合、
アムウェイはそ
のディストリビューターを DD として仮認定します。その後、
アムウェイ所定の必要
書類を提出した上でニュー DD セミナーに出席し、所定の資格認定試験に合格す
ると、
アムウェイが DD として正式認定します。正式認定された DD は、
「契約書面
（アムウェイ・ビジネス ハンドブック）
」
に定める
「ダイレクト・ディストリビューター
10
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規約」
を遵守しなければなりません。

4.

ディストリビューターの責任と義務

4.1

ディストリビューターの義務

ディストリビューターは、特定商取引に関する法律、割賦販売法、医薬品医療機器
等法、健康増進法、その他の関連法令、
アムウェイ・セールス & マーケティング・
プラン、「アムウェイ倫理綱領・行動規準」、「アムウェイ倫理綱領・行動規準細則」
を厳守しなければなりません。必要に応じ規則の変更があり、
アムウェイから広報
物、
ホームページ等を通じての通知があった場合にも、
これを厳守するものとしま
す。また、すべてのディストリビューターは、
アムウェイの理念を実行し、誠実かつ
公正なビジネスを行わなければなりません。ディストリビューターやアムウェイの
レピュテーション、
イメージを傷つけるような行為を行ってはなりません。
またアムウェイ・ビジネスと無関係なものであっても、法令に違反する行為、違法
または不正な事業活動など社会秩序に反する行為は禁止となります。
4.1.1

系列上位ディストリビューターは、系列下位ディストリビューターが法令
ならびに
「アムウェイ倫理綱領・行動規準」
を遵守していることを見守り、
万一違反があれば直ちに改めさせ、その違反事実を、直ちにアムウェイ
に報告しなければなりません。

4.1.2

ディストリビューターはアムウェイが行うビジネス活動に関する調査に対
し、
アムウェイから協力要請を受けた場合、
直ちにそれに応じなければな
りません。また、
アムウェイより、
ビジネス活動に関わる調査のため、
アム
ウェイ所定の書面の提出を求められた場合、直ちに提出しなければなり
ません。

4.1.3

ディストリビューターは、1.「序文」
に定める目的を達成するためにアム
ウェイが必要と判断するプログラムに参加しなければなりません。また、
ディストリビューターは、1.「序文」
に定める目的を達成するためにアム
ウェイが必要と判断するテストを受け、
かつそのテストに関しアムウェイ
が定める条件を満たさなければなりません。

3.

ディストリビューター資格

4.

ディストリビューターの責任と義務
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4.2

アムウェイ商品のディストリビューター間での売買

ディストリビューター間でアムウェイ商品の売買ができるのは、
パーソナル・グルー
プ
（21％系列を含まないグループ）内であって、系列上位から系列下位のディスト
リビューターに対するものに限られます。

4.3

店頭販売、不特定多数への広告、宣伝、勧誘等の禁止

商店、バザー、
インターネット
（例：オークション）
、SNS、スマホアプリ、物品の販
売を行う商店以外の店舗などでアムウェイ商品を販売、陳列、展示、宣伝すること
や、
このような行為をする第三者にアムウェイ商品を販売することは禁止されてい
ます。また、
アムウェイ・ビジネスに関して、不特定多数に向けた広告、宣伝、勧誘
等を行ってはなりません。

4.4

商品販売時の義務と禁止行為

ディストリビューターはアムウェイの商品やサービスを勧めるときには、
アムウェイ
の提供する各種の資料や商品ラベルに従って正確な情報を提供しなければいけ
ません。また、
アポイントのときから、氏名ならびにアムウェイのディストリビュー
ターであること、
アムウェイ商品の販売の目的であること、
商品の種類について明
確に相手に伝えなければなりません。
以下のような行為は禁止されています。
4.4.1

事実でないことを告げること。

4.4.2

重要な事実を告げないこと。

4.4.3

威迫したり、
困惑させたりすること。

4.4.4

迷惑を覚えさせるような行為をすること。

4.4.5

相手の知識、判断力、経験や財産の状況に照らして不適当と思われる販
売活動を行うこと。

4.4.6

実需の伴わない発注や発注操作等を行うこと、
また、そのような行為を
勧める、
もしくは要求すること。

12
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他系列のディストリビューターまたはショッピング メンバーに対して商品

4.4.7

を販売すること、
また、他系列のディストリビューターから商品を購入す
ること。
他社およびその商品、
サービスを誹謗・中傷したり、
それらのイメージを

4.4.8

傷つけたりするような行為をすること。
自家使用また自家消費のみを目的としたアムウェイ商品を小売りまたは

4.4.9

再販すること。また、
酒類を小売りまたは再販すること。
4.4.10

返品可能期限が切れた商品、
または返品可能期限内であっても賞味期
限が切れた商品を小売りまたは再販すること。

4.5

書面の交付義務

ディストリビューターは、
アムウェイ商品をお客様やショッピング メンバー、他の
ディストリビューターに販売する場合には、「販売伝票」
を必ず交付し、
クーリング・
オフを含む返品に関する規定などの重要事項の説明をしなければなりません。
また、
アムウェイが「販売伝票」の控えを提出するよう求めた場合は、
速やかに提出
しなければなりません。

4.6

返品・交換

アムウェイ商品の購入・返品は、
ディストリビューターまたはショッピング メンバー、
お客様の自由な意思に基づいて行われなければなりません。ディストリビューター
は、
アムウェイ商品を販売したお客さまやディストリビューターまたはショッピング
メンバーからアムウェイの「返品および交換規定」にもとづき返品・交換の要望が
あったときには、
ただちにその手続きを行わなければなりません。
なお、
返品は必ず商品を購入したスポンサー系列にて手続きしてください。購入し
たときと異なるスポンサー系列から返品することは禁止されています。

4.7

アムウェイ・ビジネスの妨害の禁止

アムウェイ、
アムウェイ・ビジネスまたは他のディストリビューターを誹謗・中傷す
ることは禁止されています。
4.

ディストリビューターの責任と義務
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4.8
4.8.1

海外のアムウェイとの関わり
アムウェイ商品を輸出または海外のアムウェイ商品を輸入して販売する
ことはできません。ディストリビューターの自己消費を目的として、
アム
ウェイ商品の海外への持ち出し、海外のアムウェイ商品の国内への持ち
込みは認められます。ただしその許容範囲は、年間で 300 米ドルを目安
とし、
本人の手荷物として運べる範囲に限定されます。

4.8.2

日本国内において、
海外のアムウェイのインターナショナル・スポンサー
活動をし、
そのディストリビューター登録をさせてはなりません。

4.8.3

海外におけるビジネス活動に際しては、「インターナショナル・スポンサ
リング・ポリシー」
を遵守してください。

4.8.4

日本の国外において、
アムウェイ・ビジネスに直接的、
または間接的に携
わるディストリビューターは、
その国のディストリビューターとして登録し
ている、
していないに関わらず、その国の法律、および当該国のアムウェ
イの規則、
規制、
方針、
処理手続に従う必要があります。

4.9

商品販売実績とボーナス

ディストリビューターは、
アムウェイ・セールス＆マーケティング・プランに基づいて、
その実績に応じたボーナスを受け取ることができます。アムウェイ商品の返品が
あった場合には、
アムウェイは「返品および交換規定」
に従って、
返品者ならびにそ
の系列上位のディストリビューターのボーナスを調整
（相殺）
します。

4.10

不要在庫の禁止（70% ルール）

不要在庫を持つことは禁じられています。ディストリビューターは月間購入実績の
少なくても 70% を小売り販売、
または自家使用により流通させなければならず
（こ
れを 70% ルールといいます。）
、
また残りの在庫も翌月末までに流通させなけれ
ばなりません。

4.11

未承諾の広告メール

承諾を得ていない相手に対してアムウェイ商品またはアムウェイ・ビジネスの広
14
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告にあたる電子メールを送ることはできません。

4.12

アムウェイ・セールス & マーケティング・プランの操作

いかなる場合にも、系列の操作を行ったり、実需の伴わない発注や発注操作を
行ったりしてはなりません。

4.13

登録情報の変更

登録情報
（氏名・住所・電話番号・メールアドレス等）
に変更があったときには、速
やかにアムウェイ所定の方法で届け出てください。

4.14

個人情報保護

アムウェイ・ビジネスによって知り得た個人情報
（アムウェイから提供を受けた個
人情報を含み、以下「個人情報」
という。）の取り扱いについては、以下の事項を遵
守しなければなりません。
この規定はディストリビューター資格の解約または失効
後も効力を有するものとします。
4.14.1

個人情報を取得する際には、
アムウェイ・ビジネスに利用するという個
人情報の利用目的を十分に説明するとともに、適法かつ公正な手段に
よって取得してください。

4.14.2

個人情報をアムウェイ・ビジネス以外の目的で利用することはできま
せん。

4.14.3

個人情報の紛失、漏えい、不正アクセス等を防止し、個人情報を安全に
管理するために必要な措置を講じなければなりません。また、
アムウェ
イが個人情報の管理状況について調査をする場合には、
この調査に協
力します。

4.14.4

個人情報を、
本人の同意なく第三者に開示・提供してはいけません。ま
た、
個人情報を他の人と共有することも、
本人の同意を得ていなければ
行ってはいけません。

4.

ディストリビューターの責任と義務
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4.14.5

個人情報の紛失、漏えい、不正アクセス等の事故が生じた場合には、直
ちにアムウェイに対して報告しなければなりません。

現金取引の原則

4.15

アムウェイ商品の購入・販売は、
原則として現金取引です。ただし、
アムウェイが認
める商品、範囲および方法で、
アムウェイ商品の購入に際し、
アムウェイ・クレジッ
トおよびクレジットカード
（アムウェイカード含む。）
を利用することができます。利
用に際しては、
次の事項を遵守しなければなりません。
①アムウェイ商品は、
自家使用のために購入されなければなりません。
②名義の貸し借り
（家族間の貸し借りも含む）
、架空名義の使用、虚偽の内容での
申請等、
不正なクレジット取引を行ってはなりません。
③発行会社が定める会員規約等を遵守しなければなりません。
④クレジットカードを利用したキャッシング、
ローン等によりアムウェイ商品の購入
資金を借り入れてはなりません。
⑤クレジットカードを利用して一括払いでアムウェイ商品を購入した後にリボルビ
ング払いに支払方法を変更してはなりません。
⑥ディストリビューター資格が解約された場合または失効した場合、アムウェイ
カードを利用できなくなる場合があります。
4.15.1

ディストリビューターは、
アムウェイの商品購入および販売において、
ク
レジットやローン等の消費者信用のあっせんをすることはできません。

5.

スポンサーの責任と義務

5.1

スポンサーの義務

すべてのディストリビューターは、
自分自身のアムウェイ・ビジネスに責任があり
ます。スポンサーや系列上位ディストリビューター（DD 含む）
からの適切なサポー
ト、
トレーニング、
モチベーションもグループの持続的な成長のために必要です。一
方で、
スポンサーや系列上位ディストリビューター（DD 含む）
の行為は、
系列下位
ディストリビューターのビジネスの独立性や個人の努力を妨げたり、
アムウェイと
各ディストリビューターとの関係に不適切に介入したりすることは絶対にあっては
なりません。そのような行為はアムウェイ・セールス & マーケティング・プランの
不 正 操 作ともみなされます。アムウェイは、スポンサ ーや系 列 上 位ディストリ
16
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ビューター（DD 含む）の関与が適切であり、
アムウェイ倫理綱領・行動規準に準
拠しているかどうかを判断するための審査権限を有します。行き過ぎた関与や
セールス & マーケティング・プランの不正操作が認められた場合、
資格不認定お
よび／または倫理綱領・行動規準に基づいて適切な措置を講じます。スポンサー
や系列上位ディストリビューター（DD 含む）
は「アムウェイ倫理綱領・行動規準細
則」
に定められているとおり、
適切なサポートを提供してください。
スポンサー活動を行うときは、
以下の内容を遵守してください。
5.1.1

｢3. ディストリビューター資格」に定められている資格取得条件などを満
たしていない人に対しスポンサー活動をすることや、
アムウェイ・ビジネ
スに関するミーティングに参加させる等、
ディストリビューター登録に関
するビジネス活動を行うことはできません。

5.1.2

スポンサー活動を行うためには、
スポンサー活動資格を取得し、所定の
更新手続きをしなければなりません。

5.1.3

スポンサーする際は、スポンサーする相手に、「概要書面
（アムウェイ・
ビジネスの概要）
」
を無償で交付しなければなりません。

5.1.4

ディストリビューター資格取得申請は、申請者自身によって手続きが行
われなければなりません。また申請者本人以外の住所や電話番号で登
録させることはできません。

5.1.5

アムウェイ・ビジネスの説明では、「概要書面
（アムウェイ・ビジネスの
概要）
」およびアムウェイ発行の販売促進資料、視聴覚資料、広報物等を
利用して、
アムウェイ・ビジネスおよびアムウェイ・セールス & マーケティ
ング・プランとその他報酬制度を説明しなければなりません。以下の重
要事項は十分に説明し、
理解してもらってください。
①アムウェイ・ビジネスを始めるにあたり必要な資金は初年度年会費
3,600 円のみであること。
②アムウェイ・ビジネスでの収入は、努力に見合った報酬であり、収入が
保証されているものではないこと。またスポンサー活動だけでは収入
を得ることができないこと。
③アムウェイ・ビジネスは無理のない自己資金の範囲で行うべきもので
あること。
4.

ディストリビューターの責任と義務

5.

スポンサーの責任と義務
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④クーリング・オフ、「100％現金返済保証制度」、「在庫製品引取制度」
や、
ディストリビューター資格解約について。
⑤商品の種類や性能、
品質について。
⑥その他、
ディストリビューター登録や商品購入の判断に影響をおよぼ
す事項について。
5.1.6

ディストリビューターの収入は、
アムウェイが公表した最新の平均ボーナ
ス取得額を使い説明してください。

5.1.7

ショッピング メンバーのスポンサリング
ショッピング メンバーをスポンサーする際には以下の内容を遵守してく
ださい。
①ショッピング メンバー 入 会 申 請を行う前に、スポンサ ーディストリ
ビューターは、その申請が「アムウェイ ショッピングメンバー」規約の
条件を満たしたものであることを確認しなければなりません。
②ショッピング メンバー 入 会 申 請 者に
「アムウェイ ショッピングメン
バー」規約に基づき十分な説明をして、
規約を十分に理解してもらった
上で、
申請手続きは申請者自身が行わなくてはなりません。
③ポイント補償期間中のショッピング メンバーに対して、
アムウェイ商品
を販売してはなりません。

5.1.8

アムウェイは、
ディストリビューター番号
（ショッピングメンバーの場合は
お客様番号）
・氏名・住所・電話番号・購入および返品実績等の個人情
報を取り扱います。スポンサーは、
ディストリビューター資格申請者なら
びにショッピング メンバー入会申請者に対して、「概要書面
（アムウェイ・
ビジネスの概要）
」に記載された「個人情報の取り扱いについて」に関し
て説明し、
申請者の同意を得てください。

5.2

スポンサー活動における禁止行為

スポンサー活動をするときおよび他のディストリビューターに対し教育等をすると
き、
以下の行為は禁止されています。
5.2.1
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アポイントの時に、
以下のことを明示せずにスポンサリング活動をすること。
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①自身の氏名
②アムウェイのディストリビューターであること
③アムウェイ・ビジネスへの勧誘が目的であること
④アムウェイ商品の種類
⑤年会費の負担について
5.2.2

アムウェイ・ビジネスへの勧誘が目的であることを告げずに、一般の人
が出入りしない場所でスポンサリング活動をすること。

5.2.3

アムウェイ商品の購入を強要したり、義務付けたりすること。また、仕入
れ・在庫・販売等のノルマを課したり、
ビジネス活動を強要したりするこ
と。

5.2.4

3.「ディストリビューター資格」ならびに
「アムウェイ ショッピングメン
バー規約」
に違反するようなディストリビューター資格取得申請ならびに
ショッピング メンバー資格取得申請を手伝ったり、示唆したりすること。
また、3.1「資格取得申請条件」で定める条件を満たさない者に対し、
ス
ポンサー活動をしたり、
アムウェイ・ビジネスに関するミーティングに参
加させたりする等ディストリビューター登録に関するビジネス活動を行
うこと。

5.2.5

本人に無断でディストリビューターやショッピング メンバーに登録した
り、
アムウェイから商品購入を行ったりすること。

5.2.6

事実ではないことを告げること。

5.2.7

重要な事実を告げずに勧誘すること。

5.2.8

威迫したり困惑させたりすること。

5.2.9

迷惑を覚えさせるような行為をすること。

5.2.10

相手の知識、判断力、経験や財産の状況に照らして不適当と思われる勧
誘活動を行うこと。

5.

スポンサーの責任と義務
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5.2.11
5.2.12

ショッピング メンバーに、
販売またはスポンサー活動をさせること。
系列の操作を行うこと。さらに、そのような行為を勧める、
もしくは要求
すること。

5.2.13

本来のスポンサー以外のディストリビューターの下で登録することを勧
める、
もしくは要求すること。

5.2.14

他人にアムウェイ商品の購入資金の借り入れを勧めたり、
購入資金の提
供をしたりすること。

5.2.15

他系列のディストリビューターやショッピング メンバーをスポンサーする
こと。またはそのために勧誘すること。

5.2.16

いわゆる
「出会い系」
「 婚活系」の SNS、Web サイト、
アプリ、
イベント、
集まり等を利用して、
アムウェイ・ビジネスへ勧誘する相手やアムウェイ
商品を販売する相手を見つける行為。相手の恋愛感情を利用しもしくは
親切さを感じさせ、
相手の心理的負担を利用して登録や商品購入させる
こと。

5.3

ゼロトレランス・ポリシー

アムウェイが開業していない国でビジネス活動を行うことはできません。万一、
こ
れらの活動があった場合、
アムウェイはディストリビューター資格解約処分やビジ
ネス活動の停止などの措置を行う場合があります。詳細については、「ゼロトレラ
ンス・ポリシー」
（76 ページ）
をご確認ください。

6.

スポンサー系列の保全

6.1

アムウェイ以外でのネットワーク利用の禁止

アムウェイのネットワークは、
アムウェイ・ビジネスを紹介していくためのアムウェ
イ固有の財産であり、
ディストリビューターはこのネットワークを他の目的に利用
したり、
このネットワークに関する情報を第三者に開示したりすることはできませ
ん。以下のような行為は禁止されています。この禁止規定はディストリビューター
20
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資格失効後も効力を有します。なお、未登録の配偶者がこれらの違反行為を行っ
た場合には、登録のあるディストリビューターがその責任を負います。また、過去
に夫婦以外でパートナーを組んでいて、
その一方が脱退した場合、
脱退したパート
ナーがこれらの違反行為を行った場合も、同様に残留したパートナーがその責任
を負います。
6.1.1

アムウェイ商品以外の商品または役務を他のディストリビューターまた
はショッピング メンバーに勧めたり販売したりすること。

6.1.2

アムウェイ・ビジネスに関係のない活動
（政治・宗教・他社ビジネス等、
ただしこれらに限りません）
のために、
アムウェイのネットワークを利用す
ること。

6.1.3

アムウェイ、
アムウェイ ･ ビジネスまたは他のディストリビューターを誹
謗・中傷・侮辱すること。

6.2

資格の再申請

以前ディストリビューターであった者またはその配偶者が資格取得の再申請をす
る場合、元のスポンサーとその系列が資格解約時または失効時と同一であれば、
いつでも再申請することができます。なお、
（再）申請時点で元のスポンサーディ
ストリビューターの登録が抹消されている場合、抹消されたディストリビューター
の最初の系列上位の、現在資格が有効なディストリビューターの下であればいつ
でも
（再）
申請することができます。ただし登録の変更により、
ディストリビューター
のビジネスグループを戦略的に変更することはできません。なお、
インターナショ
ナル・スポンサー系列が関係する資格の再取得については、
インターナショナル・
ビジネスに関する世界共通のルールが適用されます。

6.3

解約・失効後のスポンサー系列

ディストリビューター資格が解約または失効となった場合、
原則として、
そのディス
トリビューターがスポンサリングしたすべてのディストリビューターならびにショッ
ピング メンバーは、
スポンサー系列の直近上位に移行します。ただし、21％グルー
プを 2 系列以上持つディストリビューターの資格が解約または失効となる場合、
ま
たはアムウェイが必要と判断した場合には、
アムウェイが直接管理します。
5.

スポンサーの責任と義務

6.

スポンサー系列の保全
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6.4

スポンサー系列の移動

一度、
ディストリビューター登録した者は、原則として他のスポンサーの下では登
録することはできません。別のスポンサーの下で登録を
（再）申請する場合には、
以下の 6 カ月または 2 年間の無活動期間が必要となります。
これらの条件に違反した
（再）申請による登録が発覚した場合、
アムウェイは、
スポ
ンサ ー系列の長期保全のため、そのディストリビューターと下位のディストリ
ビューターならびにショッピング メンバーの全部または一部を、
元のスポンサー系
列に戻すことができます。
6.4.1

6 カ月無活動ルール
かつてディストリビューターであった者
（またはその配偶者）
が、
新しいス
ポンサーのもとでディストリビューター資格取得を
（再）申請する場合、
申請者は申請日から遡って 6 カ月間以上ディストリビューター登録また
は、
ビジネス活動を行っていてはなりません。

図1

無活動の規定
【例 1】

Xさん系列

Yさん系列

無活動の規定
【例 2】

Aさん

Xさん系列

Aさん

Yさん系列

6カ月間無活動

Aさん

Bさん

Aさん

Bさん

6カ月間無活動

2年間無活動

無活動の規定
【例 3】

Xさん系列

Yさん系列
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Aさん

Bさん

Bさん

Aさん

6カ月間無活動

2年間無活動

6.4.2

2 年間無活動ルール
かつてディストリビューターであった者
（またはその配偶者）
［B］
が、
かつて
［B］
が所属していた系列上のディストリビューター［Ａ］
が現在登録して
いる他のスポンサー系列のＤＤグループ内で新たに資格を取得するに
は、
［B］
が申請日から遡って 2 年間以上、
ディストリビューター登録または
ビジネス活動を行っていてはなりません。ただし、
［Ａ］
の登録より 2 年間
以上経過している場合は、6.4.1「6 カ月無活動ルール」
が適用されます。

図2

資格切替、
系列変更に関するルール

Xさん系列

メンバーに資格変更、
系列も X から Y へ

ディストリビューター

Yさん系列

ショッピング メンバー

Aさん

Aさん

6カ月 + α

ポイント

X系列ポイント補償期間

5/10

6/1

11/30

メンバーに切替

6カ月

12/1
Y系列で
ポイント計上

資格切替日

6.

スポンサー系列の保全
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6.4.3

無活動の定義
無活動期間中はビジネス活動を行うことができません。具体的には以下
のようになります。
①商品の仕入れ・販売活動を行わない
②スポンサー活動を行わない
③ディストリビューターのビジネス活動を行わない
④アムウェイやディストリビューターが開催する各種ミーティングに参加
しない
⑤アムウェイ・ビジネスに関する各種ミーティングを主催しない
⑥他のディストリビューターのビジネス活動を手伝わない
⑦ディストリビューターのボーナスや小売利益を受領しない

6.4.4

ポイント補償制度
資格切替において他系列で登録する場合は、無活動ルールに代えて所
定のポイント補償制度を適用します。ポイント補償制度とは、
資格を切替
えた月と、その翌月以降 6 カ月間は、元のスポンサー系列に PV を計上
するもので、
系列保全の理念より生まれたルールです。

6.4.5

夫婦の登録
夫婦の場合には、そのどちらかが無活動期間にあるときには、その配偶
者もディストリビューター登録をすることはできません。また、登録にあ
たっては夫婦双方が無活動ルールを守っていなければなりません。

6.4.6

異議申し立て
ディストリビューター資格取得の
（再）申請者が、6.4.1 〜 6.4.4 を守って
いなかった場合、
かつての系列上位のディストリビューターは異議の申し
立てをすることができます。ただし、
異議の申し立ては、
アムウェイがその
（再）
申請を受けた日から 2 年以内に限ります。

6.5

離婚

パートナーシップを組んでいる夫婦が離婚する場合は、
どちらか一方がビジネスを
継続し、
もう一方はパートナー削除を行わなければなりません。ただし、資格の分
割を希望する場合には、6.5.2「離婚分割」の定めに従わなければなりません。

24
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6.5.1

離婚後の再登録
離婚が成立したことにより、
パートナーの一方が離婚前に登録していた
ディストリビューター資格を離れ新たにディストリビューター登録するとき
には、
無活動ルールは適用されず、
すぐに登録を申請することができます。
ただし、
新たに登録したディストリビューターのもとに、
以前の系列上位ま
たは下位のディストリビューターが
（再）
登録を希望する場合には、
6.4.2「2
年間無活動ルール」
が適用されます。

6.5.2

離婚分割
離婚成立後、
３０日以内に、
アムウェイにディストリビューター資格の分割
を希望する旨通知しなければいけません。分割は元のディストリビュー
ター資格を夫婦の一方が引き継ぎ、他方が同スポンサーの下で新規登
録した場合に限り、系列下位グループをフロント系列から 2 つに分割す
ることができます。その場合においても、21％系列は元のディストリ
ビューター資格の下に残さなければいけません。
アムウェイは、
そのディストリビューターが正式に離婚したことと、
分割内
容が系列のディストリビューターに悪影響を与えないことを確認した上
で、その分割を承認または拒否することができます。なお、上記 30 日以
内に通知がない場合、
アムウェイは、そのディストリビューターがビジネ
ス活動を行うことが困難であると判断し、アムウェイがそのディストリ
ビューター資格を管理することができます。また、
分割方法につき当事者
間の合意が得られない場合は、
アムウェイはそのディストリビューター資
格を解約することができます。

7.

ミーティング開催、
ビジネス・サポート・
マテリアル
（BSM）

7.1

ビジネス・サポート・マテリアル（BSM）および BSM 活動

BSM および BSM 活動においては、
別途定める
「BSM 規則」および「BSM 制作ガ
イドライン」
「ミーティングおよびイベントにおける第三者の知的財産の利用に対
する指針」
を遵守してください。

7.2

収支報告
6.

スポンサー系列の保全

7.

ミーティング開催、ビジネス・サポート・マテリアル（BSM）
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ミーティングを主催することやアムウェイ商品またはアムウェイ・ビジネスに関す
る販売促進物によって、利益を得ることはできません。有償のミーティング、
セミ
ナー、承認された販売促進物等に対し、
アムウェイから提出を求められた場合に
は、
収支報告書を直ちに提出しなければなりません。国内外を問わず、
ミーティング
（ラリー、
セミナーなどを含む）
を主催する場合、
終了後 30 日以内に
「ミーティング
開催収支報告書」
を提出してください。

7.3

記録の禁止

アムウェイが主催する各種ミーティングの内容を録音・録画
（写真撮影も含む）
す
ることを希望する場合、
アムウェイより事前に許可を得なければなりません。また、
許可を得て録音・録画したものであっても、その利用方法はディストリビューター
の個人的な目的に限ります。
なお、
アムウェイはそのミーティングで録画・録音したディストリビューターの映像
や音声をホームページ、出版物
（Amagram 等）
、
イベント等において利用すること
があります。

7.4

イベント、ラリー、セミナー、ミーティング等の開催

主要なイベントは、
すべて事前にアムウェイに申請し、
チェックを受け、承認されな
ければ開催することができません。ミーティング、
イベント等の名称および内容が
アムウェイ・ビジネスおよび製品に関係のないミーティング、
イベント等であると
誤解させるなど、
アムウェイがミーティング、
イベント等の名称および内容として不
適当であると判断した場合、
アムウェイはその名称および内容の変更をディストリ
ビューターに対し義務付けることができ、
ディストリビューターは、
その名称および
内容を変更しなければなりません
（一度承認された名称および内容の変更も含み
ます）
。
7.4.1

参加者が 2,000 人以上あるいは参加費が 1 名につき、前売り、当日券と
もに 1,001 円
（消費税含む）
以上のミーティング
（ラリー、
セミナーなどを
含む）
を主催する場合、
ミーティング開催日の 60 日前までに、
アムウェイ
に
「ミーティング開催計画書」
（http://www.amwaylive.com からプリント
できます）
を提出し、
承認を得なければなりません。

7.4.2
26

海外にてミーティング
（ラリー、
セミナーなどを含む）
を主催する場合、
参
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加者数にかかわらず「海外ミーティング開催計画書」
をイベント内容の広
報開始日または業者
（旅行会社等）
との契約締結日のいずれか早い日の
30 日前までにアムウェイに提出し、
アムウェイの承認を得なければなり
ません。開催に際しては、
開催国の関連法令およびアムウェイ・ビジネス
を行う条件を遵守しなければなりません。
7.4.3

国内・海外を問わず、
ディストリビューターに関係するパーティーおよび
文化活動等を行う場合で、
参加者が 500 人以上、
あるいは参加費が 1 名
につき 30,001 円
（消費税含む）以上の場合は、「パーティーおよび文化
活動等開催計画書」
をイベント内容の広報開始日または業者
（旅行会社・
イベント業者等）
との契約締結日のいずれか早く到来する日の 30 日前
までに提出し、
アムウェイの承認を得なければなりません。

7.4.4

ミーティングの主催者は、
参加者に対して、
駐車場の有無をあらかじめ告
知する等、適切な運営を心がけ、会場周辺に迷惑のかからないようにし
なければなりません。さらに、
終了後は、
開催費用の精算や後片付け等を
速やかに行わなければなりません。

7.4.5

ミーティングには、
ビジネスにふさわしい服装で参加しなければなりませ
ん。

7.4.6

アムウェイのミーティングやセミナー等に人を誘う場合は、その内容が
アムウェイ・ビジネスの話であることを事前に説明しなければなりませ
ん。

7.4.7

深夜のミーティング開催により、参加者や会場周辺に迷惑をかけること
がないようにしてください。

7.4.8

ディストリビューター主催のミーティング、
ラリーにおいてアムウェイの
書面による事前の許可なく、物品の販売
（チャリティー目的の場合を含
む）
をすることはできません。

8.

アムウェイの商標などの使用
7.

ミーティング開催、ビジネス・サポート・マテリアル（BSM） 8.

アムウェイの商標などの使用
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8.1

禁止される行為

ディストリビューターはアムウェイの商号、商標などを無断使用することはできま
せん。以下のような行為は禁止されています。
8.1.1

アムウェイの会社名、商標、商品名、著作物、印刷物、視聴覚資料などを
無断で使用して、印刷物、視聴覚資料、Web サイト、
ソフトウェア等の販
売促進物、
装身具、
衣料品、
文房具、
家庭用品、
その他のディストリビュー
ター向け、およびプロスペクト向け物品またはサービスを製作、販売、宣
伝、
譲渡または譲り受けること。アムウェイ商品の映像を使用して販売促
進活動に類似した行為をすること。アムウェイの会社名、商標、商品名な
どまたはこれらと類似した名称を、商号、社名、商標、
ドメインネームまた
はメールアドレスとして登記、登録、商標登録あるいは使用すること。な
お、
この禁止規定は、
ディストリビューター資格失効後も効力を有するも
のとします。

8.1.2

アムウェイ商品またはアムウェイ・ビジネスに関する販売促進物を制作・
使用・販売・提供・宣伝すること。ここでいう販売促進物とは、印刷物、
視聴覚資料、Web サイト、
ソフトウェア等、
アムウェイ・ビジネスの販売
促進を目的として使用されるその他の物品およびサービスを指します。
ただし、所定のピン・レベルの資格を有しているディストリビューターに
ついては、別途定める
「ビジネス・サポート・マテリアル
（BSM）規則」に
従って、
アムウェイが事前に承認した場合にのみ、
これらの販売促進物を
制作することができます。また、
ニューズレターについては、DD 以上の
資格を有するディストリビューターに限って、「ビジネス・サポート・マテ
リアル
（BSM）
規則」
に従って、
制作することができます。

8.2

ディストリビューターの名刺

ディストリビューターが名刺を作成する場合は、
以下の事項をすべて明記して使用
してください。
①アムウェイ・ディストリビューター
②ディストリビューター番号
③氏名
（登録氏名、
法人ディストリビューターの場合は法人名および代表者氏名）
④住所、
電話番号等の連絡先
⑤「アムウェイ・ディストリビューターは、
日本アムウェイ合同会社の役職員または
代理人ではなく、
独立した事業主です。」
との文言
28
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9.

資格の承継

9.1

死亡および相続

ディストリビューターが死亡した場合、そのディストリビューター資格は、以下に定
める規則、
または規則に定めのない事項については相続に関する民法およびその
他の法令に従って、
相続または遺贈することができます。また、
生前よりあらかじめ
取決めをすることにより、
死亡によって効力が発生するものとして、
自らの子、
また
は既に別のディストリビューター資格を保有し、
スポンサー活動資格を有している
人
（ただし、法人ディストリビューターの場合にはオリジナルディストリビューター
を指します）
にディストリビューター資格を譲渡することができます。ただし、
相続、
遺贈および死因贈与のいずれを選択した場合にも、ディストリビューター資格の
承継についてアムウェイの書面による承認を得なければなりません。なお、
資格の
相続・遺贈にかかるディストリビューター資格の承継手続きについては、
ディスト
リビューターの死亡日より 90 日以内に行わなければなりません。
この期間内に所
定の手続きが行われない場合、
または手続きに不備があり、同期間内に必要な是
正措置が取られない場合、そのディストリビューター資格は死亡日から 90 日を経
過した時点で失効するものとします。
9.1.1

ディストリビューター資格は、
被相続人の子 ､ 親または配偶者で、
ビジネ
ス活動をする資格を持つ受遺者または相続人に承継されます。なお、被
相続人に子、親または配偶者がいない場合に限っては、その他法定相続
人でビジネス活動をする資格をもつ相続人に承継されます。受遺者また
は相続人がディストリビューターとしてビジネス活動をする資格がない
場合、その資格を得るまでの間、そのディストリビューター資格はアム
ウェイが指名した他のディストリビューターが管理・運営します。その間
所定の管理・運営費用が発生しますが、それはすべてそのディストリ
ビューター資格から発生するボーナスから差し引かれます。また、その
ディストリビューター資格に付随する各種ボーナスならびに提供される
サービスは、受遺者または相続人がアムウェイの定める条件
（ディストリ
ビューター向けの各種教育プログラムの受講完了等）
を満たすまで一部
提供されません。もし相続人が 2 人以上いる場合、
そのディストリビュー
ター資格を相続することになった相続人は、他の相続人からその相続に
ついての同意書を取りつけアムウェイに提出しなければなりません。受
遺者が 2 人以上いる場合についても、相続人が 2 人以上いる場合と同
様の手続きが必要です。
8.

アムウェイの商標などの使用
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相続による承継は以下の組み合わせ・順位にしたがってなされ、
ディスト
リビューター資格を相続することになった相続人は、他の相続人からそ
の相続についての同意書をアムウェイに提出しなければなりません。
①配偶者がいる場合
（1）配偶者および子のうち、1 名
（2）配偶者および父母のうち、1 名
（3）配偶者
②配偶者がいない場合
（1）子のうち、1 名
（2）父母
9.1.2

ディストリビューターは、満 16 歳以上の子と生前にあらかじめ取決めを
することにより、その子を追加パートナーとしてそのディストリビュー
ターの生前にあらかじめ申請することができ、そのディストリビューター
の死亡によって追加パートナーとしての効力が発生します。ただしその
子は、
追加パートナーとなっても満 20 歳になるまで、
または学生の場合、
学業を終え学生ではなくなるまでは、
ビジネス活動ができません。もし、
その子がビジネス活動をする資格を得る前に親であるディストリビュー
ターが死亡した場合、
アムウェイはその子がビジネス活動をする資格を
得るまで、
その子のためにそのディストリビューター資格を管理・運営す
る他のディストリビューターを指名し、管理・運営を委ねます。その間所
定の管理・運営費用が発生しますが、
それはすべてそのディストリビュー
ター資格から発生するボーナスから差し引かれます。また、そのディスト
リビューター資格に付随する各種ボーナスならびに提供されるサービス
は、その子がアムウェイの定める条件
（ディストリビューター向けの各種
教育プログラムの受講完了等）
を満たすまで一部提供されません。

9.1.3

ディストリビューターは、既に別のディストリビューター資格を保有し、
ス
ポンサー活動資格を有している人
（ただし、法人ディストリビューターの
場合にはオリジナルディストリビューターを指します）
と、贈与者が生前
にあらかじめ取決めをすることにより、そのディストリビューターを追加
パートナーとして生前にあらかじめ申請することができ、贈与者の死亡
（オリジナルパートナーが複数いる場合にはそれら全パートナーの死亡）
によって、追加パートナーとしての効力が発生し、贈与者のディストリ
ビューター資格を譲渡することができます。
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9.1.4

相続、
遺贈および死因贈与の詳細ならびにアムウェイが定める Succession
Planning にて提示されるオプションを含むその他の資格の承継につきまし
ては、
あらかじめアムウェイにご相談ください。

10.
10.1

その他の条項
ディストリビューターとアムウェイの関係

ディストリビューターは、
アムウェイやその関連企業と雇用関係を持つ従業員では
なく、
独立した事業主となります。アムウェイと雇用関係にある、
または代理人であ
る等の誤解を与える説明をすることはできません。

10.2

アムウェイによるビジネス内容の確認

ディストリビューターが関連法令、「アムウェイ倫理綱領・行動規準」、
その他の諸
規則に違反している、
またはその可能性があるとき、アムウェイは書面による質
問、回答、文書および証拠の検討を通じて、その事実について調査、確認を行うこ
とができます。

10.3

小売価格設定

ディストリビューターは、登録時期にかかわらずアムウェイから一定の価格で商品
を購入することができ、
その小売り販売価格を自由に設定することができます。

10.4

所得申告

アムウェイ・ビジネスにより得た所得は、税法に従って毎年正しく申告しなければ
なりません。また、
アムウェイから
「申告書の写し」の提出を求められた場合には、
2 週間以内に必ず提出してください。アムウェイが税務当局から、
ディストリビュー
ターへのボーナス支払いに関する情報提供を要請された場合、
アムウェイはその
要請に応えざるを得ないことがあります。

11.
11.1

違反に係る措置
制裁措置

ディストリビューターが「アムウェイ倫理綱領・行動規準」及びその他のアムウェイ
の規定の各規則に違反した場合、
アムウェイは、諸般の事情を考慮した上で、違反
9.

資格の承継
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したディストリビューターに以下のいずれか 1 つ、
もしくは複数の処分を科すこと
があります。アムウェイが決定した措置は、
違反したディストリビューターへ文書で
通知し、
系列上位ディストリビューターへその写しを送ります。通知文書には、
違反
内容と該当の規則、決定した措置内容と措置開始日、措置に期限がある場合には
措置終了日が記載されます。
①注意・警告処分
②再教育処分
③ボーナスの支払い停止、
既払いボーナスの返還
称号、
特典
（インセンティブ・セミナー、
認定証、
ピン、
楯等）
の取り消し・
④資格認定、
返還
⑤プロベーションの適用
（アムウェイによる当該ディストリビューターのビジネス
状況の確認期間）
⑥ビジネス活動
（全部または一部）
の停止
⑦ディスポンサーシップ
（グループ剥奪処分）
⑧ディストリビューター資格解約処分

11.2

違反の共謀、誘発

ディストリビューターは、他の人と共に
「アムウェイ倫理綱領・行動規準」に違反し
たり、違反を誘発したり、あるいは他のディストリビューターに違反をさせたり、違
反を促したりすることはできません。

11.3

複数の違反

違反行為によりアムウェイより注意・指導・措置等を受けたときには、ディストリ
ビューターはただちにそれを改善してください。万一、改善することなく放置した
り、
または繰り返して違反行為を起こしたりするなど改善がみられない場合、
また
複数の違反行為を同時に起こした場合、
それも新たな違反行為となります。

11.4

規則の不正回避の禁止

「アムウェイ倫理綱領・行動規準」を不正に回避しようと試みることは禁止行為と
なります。不正回避とは、「アムウェイ倫理綱領・行動規準」上、
形式的には違反し
ていないものの、その行為が以下のすべてを満たすとアムウェイが判断する場合
をいいます。
① ｢ アムウェイ倫理綱領・行動規準」の違反または適用を回避するのが主たる目
的であること。
②「アムウェイ倫理綱領・行動規準」の趣旨や目的に反すること。
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11.5

系列上位ディストリビューターによる違反に基づく下位ディス
トリビューターへの措置

ディストリビューターが「アムウェイ倫理綱領・行動規準」及びその他のアムウェイ
の規定の各規則に違反した場合、
アムウェイは、違反したディストリビューターの
パーソナル・グループに属するディストリビューターに、
ビジネス活動
（全部または
一部）
の停止措置を含むアムウェイ所定の措置を科すことができます。

12.
12.1

異議申し立て
異議申し立て

アムウェイの制裁措置に合意しない場合、
ディストリビューターはアムウェイ・コー
ポレーション
（アムウェイ・アメリカ本社）
内に設置されている
「インターナショナル・
レビューパネル」
に異議申し立て
（以下「申し立て」
という）
を行い、
審査を求めるこ
とができます。
「インターナショナル・レビューパネル」の連絡先は以下となります。
Amway International Review Panel, 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan
49355 USA, for the attention of Administrator, Global Business Conduct.
また、
申し立ては以下のアドレスへメールで送信することも可能です。
appeal.administrator@amway.com.
ディストリビューターがアムウェイに対して請求、
クレーム、
申し立てを行う場合、
申
し立ての根拠となる資料を添えて書面にて行うものとします。なお、「誰々から口
頭にて承諾を得た」等、口頭による内容を記載しただけのものでは、申し立て資料
としては不十分です。

12.2

審査の要請

「インターナショナル・レビューパネル」が申し立てを受けた場合、
先ずその申し立
て内容について検討し、
申し立てを受け付けることが決定された場合には、
必要な
手続きがとられます。
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「3. ディストリビューター資格」について
（1）
「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 3.1.2 でいう
「学生」
とは、高等学校、
大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校
（看護学校を含む）
、各種
学校、
予備校に籍を置く者をいいます。（夜学・通信制を含む）
（2）
「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 3.3「パートナー登録」
について
① 1 つの資格に 3 人以上のパートナーの登録を希望する場合、
代表者を 1 名
決めてアムウェイに届け出てください。アムウェイが書面により承認してい
なければ、
3 人以上での資格登録はできません。
これらは、
ディストリビュー
ター資格取得後にパートナーの追加をする場合も同様です。
②パートナーの追加をする場合は「アムウェイ・ディストリビューター パート
ナー追加申請書」
（発注番号＊8550）
を、
またパートナーの削除をする場合は
「アムウェイ登録内容変更申請書」
（発注番号＊ 82）
を提出してください。
③ダイレクト・ディストリビューター（以下「DD」
という：仮認定 DD も含む）
の場合は、「ダイレクト・ディストリビューター資格取得申請書」に必要事
項を記入し、
住民票
（間柄がわかるもの）
の写しを添えて提出してください。
④なお、
パートナー追加の場合にはアムウェイより追加するパートナーに対し
て、
「概要書面
（アムウェイ・ビジネスの概要）
」ならびに
「契約書面
（アムウェ
イ・ビジネス ハンドブック）
」および「アムウェイ・ディストリビューター ID カー
ド」
（以下「ID カード」
という）
が交付されます。
（3）
「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 3.4「ビジネス活動の開始」
において、
オンライン・ディストリビューター登録を利用される場合には、
アムウェイが
ディストリビューター資格取得申請を審査 ･ 承認した時点で「アムウェイ・
ディストリビューター ID ナンバー（以下「ID ナンバー」
という）
」が発行され
ます。この場合、
ディストリビューターは ID ナンバーが発行された時点から
ミーティング
（ラリー・セミナーを含む）の主催を除くビジネス活動を行うこ
とができます。
（4）
「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 3.7「資格解約」について、解約にあ
たっては、「アムウェイ・ディストリビューター資格解約書」
（ 発注番号：80）
に必要事項を記入のうえ、
アムウェイに送付
（郵送またはファックスに限る）
するか、
アムウェイの運営するオンラインシステム上の解約手続画面におい
て、
必要な手続きを行ってください。
（5）
「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 3.8「法人登録」において、「所定の
手続き」
とは、
以下に掲げるものを指す。
①「法人ディストリビューター資格取得申請書」の提出
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②その他アムウェイが求める書類の提出
③「法人ディストリビューター資格に関する契約」の締結

「4. ディストリビューターの責任と義務」について
（1）
「 アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 4.2「アムウェイ商品のディストリ
ビューター間での売買」
について
①ディストリビューター間でアムウェイ商品を売買することができるのは、
パーソナル・グループ
（21％系列を含まないグループ）内のみです。他の
DD、GP、SP、SPS グループのディストリビューターにアムウェイ商品の
販売を行うことはできません。これは系列下位のディストリビューターに対
しても同様です。
②ディストリビューター間でのアムウェイ商品の売買は、
系列上位から系列下
位のディストリビューターへの販売に限ります。
系列下位から系列上位ディスト
リビューターや兄弟系列のディストリビューターへの販売は認められません。
（2）
「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 4.3「店頭販売、
不特定多数への広告、
宣伝、
勧誘等の禁止」
について
①物品の販売を行う商店以外の店舗
（例：理髪店・美容院・治療院・飲食店
など）
で、各店舗の顧客としておとずれた人に対しアムウェイ商品やサービ
ス関連情報、販促品、資料などの展示や提供などのビジネス活動を行って
はなりません。店舗等を所有するか、店舗等で勤務するときにも、
アムウェ
イ商品の販売と店舗等の営業は別に行い、
アムウェイ商品の販売において
は、店舗等を持たない他のディストリビューターと同様の方法で行わなけ
ればなりません。
不特定多数に向けた広告、
宣伝、
勧誘等
（例：
②アムウェイ・ビジネスに関して、
チラシの配布、
インターネットのホームページやソーシャル・ネットワーキ
ング・サービスを利用してのスポンサー活動や「アムウェイ商品売ります」
と広告を載せること、電話帳の氏名の前に
「アムウェイ・ディストリビュー
ター」
という肩書を載せること）
を行ってはなりません。
（3）
「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 4.4「商品販売時の義務と禁止行為」
について、
例示の一部として以下のとおりです。
①「事実でないこと」の例：商品の品質について最高・超一流の商品・無公
害などの誇大な表現を使うこと
②「重要な事実」の例：クーリング・オフが利用できることを故意に告げずに
販売すること
アムウェイ倫理綱領・行動規準 2017 細則
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③「威迫・困惑」の例：むりやり購入を迫り、
購入しないと危害を加えられるの
ではないかと不安にさせたり、
戸惑わせたりすること
④「迷惑を覚えさせるような行為」の例：商品の購入をしつこく勧めたり、購
入を強要したりすること
⑤「実需の伴わない発注」及び「発注操作」の例：他人の名義で発注すること
（4）
「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 4.5「書面の交付義務」について、
ア
ムウェイが発行した「納品書兼返金・返品依頼書」、
アムウェイ商品販売時に
交付する
「販売伝票」は、税法上保管を要求される 7 年間のみならず、その
後も必要となる場合がありますので、
大切に保管してください。
（5）
「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 4.6「返品・交換」
について
①返品する場合、
アムウェイが定める
「返品および交換規定」に従って、返品
可能期限内に、「返金・返品依頼書」
（「納品書兼返金・返品依頼書」の右
半分）
、「納品書」のコピー、
もしくはその他当該商品の購入を証明する書
類を添付しなければなりません。これらの書類が添付されていない場合、
返品の申請は受け付けません。
②アムウェイ商品を販売したお客様や、
ディストリビューターまたはショッピン
グメンバーからの返品・交換の申出には誠実かつ迅速に対応しなければな
りません。拒否したり、返品等ができないかのような誤解を与えたりするよ
うな説明をしてはなりません。
（6）
「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 4.8.1 について
ディストリビューターの自己消費目的に限定されたアムウェイ商品の海外へ
の持ち出し、
または国内への持ち込みについては、米国本社のルール部門が
定める規定が適用されます。必ず遵守してください。
①海外へ持ち出すまたは国内に持ち込むアムウェイ商品は、
本人がその国の
ディストリビューター資格でその国で発注・受け取りをしていること。
②耐久消費財
（例：浄水器、空気清浄機など）
は、いかなる場合も海外へ持ち
出すことや国内に持ち込むことはできません。
③海外へ持ち出すまたは国内に持ち込むアムウェイ商品が、他者へ渡される
ことはいかなる状況においても認められません。
④海外へ持ち出すアムウェイ商品は相手国、
また、
国内に持ち込むアムウェイ
商品は自国のマーケットで販売されていない商品に限られます。
⑤この規定をビジネス構築のための戦略として利用することはできません。

「5. スポンサーの責任と義務」について
36
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（1）
「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 5.1「スポンサーの義務」について、
スポンサーや系列上位ディストリビューター（DD 含む）
は以下のようなサ
ポートを提供してください。
プロスペクト／新規ディストリビューターにアムウェイ・セールス & マー
ケティング・プランを説明する。
グループのディストリビューターに継続的にビジネスや製品のトレーニ
ングを提供する。
グループのディストリビューターの個人事業主としての権利を保護する。
グループのディストリビューターにアムウェイ主催のミーティングやイベ
ントに参加するように働きかける。
グループのディストリビューターにアムウェイ倫理綱領・行動規準や関
連法令、
ビジネスマナー、
ビジネス構築のベスト・プラクティスなどにつ
いて教育する。
また、
スポンサーはプロスペクトに対しスポンサー活動をするとき、以下を
遵守してください。
①「サインアップ ･ キット」を交付する際は、
スポンサーの氏名、
住所および電
話番号を
「サインアップ ･ キット」内の「概要書面」裏面に記載してくださ
い。スポンサーが法人である場合は、
法人名、
本店所在地、
代表者氏名を記
載してください。
②「概要書面
（アムウェイ・ビジネスの概要）
」の内容を十分に理解してもらっ
た上で、同封の「アムウェイ・ディストリビューター資格取得申請書」を、申
請者自身に記入してもらうか、
オンライン・ディストリビューター登録を利
用される場合には、
オンライン用のサインアップ・キットを使用してアムウェ
イの運営するオンラインシステム上の「アムウェイ・ディストリビューター
資格取得申請」
フォームを申請者自身に入力してもらってください。
③「アムウェイ・ディストリビューター資格取得申請書」のアムウェイ提出用と
本人控に記載された「個人情報の取り扱いについて」の記載内容を説明
し、個人情報の取り扱いに関する事前の同意を取り付けるようにしてくだ
さい。
④アムウェイ・ビジネスは誰に対しても独占的なビジネス活動の権利を与え
るものではなく、
また、
すべてのディストリビューターはそのビジネス活動
において活動地域の制限を受けないことを正しく説明してください。ただ
し、
海外におけるスポンサー活動については「ゼロトレランス・ポリシー」が
適用されることも併せて説明してください。
⑤アムウェイ・ビジネスでの収入について、下記のような事実と異なる表現、
アムウェイ倫理綱領・行動規準 2017 細則
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または誤ったビジネス方法の説明をしてはなりません。
努力しなくても収入がとれる
すぐに成功する
自分がフォローするのであなたは仕事をしなくてもよい
（2）
「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 5.1.2 に関し、
スポンサー活動資格を
取得または更新するためには、スポンサー活動資格取得前および毎年の
ディストリビューター資格更新時に、「アムウェイ・ビジネス・セミナー」を
受講し、
所定のテストに合格することが必要です。
（3）
「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 5.2「スポンサー活動における禁止
行為」
について
①アムウェイ以外の目的
（例：料理教室、
メイク教室、
各種イベント・パーティー
等）
を伝えて誘った相手にアムウェイ商品を勧めたり、スポンサー活動を
行ったりすることはできません。また、相手からの質問には率直さをもっ
て、
正直、
誠実に答えてください。
②系列上位など他のディストリビューターが同席するときには、
その旨を事前
に相手に伝えてください。
③「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 5.2.2「一般の人が出入りしない場所」
の例：
日本アムウェイ本社やプラザの会議室。
アップライン、
グループの人のオフィスや自宅。
貸切の飲食店、
集会所、
ホールなど。
④「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 5.2.6「事実ではないことを告げる
こと」の例：
「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 5.1.5 に規定する重要事項につい
て、
事実でないことを告げること。
「高収入がすぐに得られる」
「すぐに儲かる」
というような断定的な言い方
をすること。
⑤「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 5.2.7「重要な事実を告げずに勧誘
すること」の例：
「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 5.1.5 に規定する重要事項につい
て、
事実でないことを告げること。
「高収入がすぐに得られる」
「すぐに儲かる」
というような断定的な言い方
をすること。
⑥「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 5.2.8「威迫・困惑」の例：
「ディストリビューター登録してもらわなくては困る！」
と声を荒げ、
戸惑わ
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せること。
解約を申し出ているディストリビューターに、解約を拒否したり、解約で
きないかのような誤解を与えたりすること。
アムウェイ・ビジネスの仕入れのための借入れを勧めたり、
斡旋したりす
ること。
⑦「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 5.2.9「迷惑を覚えさせるような行為」
の例：
昼夜を問わずしつこく電話で勧誘すること。
⑧「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 5.2.14「資金の借り入れ」
とは、
アム
ウェイ・クレジット以外の各種ローン、
クレジットサービス会社からの借り入
れ、
個人間の貸し借りなどを指します。

「6. スポンサー系列の保全」について
（1）
「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 6.4.4「ポイント補償制度」
について
①ショッピングメンバーが入会申込の撤回を行った場合「アムウェイ ショッピ
ングメンバー」規約により、
その入会申込は当初よりなかったものとします。
そのため入会申込撤回後に他系列でディストリビューター登録または
ショッピングメンバーに入会する場合は、
ポイント補償の対象とはなりませ
ん。ただし、
ショッピングメンバー入会日より 30 日以降のショッピングメン
バー資格の取消しは入会申込の撤回とはならず、
ショッピングメンバー資格
取消日以降、
翌月よりの 6 カ月間に他系列でディストリビューター登録また
はショッピングメンバーに入会した場合、元のスポンサーにポイントを計上
します。
②過去にディストリビューターだったショッピングメンバーが再度ディストリ
ビューター登録する場合は、
ポイント補償に加え、「アムウェイ倫理綱領・
行動規準」規則 6.4.1「6 カ月無活動ルール」あるいは 6.4.2「2 年間無活
動ルール」も適用される場合があります。
③ポイント補償期間中は系列の変更はできません。

「8. アムウェイの商標などの使用」について
（1）
「アムウェイ倫理綱領・行動規準」規則 8.1.1 および 8.1.2 の印刷物、視聴覚
資料、Web サイト、
ソフトウェア、
装身具には以下が含まれます。
①印刷物：書籍類、
手帳、
カタログ、
パンフレット、
チラシ、
カレンダー等
アムウェイ倫理綱領・行動規準 2017 細則
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②視聴覚資料：CD、DVD、MP3、
カセットテープ、
ビデオテープ等
③ Web サイト：ホームページ、
ブログ、動画サイト、
ソーシャル・ネットワーキ
ング・サービス等
④ソフトウェア：アプリケーション、
コンテンツ等
⑤装身具：時計、
アクセサリー等
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ビジネス・サポート・マテリアル
（BSM）
規則
［1］政策・方針
本ビジネス ･ サポート ･ マテリアル
（BSM）規則
（本規則）
は、
日本アムウェイ合同
会社
（以下「アムウェイ」
という）
、
アムウェイのディストリビューター、
そしてマルチ
レベル・マーケティングの社会的認知度を向上するために作成されたもので、
ア
ムウェイのディストリビューターにとって重要な レピュテーション （評判）
という
財産を守るために欠かせないものです。
ディストリビューターがグループのモチベーションアップ、
フォロー活動または教
育・啓発のために BSM を制作する必要があるということは理解できますが、
一方
で BSM はその管理を誤ると大変危険でもあります。内容が正確でない等、
誤解を
招くような BSM はもちろんのこと、その販売や流通方法に問題がある場合は注
意が必要です。
■ 本規則に従い所定のピン・レベル以上のディストリビューターが制作する BSM
については、
アムウェイが事前チェックを行って承認した場合に限り、
販売、
配布
または運営することが許可されています。それ以外の、
アムウェイの承認を得
ていない BSM の販売・配布・運営は禁止されています。
■ アムウェイ・ビジネスの基本は、
アムウェイの商品やサービスを販売し、
ビジネ
スの機会を拡大することです。従って、BSM 活動はあくまでもそれらの活動を
サポートする副次的な活動であり、
主たるビジネス活動ではありません。 故に
BSM の販売は公然かつ明朗な方法で行われなければならず、不適切に収入を
得たり、
強制的に販売したりするようなことがあってはなりません。
ビジネス・インフォメーションを含まない資料・情報等に関しても、
■ BSM 以外の、
アムウェイが必要と判断すれば、
随時これをチェックし、
その内容次第では販売・
配布・運営を禁止することがあります。

［2］BSM および BSM 活動
1. 本規則において「ビジネス ･ サポート ･ マテリアル
（BSM）
」
とは、
次に列挙する
うちのいずれかを含む商品またはサービスを意味します。
① アムウェイまたは競合他社の会社情報
② アムウェイ ･ セールス & マーケティング・プランに関する情報や映像
アムウェイ倫理綱領・行動規準 2017
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③ アムウェイの商品やサービスに関する情報や映像
④ スポンサリングに関する情報や映像および資料
⑤ アムウェイで得られる収入に関する情報や映像
（ライフスタイル含む）
⑥ ミーティング、
イベント、
ラリーなどの情報や映像
⑦ ノン・キャッシュ・アワードなどのインセンティブに関する情報や映像
⑧ その他のアムウェイ・ビジネス全般に関する情報
（以上の①〜⑧を総称して以下「ビジネス ･ インフォメーション」
という）
2. 本規則において、
「BSM 活動」
とは、BSM の開発、
制作、
運営、
推進、
マーケティ
ング、
報酬、
販売および流通にかかわるすべての活動を意味します。
3. BSM は一般的に次に列挙する媒体／方法のいずれかの形をとります。
●

書籍、
雑誌、
カタログ、
新聞、
ニューズレター、
スケジュール帳、
カレンダー

●

テープ、CD、MD、MP3

●

ビデオ、DVD

●

Web サイト
（ホームページ、
ブログ、
動画サイト、
ソーシャル・ネットワーキング・
サービス等）

●

アプリケーション、
コンテンツ

●

イベント、
ラリー、
セミナー、
ミーティング

●

プロダクト・サポート・マテリアル
（アムウェイブランド商品の日常的な使用
を直接サポートするアイテム）

4.

BSM を取り扱うことのできるピン・レベル
BSM 種別
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ピン・レベル

事前の申請と承認

イベント、
ラリー、
セミナー、
ミーティング

すべての
ディストリビューター

参 加 者 2,000 人 以 上 ま た は
前 売り、当日券とも、参 加 費
1,001 円
（消費税含む）以上は
必要
（1,000 円
（消費税含む）
以下であれば不要）

ソーシャルメディア

すべての
ディストリビューター

不要

ニューズレター

DD または
それ以上の DD

不要

ホームページ

エメラルド DD または
それ以上の DD

必要

上記以外の BSM

ダイヤモンド DD または
それ以上の DD

必要

プロダクト・サポート・マテ
リアル

クラウン DD または
それ以上の DD

必要

アムウェイ倫理綱領・行動規準

BSM に該当しない例として、
ディストリビューターが純粋な趣味である釣りや園芸
のことについて本を執筆した場合、
その本にビジネス ･ インフォメーションの記載
がまったくなければ、書店を通じて小売販売することは、
アムウェイの事前の承認
を必要としません。
しかし、その本を自分のネットワークやアムウェイ・ビジネスの
機会を利用して販売することは、
アムウェイ・ビジネスに関係のない活動のために、
アムウェイのネットワークを利用することとなり、
認められません。

［3］申請および手続き
1. BSM の申請（新設）
BSM の申請は、所定のピン・レベルを満たしたディストリビューターのもとで、
開発、制作、運営、推進、
マーケティング、販売
（配布）
、流通されなければなりま
せん。BSM に付随するすべての責任は申請者が担うことになり、いかなる場
合も代理申請は認められません。但し、特別な技術が必要な作業を、外部に委
託することはできます。
（ラリー、
セミナー、
イベントを含む。以下総称して「ミーティング」
※ ミーティング
という）
を録画して BSM を申請する場合は、該当する MTG 開催計画書の主催
者と BSM 申請者が同一であること。
一会計年度に制作できる BSM の数は、
アムウェイの BSM に相応しいクオリティ
の維持とグループ・メンバーの経済的負担を考慮して最大 6 マテリアルとしま
す。申請回数ではありません
（例えば、
２枚組 DVD セットは 2 マテリアルとして
数えます）
。
ソーシャルメディア、ニューズレター、
ホームページ、
プロダクト・
※ ミーティング、
サポート・マテリアルを除く
申請された BSM が BSM の考え方
（ポリシー）
から外れていると判断された場
合および、販売方法等に問題があると判断された場合は、申請条件を満たして
いてもアムウェイは承認しません。
2. BSM の販売・配布
承認の必要な BSM は、事前にアムウェイに申請し、
チェックを受け承認されな
ければ、
販売・配布・運営をすることができません。
3. 承認済 BSM を販売・配布できるピン・レベル
新会計年度に BSM 販売に必要なピン・レベルを維持できなかった場合でも、
その時点で承認済である BSM については、
翌一会計年度に限り継続して販売
ビジネス・サポート・マテリアル（BSM）規則
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や配布、
ホームページの運営をすることができます。

［4］各媒体の諸要件
制作に関する詳細は「BSM 制作ガイドライン」および「ミーティングおよびイベン
トにおける第三者の知的財産の使用に関する指針」
をご参照してください。
1. ニューズレター
発 行 の 時 点において DD もしくはそれ以 上 のディストリビューター の みが
ニューズレターを発行できます。またご自身のグループ宛に限り、ニューズレ
ターの電子メールでの発行が可能です。なお、アムウェイが発表する情報を
ニューズレターに転載する場合、一切変更を加えずに転載しなければなりませ
ん。
［掲載できる内容］
●

モチベーションを向上する情報

●

アワード ･ レコグニション

●

ビジネス ･ スケジュール

●

レシピ

●

アムウェイが承認または発表した情報
（ビジネス・インフォメーションを含む）

2. ホームページ
申請の時点でエメラルド DD、
もしくはそれ以上の DD のみがホームページをた
ち上げることができます。すべてのホームページはパスワードを設けて閲覧者
を限定しなければなりません。
3. ソーシャルメディア
すべてのディストリビューターが、
ソーシャルメディアを使ってグループの人と
コミュニケーションをとることができます。詳しくはソーシャルメディア・ポリシー
をご参照ください
4. イベント / ラリー / セミナー / ミーティング
すべてのディストリビューターが「アムウェイ倫理綱領・行動規準」に従ってイ
ベント、
ラリー、
セミナー、
ミーティングを開催することができます。その際に、
い
かなる状況であっても、
ディストリビューターまたはプロスペクトが、
それらへの
参加を義務づけられたり、
強要されたりして不利益を被ることがあってはなりま
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せん。また、
国内開催で参加者が 2,000 人以上あるいは参加費が 1 名につき前
売り、
当日券ともに 1,001 円
（消費税含む）
以上の場合は、
開催日の 60 日前まで
に、「ミーティング開催計画書
（www.amwaylive.com からプリントできます）
」
をアムウェイに提出し、
承認を得なければなりません。また、
終了後 30 日以内に
「ミーティング開催収支報告書」を提出してください。ミーティング活動につい
て詳細は、「アムウェイ倫理綱領・行動規準」の 7「ミーティング開催、
ビジネス・
サポート・マテリアル
（BSM）
」
をご参照ください。
5. DVD
申請の時点においてダイヤモンド DD、もしくはそれ以上の DD のみが自身で
企画・開催・運営したイベント、
ラリー、
セミナーの DVD を制作し販売または配
布することができます。完成版の DVD は販売開始までにアムウェイに提出して
ください。
6. レシピ本
申請の時点においてダイヤモンド DD もしくはそれ以上の DD のみが、
レシピ
本を制作し販売または配布することができます。完成版のレシピ本は販売開始
までにアムウェイに提出してください。
7. iPhone/iPad アプリケーション
申請の時点においてダイヤモンド DD、もしくはそれ以上の DD のみが自身で
企画した iPhone/iPad のアプリケーションを制作し販売または配布することが
できます。ホームページの制作と同様にアムウェイのビジネス・インフォメーショ
ンが不特定多数の目に触れないようにしてください。iPhone/iPad のアプリケー
ション販売において、制作費用以上の収益をあげることはできません。申請に
あたっては、
価格設定の根拠となる収支報告が必要です。
Apple へアプリケーションの掲載を申請する前に、
アムウェイから BSM 承認を
得なければなりません。
8. プロダクト・サポート・マテリアル
申請の時点においてクラウン DD、
もしくはそれ以上の DD のみが以下の条件
の下、
自身で企画したプロダクト・サポート・マテリアルを制作・販売すること
ができます。
完成品は販売開始までにアムウェイに提出してください。
●

１アイテム 2,100 円
（消費税含む）以下、2017 年 4 月 1 日
（予定）
より 2,100
ビジネス・サポート・マテリアル（BSM）規則
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円
（消費税含む）
以下
●

１ディストリビューター資格につき最大 10 アイテムまで

9. 学習用ツール
申請の時点においてダイヤモンド DD、
もしくはそれ以上の DD のみがアムウェ
イ・ビジネスの学習用ツールを制作し販売または配布することができます。完
成品は販売開始までにアムウェイに提出してください。
※ 自己啓発や栄養学など、
一般知識の学習用ツールであっても、
使い方や内容
によってはアムウェイ・ビジネスや商品、サービスの販売を促進する資料で
あるとみなされるため、
ディストリビューターが制作、販売・配布することを
禁止することがあります。栄養学およびアムウェイ商品に関する一般知識を
習得したい場合は、
アムウェイが提供している学習用ツールをご利用くださ
い。
［BSM の内容］
申請される BSM は、
アムウェイ・ビジネスに対するモチベーションアップやグ
ループのフォロー、教育等、
ビジネスの成長をサポートする内容であるととも
に、
アムウェイのブランド・イメージに相応しいものでなければなりません。
●

タイトル、
プログラム構成

●

スピーチ、
ハロートークの内容

●

映像・音声の品質

●

出演者はビジネスに相応しい服装や髪形、
振る舞いであること

BSM に以下の内容を含むことはできません。
●

アムウェイ・ビジネスに適用される関連法規に違反する表現や内容

●

ディストリビューター、
消費者、
一般社会にとって有害な内容

●

裏付けのないもの、
間違ったものまたは古くて使われていない情報

●

商標、
サービス・マークまたは商号の不適切な使用

●

著作権、
肖像権、
パブリシティ権を侵害する内容

●

アムウェイとディストリビューターの関係についての不適切な説明

●

収入に関する間違った
（根拠のない）
情報

［5］BSM の価格および収支
ディストリビューターはすべての BSM 活動において、経費以上の収益をあげるこ
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とは認められていません。BSM の種類を問わず、提供される製品、サービス、情
報に対して公正で適切な価格設定をしてください。DVD（達成ラリーの DVD を
含む）
を BSM として販売する場合、
その販売価格は、
当該 BSM 制作にかかった原
価でなければなりません。原価とは、
ディスクおよびパッケージ代、撮影費等が該
当します。
1. 参加費
ディストリビューター主催のラリー、
セミナー、
ミーティングの参加費について
は、
前売り、
当日券を問わず下記表の価格が上限となります。
一泊セミナー

上限 20,600 円
（消費税含む）

One Day セミナー

上限 6,200 円
（消費税含む）

上記以外のラリー、
セミナー、
ミーティング等

会場収容人数にかかわらず
上限 2,600 円
（消費税含む）

2. 収支報告書
BSM を販売した際には、
販売期間終了後
（1 年を超える場合は 1 年毎に）
「BSM
収支報告書」
をアムウェイに提出しなければなりません。
3. BSM 本来の目的からの逸脱の禁止
BSM 活動において、
製品、
サービス、
情報に対する直接の売上以外の収入を得
たり、提供したりすることはできません。BSM を取り扱う際に、ライン・オブ・
スポンサーシップ
（LOS）
を利用して BSM に定められた価格以外で販売、紹介
したり、
手数料やマージン、
販促品を提供したりすることは禁止されています。

［6］BSM の販売時の注意
1. アムウェイ受付番号
アムウェイの承認を得て販売、
配布、
運営されるすべての BSM には、
アムウェイ
の発行した受付番号を明示しなければなりません。
2. BSM 販売伝票
承認された BSM を販売する際には、所定の「BSM 販売伝票」を必ず交付し
BSM 返品規定の説明をしなければなりません。
3. 返品規定
すべての BSMには、
返品に関して以下の文言が印刷されていなければなりません。
ビジネス・サポート・マテリアル（BSM）規則
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「あなたの意思で購入されたこの BSM に何らかのご不満がある場合、購入
（あ
なたがこの BSM を受領した日）
後 30 日以内であればいつでも販売したディス
トリビューターに返却し、
その代金を全額返金してもらうことができます。」
なお、
ラリー、
セミナー、
ミーティングのチケットは商品の特性上除外となります
が、販売されるチケットおよびその広告などに、当該チケットが返品不可である
ことを明示しなければなりません。また、以下に該当する場合には返品を受け
なければなりません。
●

注文したチケットと実際に販売したチケットの内容が全く違う場合
（日程、会
場、
人数、
ゲストスピーカーなど）

●

講演中止など、
主催者都合による事前に予告のない変更があった場合

●

チケットに返品不可と明記されていない場合

●

チケット販売時に返品ができない旨の説明または案内表示のない場合

4. 法定広告記載事項
すべての BSM は特定商取引に関する法律により義務付けられている以下の
項目について最新の表示を行わなければなりません。
●

商品・サービスの種類

●

特定負担に関する事項

●

総括者
（「日本アムウェイ合同会社」）
の名称、
住所および電話番号

●

広告、
販売をするものの氏名または名称、
住所および電話番号

●

特定利益の計算方法

●

商品名

［7］制裁措置
ディストリビューターが本規則に違反した場合、
アムウェイは当該ディストリビュー
ターに通知し違反行為を即刻やめるように要求しますが、違反行為が即刻停止さ
れない場合は、
アムウェイの裁量で以下のいずれか 1 つまたは複数の措置を講じ
ます。
●

一部、
または全部の BSM 活動
（制作）
の禁止

●

アムウェイのサポート
（例えば BSM のチェック等）
の停止

●

ノン ･ キャッシュ・アワード
（NCA）
および / またはセールス ･ インセンティブ・
プログラム
（SIP）
の適用除外

●

違反行為の停止および当該違反行為により生じた損害等の修正が明確になる
までビジネス活動
（全部または一部）
の停止
（ボーナス支払いの差し止めを含む）
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●

規則不遵守による違反を他のディストリビューターに通知

●

ディストリビューター資格解約処分

［8］本規則の実施／有効期日
本規則は 2011 年 9 月 1 日に発表され、
同日付で発効されました。また法改正や社
会情勢の変化により必要に応じて改正されます。フィールドに出回っている BSM
はすべて本規則に則ったものとしなければなりません。

ビジネス・サポート・マテリアル
（BSM）
制作ガイドライン
ビジネス・サポート・マテリアル
（BSM）制作ガイドライン
（本ガイドライン）
は、
日
本アムウェイ合同会社
（以下「アムウェイ」
という）のビジネス・サポート・マテリア
ル規則
（以下「BSM 規則」
という）
に従いディストリビューターが作成する BSM に
つき、
制作、
運営、
使用、
販売上の留意点等を規定するものです。

［1］承認申請、販売に関するガイドライン
1. 申請
事前にアムウェイへの申請および承認が必要な場合は、
「申請するBSM 本体」、
「BSM 承認申請書」および「BSM 承認申請事前チェックシート」の 3 点をセット
にして、
アムウェイに提出してください。
※「BSM 承認申請書」
、
「BSM 承認申請事前チェックシート」
は amwaylive.com
からダウンロードしてください。
2. アムウェイのチェック
アムウェイが BSM の内容をチェックして修正が必要と判断した場合は、
申請者
へ修正箇所をお知らせします。修正の依頼を受けた場合は、修正が完了した当
該 BSM を改めてアムウェイに提出してください。
ビジネス・サポート・マテリアル（BSM）規則
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3. 承認
アムウェイのチェック後
（修正箇所があった場合は修正完了の確認後）
、アム
ウェイにて承認し、
受付番号
（6 桁）
が発番されます。
承認された BSM に
「受付番号：日本アムウェイ合同会社 ******」を明記してく
ださい。
【媒体別の受付番号の明記場所】
媒体

明記場所

DVD

本編
（DVD 内）
および外装ケース

ホームページ

トップページ

レシピ本／書籍

書籍内
（インサーション対応可）

4. 販売
●

販売開始前までに受付番号を明記した完成品をアムウェイに提出してくださ
い。

●

販売時には必ず所定の「BSM 販売伝票」
を交付してください。

●

販売期間終了後、
（1 年を超える場合は 1 年毎に）
「BSM 収支報告書」
をアム
ウェイに提出してください。

「BSM 販売伝票」、「BSM 収支報告書」は amwaylive.com からダウンロード

●

してください。
●

1 〜 3（配送の場合のみ）
の発注方法でご利用できます。

［2］著作権／肖像権／パブリシティ権／商標権に関するガイドライン
音楽、映像、写真等は、個人で使用する場合と BSM 制作で使用する場合では守る
べきルールが異なります。
※ 個人使用：写真を自宅に飾る・音楽や映像を個人で視聴するためにハードディ
スクに録音、
録画する等
1. 著作権を侵害しないように注意してください。
① 写真、映像、作品等には、撮影者や作成者に著作権があります。写真、映像、
作品等を使用する際は、撮影や作成者の許可を受け、使用料を支払う等の
手続きが必要です。
② 音楽を使用したい場合は、一般的には JASRAC（一般社団法人日本音楽著
作権協会 http://www.jasrac.or.jp/）
から承認を得て、使用料を支払う等の手
続きが必要です。また、「アムウェイ倫理綱領・行動規準」の 7「ミーティン
グ開催、
ビジネス・サポート・マテリアル
（BSM）
」に基づいて、
ミーティング
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開催申請ならびにミーティング収支報告をする際には使用の承認を受けて
いることを併せて申告してください。
③ アムウェイの商標権、
著作権等も守ってください。
●

アムウェイのカタログをアムウェイの許可なく無断で複製してはいけません。

●

アムウェイの会社名、
会社のロゴ、
商品名
（商標）
、
並びに印刷物、
視聴覚資
料、
カタログ、
ホームページに掲載している写真等の著作物をアムウェイ
の許可なく無断で BSM に使用してはいけません。許可を受けた上で商標
または著作物を使用して BSM を制作した場合は、「この資料の一部は、
日本アムウェイからの使用許可のもと、
日本アムウェイのカタログから転
載された」等の記載が必要です。

2. 肖像権を侵害しないように注意してください。
ある程度顔が鮮明に写っており個人を特定することができる写真を、本人の承
諾なく BSM に使用することはできません。
3. パブリシティ権を侵害しないように注意してください。
著名人の名前を出してアムウェイ製品の愛用者であると伝えてセールス活動
をすることは、
その氏名、
肖像権から生じる経済的利益ないし価値を利用するこ
とになり、
パブリシティ権の侵害となるため禁止されています。
【例】
① 「タレントの○○はアムウェイ製品を愛用している」
② 「有名人の○○もアムウェイのディストリビューターに登録している」
4. 「ミーティングおよびイベントにおける第三者の知的財産の使用に関する指
針」も併せてご参考ください。

［3］表現に関するガイドライン
1. 商品に関する表現
商品は正式名称で説明、明記してください。また、商品に関する情報は、製品ガ
イドやアムウェイのホームページに掲載されている最新の説明文、映像等をそ
のまま過不足なく転載・使用しなければなりません。
アムウェイが広報していない性能を説明することは禁止されています。
① 誇大広告、不実告知の禁止
ビジネス・サポート・マテリアル（BSM）制作ガイドライン
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法令により
「明らかに事実と違う表現」および「実際よりも過大に優良・有利である
と誤解させるような表現」は禁止されています。
例 1） 製品全体について
NG：アムウェイの製品は最高の商品／超一流の商品／一番良い商品。
OK：アムウェイの製品は「高品質」である。
【解説】
「最高」、「超一流」、「一番」等の表現は、
それを実証する客観的
な判断基準が明確でないため、
使用することはできません。
例 2） アムウェイ クィーン クックウェアについて
NG：アムウェイ クィーン クックウェアは○○年保証／一生使える。
OK：ハンドルなどの消耗品を定期的に交換すれば、
長く使用できる。
【解説】
耐久年数は使用方法や回数によって異なるため、
アムウェイでは
広報していません。また、保証期間も設けていません。耐久性が
ある点を説明する際は、
必ずハンドルなどの消耗品の定期交換が
必要であることを伝えてください。
例 3） eSpring 浄水器Ⅱについて
NG：水道水は塩素が入っているため身体に悪い／病気になる。
OK：おいしい水に欠かせないミネラル分を失わずに、140 以上の不純
物を効果的に除去する。
【解説】
塩素が人体に有害であると不明確な根拠で水道水・水道局の批
判をすることはできません。また、
病気を予防するというような表
現は eSpring が医療器具であるかのような誤解を与え医薬品、
医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律
（以下「医薬品医療機器等法」
という）
に違反しますので、製品の
優れた性能や特性は会社が提供している情報
（製品ガイド等）
を
使用して正しく説明してください。
例 4） アトモスフィア空気清浄機 S について
NG：インフルエンザウィルスの感染を完全に予防できる／花粉症が治る。
OK：アトモスフィア空気清浄機 S は製品ガイドに記載されている 94 種
類 も の 花 粉、ウィルス、化 学 物 質 など、0.009μm 以 上 の 粒 子を
99.99％まで除去します。
【解説】
アトモスフィア空気清浄機 S はフィルターを通ったウィルスや花
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粉等は除去しますが、予防、治癒効果は実証されていません。ま
た、医療機器であるかのような表現は医薬品医療機器等法に違
反しますので製品の優れた性能や特性は会社が提供している情報
（製品ガイド等）
を使用して正しく説明してください
② 効能効果について
栄養補給食品や化粧品は、医薬品医療機器等法で定められている効能効果の範
囲を超える表現はできません。間違った説明は適切な治療の機会を奪うなど、直
接健康に影響をおよぼす場合がありますので、必ず正しい製品説明を行ってくだ
さい。
例 1） 治療効果を示すような表現は使用できません。
NG：トリプル X を食べればガンを予防できる。
OK：トリプル X はビタミン、
ミネラル、
ファイトケミカルスをバランス良く
摂取できるので、
栄養バランスを崩しがちな現代人には最適です。
【解説】
栄養補給食品は医薬品ではありません。「病気が治る」、「病気
を予防する」等の効果を示す表現や、効果があると誤解を招く表
現を使うことはできません。
例 2） 製品の過剰摂取を勧めるような表現はできません。
NG：トリプル X を目安量の 3 倍摂取すると体に良い／風邪をひいたと
きはたくさん飲むと良い。
OK：トリプルＸは 1 日各 2 〜 4 粒を目安にお召し上がりください。
【解説】
お召し上がり量は 1 人 1 日あたりの栄養所要量を考慮していま
す。また、多量摂取により疾病が治癒したり、
より健康が増進した
りするものではないので、
1 日の摂取目安量を説明してください。
例 3） 体の不調が改善するかのような表現は使用できません。
NG：XS エナジードリンクを飲めば疲れが取れる／元気になる。
OK：XS エナジードリンクは「もうひと頑張りしたい人」、「エネルギーや
パワーがほしい人」
にお勧めの炭酸飲料です。
【解説】
「疲れがとれる」、
「元気になる」
と言う表現は、
体の不調を改善す
る効果を期待させる表現であり、医薬品と誤解させる表現です。
身体の一般的な増強を意味する
「疲労回復」、「老化防止」
といっ
た表現も使用することはできません。
ビジネス・サポート・マテリアル（BSM）制作ガイドライン
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例 4） 使用経験も医薬品医療機器等法で定められた範囲内で表現してください。
NG：私の場合「インテンシブ - プロ インナーエッセンス」を使用したら
シワがとれました。
OK：化粧品の効果は個人差がありますが私の場合、「インテンシブ - プ
ロ インナーエッセンス」
を使用したらハリが出てうるおいました。
【解説】
化粧品は医薬品医療機器等法によりその効能効果の表記が定め
られています。たとえ知り合いの方に話す個人の体験談であって
も、
その範囲を超えた表現を使用することはできません。
例 5） 効果効能や安全性を保証するトークは禁止されています。
●

効果を保証するような表現
NG：
「シュプリーム LX」
を使用すると誰でもお肌にハリが出るのよ。
OK：
「シュプリーム LX」はエネルギーに満ちたハリを与える製品です。
NG：肌にトラブルが出ても続けて使用すれば以前よりきれいになるよ。
OK：肌にトラブルが出たらすぐに使用を中止してね。

●

安全性を保証するような表現
NG：
「ユースエクセンド リッチ クレンジングフォーム」はどんなお肌の
方が使ってもトラブルがありません。
OK：
「ユースエクセンド リッチ クレンジングフォーム」はしっとりとうる
おって、
なめらかな手触りの肌に導きながら、毛穴の汚れまでしっ
かり洗い上げる製品です。
【解説】
化粧品の説明をする際は効果や安全性を保証するような表現
は使用できません。またご使用後、お肌に異常を感じた場合は
直ちに使用中止してください。お肌の異常が好転反応である
かのような説明を行って継続使用を勧めることは、症状を悪化
させる場合があるためできません。

③ 化粧品、医薬部外品の他社製品との比較デモンストレーションの禁止
化粧品の優位性を表現するために他社製品との比較を行うことはできません。医
薬品医療機器等法では、他社製品の誹謗広告は禁止されています。事実を表現し
ても広告である限りは誹謗であると判断されるため、比較デモンストレーションを
行うことはできません。
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2. ビジネスに関する表現
① 登録
ディストリビューターになる為に必要な費用はディストリビューター資格登録に伴
う初年度年会費の 3,600 円
（消費税含む）のみですが、
ビジネスを行う場合には商
品購入、
年会費、
その他諸経費がかかることを必ず伝えてください。
② 登録資格
【NG 例】
1

アムウェイにサインしたときは学生だった／学生の頃にアムウェイの話を
聞いた

2

20 歳になったらすぐビジネスを始められるように 20 歳前にアムウェイの説
明を聞いた

3

本業は学校の先生
（その他、
公務員である状態）
である

【解説】
1

現在、学生はディストリビューター資格登録できません。ご自身のエピソー
ドを使用する場合は、1985 年 12 月 1 日より学生はディストリビューター
登録ができない旨の補足説明が必要です。

2

20 歳未満の方にスポンサリング活動することはできません。

3

国家公務員は、
国家公務員法により副業を行うことができないため、
ディス
トリビューター登録することはできません。また、
地方公務員の方も地方公
務員法等の関連法令や就労上の規定を遵守したうえで申請していただく
必要があります。

③ アポイントを取るとき
【NG 例】
「久しぶりに食事でもしよう」
と誘った／「お料理教室に行こう」
と誘った
【解説】
アムウェイ・ビジネスを説明するつもりでお誘いする場合、約束する時点でそ
の目的を必ず伝えなければなりません。特定商取引法の禁止行為である
「目的
を告げない勧誘」
となるばかりでなく、友人が騙されたと思い信頼関係が壊れ
る原因となります。
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④ スポンサリングするとき
【NG 例】
1

深夜 1 時から説明を始めてセールス＆マーケティング・プランからデモン
ストレーションまで結局 6 時間かかった

2

何度も断られたけど、
絶対に伝えたくて半年間誘い続けた

3

気持ちが入っちゃって、
ファミレスで何時間もかけて説明した

【解説】
1 、 2 正当な理由もなく、早朝や深夜に勧誘活動をすることや長時間にわた
る勧誘、断っている人に対しての執拗な勧誘は、特定商取引法の禁止
行為である
「迷惑を覚えさせる行為」です。
3

飲食店に飲食以外の目的で長時間居座ることは常識に照らしてもマナー
違反です。

⑤ アムウェイ・ビジネスの説明
【NG 例】
1

時間がなかったので、後で読むように
「概要書面
（アムウェイ・ビジネスの
概要）
」
を渡してとにかく登録してもらった

2

会員になれば製品が安く買えると言って、
良く理解できていなかったようだ
けれど、
とりあえず登録してもらった

3 「ディストリビューター資格登録」、「返品規定」、「クーリング・オフ制度」
のことは登録したあとでゆっくり説明しようと思った
4

アムウェイ・ビジネスは、
ノーリスクである／リスクはまったくない／損をし
ない

5

アムウェイ・ビジネスは、サラリーマンでは絶対得られない自由／時間／
一緒に遊べる友達が必ず手に入ります

【解説】
1 、 2 、 3 ディストリビューター資格登録をしていただく前には必ず、
サイン
アップ・キットを無料でプロスペクトに交付し、
「概要書面
（アムウェ
イ・ビジネスの概要）
」の内容を説明し、充分に理解してもらう必
要があります。
4

アムウェイ・ビジネスがノーリスク、
まったくリスクはない、損をしないとは
言い切れないため、
使用することはできません。

5

サラリーマンに対する誹謗中傷と捉えられる表現です。また、自由や時間
や一緒に遊べる友達がアムウェイ・ビジネスでしか得ることができないこ
とであるとは言い切れませんので、
使用できません。
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⑥ セールスマーケティングプラン
（収入）
【NG 例】
1

誰でもすぐ儲かる／絶対に成功する／商品を宣伝するだけで収入を得ら
れる

2

アムウェイのボーナスは権利収入
（印税収入）

3

エメラルド DD になれば、年収 1000 万もらえる／ダイヤモンド DD になれ
ば年収 2,000 万もらえる

【解説】
1

アムウェイ・ビジネスで収入を得るためには、
努力と実績が必要です。「す
ぐ儲かる」や「絶対に成功する」
という表現は正しくありませんので使用で
きません。

2

アムウェイのリーダーシップ・ボーナスについて正確な説明を行った上で、
「権利的な収入」という表現を使用することはできますが、アムウェイの
ボーナスすべてが「権利収入」であり、
一生継続して受け取れると誤解され
るような説明はできません。

3

アムウェイ・ビジネスで得られる収入例について説明する場合は、
アムウェ
イが公表している最新の「平均ボーナス取得額」を利用し正しく説明しま
しょう。

⑦ デモンストレーション
科学的、客観的根拠が明示できないデモンストレーションは「不実告知」に該当す
るため禁止されています。製品のデモンストレーションは、
アムウェイが許可してい
る製品と方法でのみ行ってください。アムウェイでは、科学的・客観的根拠に基づ
き、
どなたでも簡単に行えるものを厳選して紹介しています。
⑧ 正式名称での説明
アムウェイ・ビジネスにおける用語は、
正しく表現してください。
NG：実験
OK：デモンストレーション
【解説】
「デモンストレーション」は製品の説明を行う
「実演」のことを言いますの
で、「実験」
とは異なります。
NG：鍋デモ
OK：クッキングデモ／クックデモ
ビジネス・サポート・マテリアル（BSM）制作ガイドライン
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【解説】
ブランドイメージを守るために正しい表現を使用してください。
NG：打つ
OK：クオリファイした・達成した
【解説】
アムウェイ・ビジネスを知らない方でも、
理解しやすく説明するために
「達
成した」などの正しい表現を使用してください。
NG：切れる
OK：系列が独立する
【解説】
アムウェイ・ビジネスを知らない方でも、
理解しやすく説明するために
「独
立する」などの正しい表現を使用してください。
⑨ 解約
解約に伴う初年度年会費の返還について説明する場合は、
下記の条件を必ず説明
してください。
●

ディストリビューター資格が有効期限内であること

●

所定の方法でその資格を解約することができること

⑩ 返品
返品規定を説明する際、
すべての商品について「いつでも返せる」、「使っていて
も 100％代金が返還される」
と誤解されないように、
アムウェイ カタログに記載さ
れている通りに過不足なく説明してください。特に、
下記の注意事項について必ず
伝えてください。
●

商品
（消耗品か耐久消費財か）
によって返品受付可能期間が異なること

●

商品の使用状況によって返品できない場合があること

●

商品購入時に発生した送料・手数料など、商品代金以外の費用は返金の対
象外であること

［4］ホームページ運営に関するガイドライン
1. ホームページにアムウェイのビジネス・インフォメーションを掲載する場合
ホームページにアムウェイのビジネス・インフォメーションを掲載する場合はパ
スワード保護をかけディストリビューター以外には閲覧できないようにしてくだ
さい。ディストリビューターに閲覧が限定されたサイトに掲載できる内容は次の
通りです。いずれの場合も掲載されるディストリビューターの許可やアムウェイ
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の承認を事前に得てください。
① ディストリビューターの氏名、
住所等個人情報
② ピン・レベル
③ ディストリビューターの写真・映像
④ グループ内表彰、
ビジネス・スケジュール、Amagram やアムウェイのホー
ムページで転載が許可された情報
⑤ アムウェイ・セールス & マーケティング・プラン
⑥ BSM の販売
⑦ アムウェイ・ビジネスで得られる収入やインセンティブ
（ライフスタイル実例
を含む）
⑧ ビジネスの構築に関するヒントやアドバイス
⑨ アムウェイのロゴや製品イメージ
2. 他のサイトとのリンクについて
リンクが認められるのは次の場合のみです。
① アムウェイの公式ホームページ
② アムウェイが承認したディストリビューター作成のホームページ

ビジネス・サポート・マテリアル（BSM）制作ガイドライン
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ミーティングおよびイベントにおける第三者の
知的財産の使用に関する指針
1. はじめに
本指針の目的は、他人が所有する知的財産を適切に使用する方法に関する手
引きを提供することにあります。知的財産には、あなたのアムウェイ・ビジネス
に関連する、著作権および関連または隣接する権利、意匠、実用新案権、特許、
商標、商号、
ソフトウェア、データベースに対する権利、企業秘密およびノウハ
ウ、
ならびに会社、著名人および他の個人の名称と画像を含みます。本指針は、
アムウェイ倫理綱領・行動規準の遵守という契約上の義務を守る上で役立つ
ものです。アムウェイ倫理綱領・行動規準は、
アムウェイの知的財産権を尊重す
ることを義務付けており、
他人の知的財産権を侵害することや知的財産権の侵
害について第三者に対して法的責任を負うような行為をすることは、避けなけ
ればなりません。
本指針に定めるガイドラインに従うことで、
他人の知的財産権を尊重し、あなた
のアムウェイ・ビジネスを保護することに役立ちます。
これは重要なポイントで
す。なぜなら、あなたがディストリビューターとしてアムウェイ・ビジネスに関連
して、他人の知的財産を使用することは、その知的財産の商業的利用とみなさ
れる可能性があり、
また、その知的財産の権利者によって注意深く監視される
ことになるためです。その知的財産の権利者が、あなたの行為に対して使用料
を請求することがあり、知的財産権を行使して、
自己の知的財産権をあなたが
使用したことにより生じた損害の賠償を請求するために法的手段を講じる可能
性があります。
インターネット上に掲載されているビデオ、音楽、写真、
ブログ投稿または文書
などは、
利用可能で容易にダウンロードできるため、
コンテンツを無料でコピー
し、
自己のビジネスに使用してもよいと思い込んでしまうことが少なくありませ
ん。
しかし多くの場合、
これは正しくありません。
また、多くの人が、CD を店頭で購入する、
または iTunes やアマゾンなどのオ
ンラインショップから MP3 を購入するといったように、
小売り販路を介して合法
的に購入した音楽を、
自己のビジネス活動に関連して使用してもよいと考えて
います。
しかし通常、
これは正しくありません。
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実際のところ、
インターネット上のほとんどすべてのものは知的財産権によっ
て保護されていると考える必要があり、
また、最初に適切な許諾または許可を
得ずに、
インターネットからダウンロードまたはアップロードしてアムウェイ・ビ
ジネスに使用することは、
訴訟および罰金の可能性を含めた問題を招く場合が
あることを想定しておかなければなりません。
2. 著作権
著作権法は、
さまざまな素材および著作物を対象にしています。以下に例を挙
げます。
●

音楽著作物および録音

●

ビデオおよびテレビ番組や映画のクリップまたは予告編などその他の視聴覚
著作物

●

書籍、
雑誌、
詩、
ウェブサイト、
ブログ、
ソーシャルメディアへの投稿、
パンフレッ
ト、
小冊子および他の文書からの抜粋などの文学的著作物

●

科学的、
教育的または技術的な性質を有する講義、
スピーチ、
またはプレゼン
テーション

●

写真並びにその他画像、
図面、
絵画、
地図、
彫刻著作物および建築著作物

これらの素材は、
インターネットを含め、
あらゆる種類の媒体に表示され、
印刷、
講演、
電子化または放送されることがあります。
著作権の問題は、
非常に深刻になる場合があります。適切な許諾や許可を最初
に取得することなく著作物を使用した場合、著作権者が著作権を侵害されたと
して訴訟を起こす可能性があり、
責任を負うことになった場合、あなたには高額
の支払いが命じられる場合があります。場合によっては、懲役および罰金が適
用される場合があります。
3. 商標および他の権利
アムウェイ・ビジネスに関連して使用する目的であなたが作成する素材は、別
の知的財産に関する法に基づく問題を生み出す場合もあります。例えば、
名前、
文言、
ロゴ、スローガン、画像、文字、形状、色または音、およびこれらの組合せ
は、商標法または不正競争防止法によって保護されている可能性があります。
あなたが、人々の名前、
肖像、画像、個人情報、
または視聴覚記録を彼らの同意
なく使用した場合、
訴訟を起こされることがあります。
4. 方針およびベストプラクティス
ミーティングおよびイベントにおける第三者の知的財産の使用に関する指針
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以下の方針およびベストプラクティスは、あなたが知的財産権の侵害を避ける
ように、素材を作成および使用しアムウェイ・ビジネスに関連するミーティング
およびイベントを開催するための手引きとなると同時に、
アムウェイ倫理綱領・
行動規準の該当規則を遵守するのに役に立つように意図されたものです。
これ
らの方針およびベストプラクティスは、知的財産権にかかわる素材の使用に関
連するすべての権利および制限を対象としているわけではないことにご留意く
ださい。あなたのアムウェイ・ビジネスに関連して著作物を使用することについ
てご質問がある場合は、
弁護士にご相談ください。
主催者のための方針：
●

アムウェイ・ビジネスに関連する目的で使用されるすべての著作物に関し、
著作権者またはさまざまな国内著作権管理団体
（複製権団体と呼ばれること
もある）
のいずれかから、
許諾・許可を取得してください。また、
これらの許諾・
許可の証拠をいつでもアムウェイに提出できるように、用意しておいてくだ
さい。

●

著作権者または国内著作権管理団体により許諾されなければ、
ミーティング
またはイベントで、楽曲を再生することも、生演奏することもできません。そ
のような許諾があるかどうか、
または、許諾取得の詳細については、関連する
著作権管理団体にお問い合わせください。

●

ミーティングまたはイベントで音楽を演奏することに対して許諾・許可を取得
した場合でも、音楽を記録することは許諾の対象範囲ではありません。これ
らのイベントを記録・アップロードすることは禁止されています。

●

ミーティングおよびイベントのチケットとチラシに、次の文言を記載してくだ
さい。「本イベントを録画や録音など記録することは禁止されております。
こ
の禁止に違反しますと、著作権侵害となり、当該侵害に対する法的責任を負
うことになる場合がございます。また、該当するアムウェイ倫理綱領・行動規
準に違反する場合もございますので、
ご注意ください。」

●

ミーティングおよびイベントの記録を禁止しているという看板を目立つよう
に掲示してください。また、
可能であれば、
チケットに別の言語でも記載してく
ださい。

●

ミーティングおよびイベントの司会者、
プレゼンター、進行役、講演者に対し
て、
プレゼンテーションには発表者自身または第三者の知的財産権が含まれ
ている場合があること、および、
イベントを記録することは禁止されているこ
とを、
出席者に注意喚起するよう依頼してください。
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主催者のためのベストプラクティス：
●

許諾には多くの場合制限があり、ある使用用途に対する許諾は、別の使用用
途を対象にしていない可能性があることを覚えておいてください。

例：
◯

音楽著作物の公演の許諾を取得したとしても、
音楽著作物が演奏されるイベ
ントを記録することは許諾の対象とならない可能性があります。

◯

許諾の有効期間は、
限定されている可能性があります。

●

他者に依頼して動画または文書
（パンフレット、
チラシまたはウェブサイトペー
ジなど）
を作成した場合は、
その者に対して、
著作権許諾の証拠書類を提供さ
せ、
かつ、当該証拠をいつでもアムウェイに提供できるよう用意させるように
してください。

●

イベントを記録している人を発見した場合には、
やめていただくよう丁寧に要
請してください
（適切な場合、
その記録を削除するように要請してください）
。

主催者および出席者のための方針：
●

事前に文書による許諾を受けることなく、
アムウェイまたはディストリビュー
ターのミーティングまたはイベントを
（オーディオまたはビデオで）記録しな
いでください。

●

適切な許諾・許可なくして、
または関連する法によって特に使用が認められる
のではない限り、他人の知的財産をアムウェイ・ビジネスに関連して使用し
ないでください。例えば、
適切な許諾なく以下を行うことはできません。

◯

ミーティングまたはイベントで動画を再生すること。

◯

音楽を加えた動画を作成すること。動画のスライドショーも含みます。

◯

ソーシャルネットワーク、
ウェブサイト、
ブログ、
またはインターネットのその他
の媒体に動画をアップロードすること。

◯

他社または個人の商標を使用すること。

◯

有名人もしくは他の個人の画像、
名前、
肖像、
またはいかなる個人の個人デー
タを事前の同意なく使用すること。

◯

インターネットまたはその他の場所で見つけた素材または著作物
（ビデオ、
音
楽、写真、文学的著作物、講義またはスピーチを含むが、
これらに限定されな
い）
をコピーする、
アップロードする、
または使用すること。

主催者および出席者のためのベストプラクティス：
●

作成した動画を公開しないとしても、
知的財産権の問題を避けられない可能
性があることを覚えておいてください。
ミーティングおよびイベントにおける第三者の知的財産の使用に関する指針

63

本指針の発効日付：2014 年 10 月 3 日
出版権およびレコード権を管理する著作権管理団体のリスト
国

著作権管理団体

日本 一般社団法人日本レコード協会
（「RIAJ」）
ダイキサウンド株式会社
株式会社イーライセンス
合同会社 IP プランニング
ワールドミュージックインターネット放送協会（「WMIB」）
アジア著作権協会
（ACA）
一般社団法人日本音楽著作権協会
（「JASRAC」）
株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス
（JRC）

ソーシャルメディア・ポリシー
（Social Media Policy of Amway Japan）
■ ソーシャルメディア・ポリシー策定の背景
一般社会におけるソーシャルメディアの台頭は著しく、
日常のコミュニケーション
手段のひとつとして世界中で誰もが利用するものとなりました。アムウェイでは、
ディストリビューターが、
Facebook®、
mixi®、
Twitter®、Myspace®、
LiveJournal®、
YouTube® 等のソーシャルメディアを今後ますます活用していくと考えグローバ
ルのソーシャルメディア・ポリシーを策定しました。それに伴い日本アムウェイで
も、
日本国内におけるソーシャルメディアの有効利用をサポートし、
レピュテーショ
ン
（評判）
を守るため、
グローバル・ポリシーを元にしたソーシャルメディア・ポリシー
（以下「本ポリシー」
という）
を作成しました。
「ソーシャルメディア」
とは、Web 上で提供されるサービスのうち、ユーザーの積
極的な参加によって成り立ち、ユーザー間のコミュニケーションを主に提供する
サービスの総称で、
ユーザーが情報を発信し、形成していくメディアのことを指し
ます。個人が発信する情報が不特定多数のユーザーに対して公開され、閲覧した
ユーザーはレスポンスを返すことができます。
ソーシャルメディアには「ブログ」や
「SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
」、
インターネット上でお気に入
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りを共有する
「ソーシャルブックマーク」、「ソーシャルニュースサイト」、「オンラ
イン百科事典」、
「クチコミサイト」、
「FAQ サイト」、
「ビデオ投稿共有サイト」、
「掲
示板」などがあります。
■ 約束
ピン・レベルにかかわらず、
すべてのディストリビューターが、
ソーシャルメディア
をアムウェイ・ビジネスに活用し、
グループの方々とコミュニケーションすることが
できます。アムウェイはソーシャルメディアを利用して、
ブランドの認知度、
好感度、
およびレピュテーションの向上を図ることで、
一般ユーザーやプロスペクトに、
アム
ウェイへのポジティブな関心を持たせることを目指しています。ディストリビュー
ターの皆さんも、
責任を持ち、
適切かつ誠実な方法でソーシャルメディアを利用し
てください。

■ 基本方針
1. 本ポリシーは、
すべてのディストリビューターにソーシャルメディアの正しい利
用を促進し、
アムウェイ・ビジネスにおける有効活用をサポートするためのポリ
シーです。
2.

グローバル・ソーシャルメディア・ポリシーおよびガイドライン に準拠する
内容で、
その理念は世界中のアムウェイで共通です。

3. 本ポリシーは、「アムウェイ倫理綱領・行動規準」、「ビジネス・サポート・マテ
リアル
（BSM）規則」等、
日本アムウェイにおける現行のすべての規則と一致す
るものです。
4. ディストリビューターは、本ポリシーはもとより、参加する各ソーシャルメディア
で定められている利用規約に従わなければなりません。媒体によってはビジネ
スでの使用を禁止、
または広告の掲載を制限している場合があります。
5. アムウェイが主催するソーシャルメディアに参加する際には、
その利用規約と併
せて本ポリシーを遵守してください。
■ 行動規準を守る
ディストリビューターは、「アムウェイ倫理綱領・行動規準」に従い、常に他のディ
ストリビューターとアムウェイのレピュテーションを守ることが求められます。
ブランドイメージやロゴの使用̶アムウェイの承諾なしに、
アムウェイのロゴおよ
び商品の画像をソーシャルメディア上で使用することはできません。
Web ページのネーミング―アムウェイでは、
プロフィールの名前、
アカウント、
ドメ
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インネーム、
ページのタイトルにアムウェイの商標、
商号および商品名とそれに類似
した名称を使用することを許可していません。アムウェイ・ビジネスに関連してソー
シャルメディアを利用する際には自分の名前を使いましょう。また、
プロフィールに
職業や勤務先を記載する際には、「ディストリビューター」
または
「アムウェイ・ディ
ストリビューター」
と書いてください。「日本アムウェイ」や「Amway」などは、
アム
ウェイや関連企業と雇用関係にあると誤解を与えてしまうため使用できません。
消費者またはプロスペクトへの勧誘行為―誰もが閲覧可能な環境での勧誘につ
ながる行為は禁止されています。スポンサリングの際には必ずアポイントをとって
相手の方と直接会い、
アムウェイ・ビジネスについて十分説明してください。また、
パーティーなどのイベントやアムウェイ以外の目的をうたって人々の関心を集め、
アムウェイ・ビジネスを誘うことも禁止されています。ビジネスに関連した話をす
る際には、
事前に自分がアムウェイのディストリビューターであることを明らかにし
てください。
プライバシー設定―多くのソーシャルメディア・サイトでは、
プライバシー設定を
行うことで写真、
プロフィール、
情報を閲覧できる人、
およびフォローできる人をあ
なた自身がコントロールできるようになっています。アムウェイでは、ディストリ
ビューター、
友人、
家族だけがあなたの情報を閲覧できるようにプライバシー設定
を行うことを推奨しています。プライバシー設定していない、
または設定すること
ができないソーシャルメディアに参加する際には、
アムウェイ・ビジネスの勧誘や
商品の販売に結びつくような書き込みはできません。
※ プライバシー設定：自分のサイトへの参加者を一定の基準で制限する機能。自
分の書き込みや配信する映像を見ることのできる人を選ぶことで、サイト内の
交流範囲を自分で決めることができる。
アムウェイ・ビジネスおよび商品の宣伝文言―アムウェイ・ビジネスおよび商品
を宣伝する文言は、正確かつ実証されたものである必要があります。プライバ
シー設定をして閲覧者を制限した環境においても、
アムウェイ・ビジネスおよび商
品を伝える際には、
会社が作成した文言のみを使用してください。
■ プライベートとビジネスを使い分ける
あなたが運営するソーシャルメディアにおいて、
プライベートの利用とアムウェイ・
ビジネスでの利用を使い分けてください。個人的な利用に際してプライバシー設
定するかどうかはあなたの自由ですが、
アムウェイ・ビジネスの勧誘や商品販売と
結びつく情報を掲載する時には、広告として法規制の対象となるため、閲覧者を
ディストリビューター、友人、家族に限定するか、
メールやメッセージなどの個人間
のダイレクトなコミュニケーション機能を利用して行わなければなりません。
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■ プライバシー設定が必要なアムウェイ・ビジネス情報
誰もが閲覧できる環境で、以下のアムウェイ・ビジネスの勧誘や商品販売に結び
つくような情報を掲載することはできません。
●

アムウェイ ･ セールス＆マーケティング・プランに関する情報や映像

●

スポンサリングに関する情報や映像および資料

●

アムウェイで得られる収入に関する情報や映像
（ライフスタイル含む）

●

ミーティング、
イベント、
ラリーなどの情報や映像

●

ノン・キャッシュ・アワードなどのインセンティブに関する情報や映像

●

アムウェイの商品やサービスに関する情報や映像

●

その他のアムウェイ・ビジネス全般に関する勧誘や商品販売を目的とした情報

＜イメージ図＞
ソーシャルメディア

・アムウェイ・ビジネスへ誘引する
情報
（広告）
は掲載禁止
（例：ロゴ、
商品名など）

一般に誰でも閲覧可能なエリア

・単に知り合いを作る目的での個人
利用は OK

プライバシー設定で
ディストリビューターに
閲覧を制限したエリア

・アムウェイに関する書き込み
（情報提供、
交換）OK
・グループ内コミュニケーションを
目的とした利用 OK

ソーシャルメディアの
ダイレクトコミュニケーション機能

（例）Twitter：ダイレクトメッセージ、Facebook：メッセージ

個人間の直接的なコミュニケーション
はメール機能を利用する

＜各 SNS 内における利用規約の尊守＞
●

mixi®：商業用広告禁止、MLM を誘引する掲載禁止

●

Facebook®：広告は Facebook 承認のもと掲載可能

●

Twitter®：商用禁止規定なし

ソーシャルメディア・ポリシー（Social Media Policy of Amway Japan）
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■ ネガティブコメントへの対応
●

あなたが運営するサイトへのネガティブコメントへの対処
あなたが閲覧者をディストリビューター、
友人、
家族に限定して、
ソーシャルメ
ディアをアムウェイ・ビジネスに利用している限り、
悪質なユーザーからの不
適切で根拠のないコメントが書き込まれる心配はありません。
しかし、
万が一
そのような書込みがされた場合、速やかに削除をしてコメントに回答する必
要はありません。そのようなコメントは匿名で寄せられることが多く、ネガ
ティブな書込みにコメントを返信していくと、その書込み自体が皆の注目を
集め逆効果となります。

●

第三者が運営する Web サイトのアムウェイに関するネガティブコメントへの
対応
アムウェイ・ビジネスに関するネガティブなコメントや誤った情報をサイト上
で見つけた場合は、独自に対応せず静観してください。また興味本位にネガ
ティブサイトにアクセスすることもお勧めできません。インターネット上では
さまざまな媒体に、大勢の方がクチコミや投稿、
コメント、評価などの個々の
意見を寄せています。その中には、役に立つ情報だけではなく相手を誹謗中
傷するものも含まれています。
多くの場合ネガティブコメントは匿名で、
あなたがどんなに誠意を持って回答
しても相手が挑発し続けてくる場合があります。その結果ネガティブなやり取
りの履歴がサイト上に長期間残ってしまうこととなり、
かえってネガティブな
意見に注目を集める結果となります。インターネット上で顔の見えない相手
に対しては、
誤った意見や情報を訂正することよりも静観するほうがより効果
的な対応となります。

■ 個人情報の開示・提供
あなたが取得したディストリビューターまたはショッピング メンバーの個人情報
を、
本人の同意なくソーシャルメディア上に開示・提供してはいけません。また、
他
のディストリビューターと共有することも、本人の同意を得ていなければ行っては
いけません。
なお、
以下は第三者への開示・提供の禁止事例です。
●

グループのディストリビューターの個人情報を、本人の同意なく、他のディス
トリビューターなどが閲覧可能なソーシャルメディア上に掲載すること。

●

ミーティング・ラリーなどで撮影した参加者の映像を、本人の同意を得ず、
ソーシャルメディア上に開示すること。
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ソーシャルメディア利用ガイドライン
一見、
自由に見えるインターネットの世界にも、守らなければならないルールやマ
ナーが存在します。また、
ソーシャルメディアにはさまざまなサイトがあり、サイト
によって目的やサービスが違いますので、
アカウントを取得して利用を始める前
に、
各サイトの利用規約を確認してください。
■ アムウェイに関する情報の取り扱い
【mixi®】
の広告、
宣伝、
mixi® では、
利用規約により MLM（マルチ・レベル・マーケティング）
または勧誘を目的とする情報の掲載などは禁止されています。「仲良し設定」や
「グループの編集」で閲覧者をディストリビューターや自分の知り合いに限定する
場合や、
メッセージ機能を利用する場合に限り、
ミーティングやセミナーの告知な
どのアムウェイに関連する情報の掲載が可能です。また、あなたが閲覧者制限さ
れた他のアムウェイに関するコミュニティに参加した場合も、
アムウェイに関する
書き込みを行うことができます。
【Facebook®】
「グループ」を作成して閲覧者をディストリビューターや自分の知り合いに限定す
る場合や、
メッセージ機能を利用する場合に限り、
ミーティングやセミナーの告知
などのアムウェイ・ビジネスの勧誘やアムウェイ商品の販売に結びつく情報の掲
載が可能です。また、あなたが閲覧者制限された他のアムウェイに関するコミュニ
ティに参加した場合も、
アムウェイ・ビジネスや商品に関する書き込みを行うこと
ができます。
【Twitter®】
不特定の人に対してツイートを公開したり、
フォロー承認を与えたりする場合は、
ミーティングやセミナーの告知など、
アムウェイ・ビジネスの勧誘や、商品販売に
結びつく情報や文言を書き込むことはできません。そのような情報をツイートする
ためには、
ツイートを非公開にして、
フォロー承認にて閲覧者制限をおこない、
許可
したユーザーにだけツイートを公開してください。
【ブログ】
閲覧者をディストリビューターや友人、家族に制限できない場合には、
ミーティン
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グやセミナーの告知など、
アムウェイ・ビジネスの勧誘やアムウェイ商品の販売に
結びつく情報は、
広告として法規制の対象となるため掲載できません。
■ 動画共有および映像配信サイト
YouTube® や Ustream®、ニコニコ動画 ®、GyaO!® などの映像配信媒体を利用
する際には、著作権、肖像権、「アムウェイ倫理綱領・行動規準」や関連法令に違
反することがないように、
投稿する動画の内容に十分注意を払ってください。
【YouTube®】
誰もが閲覧できる環境で、
アムウェイ・ビジネスに関する映像や情報を掲載および
配信することは、広告規制に触れるためできません。あなたが配信する動画を
「非
公開」
または「限定公開」
に設定して、
リンクをメールで送ったグループの人や友だ
ちなどのみが動画を再生できる環境の場合に限り、
ミーティングやセミナーの映
像など、
アムウェイ・ビジネスの勧誘や商品販売に結びつく情報を配信することが
できます。ただし、限定公開動画の URL を連絡したユーザーの 1 人がその URL
をブログや公開 Web サイトに掲載したり、
友だちに教えたりすると、
その情報にア
クセスできるユーザーや友だちも動画を見ることができるようになります。そのた
め、
限定公開動画へのアクセスを制限しなければならないことを相手に伝え、
信頼
できる人とだけ動画を共有してください。
※ コメントを投稿する：公開されている動画に投稿したコメントは削除、
修正する
ことができません。送信前に必ず本ガイドラインおよび利用規約に沿った内容
であることを確認してください。また「非公開」または「限定公開」以外の環境
で、
ミーティング、
セミナー情報などのアムウェイ・ビジネスの勧誘や製品の販
売に結びつく情報を投稿することはできません。
【Ustream®】
Ustream® では、
利用規約により MLM（マルチ・レベル・マーケティング）
の勧誘
となるようなユーザー投稿を、
アップロード、配信、電子メール送信その他の方法
で送信することが禁止されています。あなたが配信する Live 放送や映像にパス
ワード認証をかけて番組を非公開設定とした場合に限り、
ミーティングやセミナー
の映像など、
アムウェイ・ビジネスに関する情報を配信することができます。ディス
トリビューターや友人、家族など特定の相手にのみパスワードを伝えて、あなたの
番組を視聴できるようにしてください。
※ コメントを投稿する：送信前に必ず本ガイドラインおよび利用規約に沿った内
容であることを確認してください。パスワード認証をかけて番組を非公開設定
とした場合に限り、
ミーティング、
セミナー情報などのアムウェイ・ビジネスに関
70

アムウェイ倫理綱領・行動規準

する情報を投稿することができます。
■ BSM の掲載
プライバシー設定して、閲覧者をディストリビューターや知り合いに限定した場合
に限り、
アムウェイに承認を得た BSM の掲載および配信が可能です。過去に承認
された BSM を掲載する場合は、改めてアムウェイに BSM 申請して承認を得てく
ださい。その際に古くて使われていない情報は削除しなければなりません。
■ 商品の良さを伝える
アムウェイ商品の素晴らしい点はたくさんありますが、
許可されている事実情報だ
けを伝えてください。商品の良さを伝える文言は、的確かつ事実に基づいていな
ければならず、薬事法などで定められていること以上のことは話してはいけませ
ん。そうしなければ、
あなたのレピュテーションと、
企業としてのアムウェイのレピュ
テーションを損ねてしまいます。オーバートークは、
アムウェイに対する信頼を失わ
せる大きな原因となります。
■ 個人間のダイレクト機能へ移行する
もし、
ソーシャルメディア・サイト内の知り合いが、
商品の購入方法を尋ねてきたら、
あなたの連絡先を直接メッセージで送信するか、その人が希望する連絡方法でコ
ンタクトをとってください。状況に合わせて個人個人に、
特定の商品を直接紹介す
ることで、
レピュテーションを守りつつ効果的にサポートすることができます。
【NG】
A：サテニークってシャンプー、
すごくいいよ！
B：どこで売ってるの？
A：興味ある？よかったら説明聞いて。
→オープンな環境で、製品販売と結びつくような書き込みはできません。
【OK】
A：おはよう、
朝シャンでさらさらいい気分！
B：どんなシャンプー使ってるの？
A：とてもお気に入りのものがあるの。
→この後はメッセージ機能を使って一対一の環境に移行しましょう。
■オポチュニティを伝える
十分に時間をかけてコミュニケーションをはかり、相手がアムウェイに興味を持っ
ていることがわかったら、直接一対一でアムウェイ・ビジネスや商品についてア
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ピールすることが可能です。
■収入についての説明
プライバシー設定で閲覧者を制限しているかどうかにかかわらず、
誰でもすぐに収
入を得られるという文言や表現
（新車や家の購入等新しいライフスタイルの実現
など）
を書き込むことはできません。アムウェイで得られる収入に関しては、
アム
ウェイが公表しているデータのみ伝えることができます。また、「権利収入」、「印
税収入」など、
アムウェイ・ビジネスで得られる収入が一生保証される、
また不労所
得であると誤解されるような表現は不実告知にあたるためできません。
■相手の気持ちを尊重する
アムウェイ・ビジネスや商品について伝えるときは、
十分時間をかけて相手の話を
良く聞き、
その人のペースに合わせましょう。決して無理強いをしてはいけません。
■透明性、信憑性を保ち、誠実であること
アムウェイのディストリビューターとして常に誠実かつ正確であるように心がけて
ください。オンラインに掲載された情報は長期間にわたってそこに残り、
リンクが張
られたり、
コピーされたりすることによってすぐに広範囲に広がります。そして人に
誤解を与えたり、
間違って伝わったりすると、あなただけでなくアムウェイのレピュ
テーションにも傷がついてしまいます。ビジネスのことについてコメントする場合
は、
自分がアムウェイのディストリビューターであることを明らかにしてください。
プロフィールの中で、
自分がディストリビューターであると紹介したり、
アムウェイ
についてコメントしたりするときにあらかじめ触れておくと誤解を招きません。
■正確で信頼されるように
アムウェイ・ビジネスの構築を促進するために、
ソーシャルメディアを活用する場
合は、
シンプルで正確なコメントを書き込むよう心がけてください。そうすること
で読み手から信頼されるようになります。調査からも、アムウェイに対するオー
バートークや美辞麗句などの主観の強いコメントは、
かえってマイナス効果である
ことがわかっています。
■他人の経験や意見を尊重する
オンラインでは誰でも、
自身が経験したことを自由にありのまま話すことができる
ということを常に忘れないでください。どのような場合でも他人の経験や意見を
尊重しましょう。アムウェイのディストリビューターが、誠実で礼儀正しく友好的で
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あることを、あなたがソーシャルメディア上の行動を通して一般の人に示してくだ
さい。
■ソーシャルメディアは本人の代わりにはなりません
実生活の中で人と会うことも忘れないでください。プロスペクトやカスタマーとの
コミュニケーションに Web を活用することは、
賢いビジネスの進め方ですが、
個人
的なミーティングや電話を通して実際に一対一で交流することは、
計り知れないほ
ど重要です。

■人とつながる時の注意
ソーシャルメディア上で、
コンタクトを求めてきた人すべてをフォローしたり、
つな
がりを持ったりすることは危険です。その人が望むビジネスや生活スタイルが、あ
なたのネットワーク内の他の人にとってふさわしくない場合もありますので、十分
に時間をかけて見極める必要があります。
■不特定多数への広告活動の禁止
プライバシー設定や閲覧者制限をしていない環境、Web 上で公開されているディ
スカッション・ボード、
フォーラム、その他の公共の場を、あなたの個人的なビジネ
スに利用することは、
不特定多数への勧誘行為となります。そのような行為は、
「ア
ムウェイ倫理綱領・行動規準」で禁止されているとともに、
ディストリビューターや
アムウェイのレピュテーションを悪くして、一般の人のアムウェイへの興味を失わ
せる結果となりますのでやめてください。
■自分の運営するサイトに責任をもつ
ソーシャルメディアを利用する際には、自分のサイトに寄せられるコメントなどに
も注意を払って適切に運用する責任が生じます。時には不適切なコメントを削除し
たり、悪質なユーザーをブロックしたりするなどの対処が必要になります。責任を
持って自分のサイトを管理運営するためにも、
アムウェイ・ビジネスに利用するソー
シャルメディアのアカウントは、1 つか 2 つの媒体に絞りましょう。
■レピュテーションを守る
レピュテーションは、
ディストリビューターやアムウェイにとって大切な財産です。
本ポリシーにそってソーシャルメディアを利用する限り、あなたとあなたのグルー
プ、そしてアムウェイのレピュテーションは守られます。ソーシャルメディアはあく
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までも、公園や駅などと同じ公共の場であることを忘れないでください。そのうえ
で正しく利用すれば、
きっとこれからのアムウェイ・ビジネスに欠かせない大切な
ビジネスツールになることでしょう。

ディストリビューター資格の移行
（販売）
規則
ディストリビューターは、
本規則の規定に基づいて、
別のディストリビューターにそ
のディストリビューター資格を販売することができます。なお、
アムウェイでは、資
格の売買契約内に特定の売買条件を盛り込むことを義務付けています。
この売買
条件、
ならびに売買契約の参考書式は、
アムウェイより入手することができます。
系列保全の為、保有するディストリビューター資格を売却したいディストリビュー
ターは、以下に定める優先順位に基づき、
ディストリビューター資格の売却を提案
する必要があります。また、
ディストリビューター資格の購入を希望するディストリ
ビューターは、以下に定める一連の規則に定められた条件をすべて満たさなけれ
ばなりません。
1. ディストリビューター資格を購入できる第一候補者は、
インターナショナル・ス
ポンサーです。売買交渉中の購入権は、
ディストリビューター資格を売却したい
ディストリビューターが承諾した正式な売却提案の条件
（価格を含む）
をすべて
満たすインターナショナル・スポンサーが有します。インターナショナル・スポ
ンサーがディストリビューター資格を購入する為には、
日本において、
ディストリ
ビューターとして活動するための条件を満たさなければなりません。また、
スポ
ンサー活動や商品の購入・販売等により、
日本で積極的なビジネス活動を行う
必要があります。なお、
アムウェイは独自の判断で、
この売買を承諾、
または拒
否する権利を有するものとします。
2. 第一候補者がディストリビューター資格の購入権を行使しなかった場合は、
日
本でのフォスター・スポンサーが第二候補者となります。また、
ディストリビュー
ター資格を売却したいディストリビューターにインターナショナル・スポンサー
がいない場合、売買交渉中の購入権は、
スポンサーが有します。フォスター・ス
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ポンサーおよびスポンサーは、
ディストリビューター資格を売却したいディスト
リビューターが承諾した正式な売却提案の条件
（価格を含む）
をすべて満たす
必要があります。なお、
アムウェイは独自の判断で、
この売買を承諾、
または拒
否する権利を有するものとします。
3. 第一および第二候補者によりディストリビューター資格の購入権が行使されな
かった場合、
ディストリビューター資格を売却したいディストリビューターが個
人的にスポンサーしたディストリビューターが、
第三候補者として購入権を有し
ます。第三候補者は、ディストリビューター資格を売却したいディストリビュー
ターが承諾した正式な売却提案の条件
（価格を含む）
をすべて満たす必要があ
ります。なお、
アムウェイは独自の判断で、
この売買を承諾、
または拒否する権
利を有するものとします。
4. 第一、第二および第三候補者によりディストリビューター資格の購入権が行使
されなかった場合、ディストリビューター資格を売却したいディストリビュー
ターの系列上位または系列下位に位置するダイレクト・ディストリビューター
（DD）
以上で、
直近ダイヤモンド DD までのディストリビューターが、
第四候補者
として購入権を有します。第四候補者は、
ディストリビューター資格を売却した
いディストリビューターが承諾した正式な売却提案の条件
（価格を含む）
をすべ
て満たす必要があります。なお、
アムウェイは独自の判断で、
この売買を承諾、
または拒否する権利を有するものとします。
5. 上記に定めたいずれの候補者もディストリビューター資格を購入しなかった場
合、
ディストリビューター資格の購入権は、系列を問わず、健全なビジネスを遂
行するすべてのディストリビューターが有することになります。この場合も、購
入権者は、
ディストリビューター資格を売却したいディストリビューターが承諾
した正式な売却提案の条件
（価格を含む）
をすべて満たす必要があります。な
お、
アムウェイは独自の判断で、
この売買を承諾、
または拒否する権利を有する
ものとします。
6. ディストリビューター資格を購入するディストリビューターは、
アムウェイによっ
て定められた条件を満たし、
かつ健全なビジネスを遂行している必要がありま
す。売買はすべて、
アムウェイによるレビューと承認が必要となり、
この手続き
を経て初めて売買は有効となります。アムウェイは独自の判断で、売買を承諾
または、
拒否する権利を有するものとします。アムウェイが売買契約を受領し承
ソーシャルメディア利用ガイドライン
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認するまでは、
ディストリビューター資格の登録者の変更等は認められません。
7. ディストリビューターは、当初の売却提案でディストリビューター資格が売却で
きなかった場合に引き続きディストリビューター資格を売却したい場合は、
新た
な売却提案を作成する必要があります。 その場合の購入権は、改めて上記に
定める第一候補者から順に付与されます。
8. ディストリビューター資格を購入するディストリビューターはアムウェイが定め
た次の各条件を満たしている必要があります。条件が満たされていない場合
は、購入に関する交渉は破棄されるか、購入権は行使されなかったものとみな
されます。
① アムウェイ・セールス & マーケティング・プランおよびアムウェイ・ビジネス・
オポチュニティに関して正しいかつ完全な理解 / 充分な知識を有しているこ
と。
② 「アムウェイ倫理綱領・行動規準」
に関する正しいかつ完全な理解を有して
おり、ルールを遵守してビジネスを行う意思を有していること。
③ 購入するアムウェイ・ディストリビューター資格のビジネスに対し、必要なト
レーニングやサポートを提供できるだけの資源を有していること。
④ 購入するアムウェイ・ディストリビューター資格のビジネスに影響を与える
マーケットに関する知識を有していること。
⑤ 購入するアムウェイ・ディストリビューター資格のビジネスに悪影響を与え
るような紛争・対立問題に関与していないこと。

ゼロトレランス・ポリシー
（Zero Tolerance Policy）
ゼロトレランス ･ ポリシー（Zero Tolerance Policy）
：アムウェイ・ビジネスが開業
されていない国において許可されていない活動を行った場合、
会社がその行為に
対して厳格な措置を講じることを意味します。具体的には下記のような活動がそ
の対象となります。
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［1］アムウェイ ･ ビジネスが正式に開業されていない国に対するイン
ターナショナル ･ スポンサリング活動についての注意事項
アムウェイ ･ ビジネスの開業日、
開業予定が公表されていない国において、
ディ
ストリビューターがたとえ一対一であってもミーティングを開催することは禁止
されています。また Web サイトを通じて勧誘することも不適切な活動としてみ
なされます。
アムウェイが今後開業されようとしている国の国民に対してアムウェイ ･ ビジ
ネスの機会について説明し、早期に利益を得ることを目的として当該プロスペ
クトを国に戻らせるような行為はアムウェイの精神に反し、
開業されていない国
における活動規則に違反するものです。
アムウェイが正式に新たな市場に開業するに際し、アムウェイは公式にその
マーケットの開業を広報します。そのような広報において開業日や開業前の可
能な活動について、
またそのマーケットに関する必要情報が伝えられます。アム
ウェイが正式に開業していない国においては、
いかなるディストリビューターも
その国を対象とした活動を行うことは認められません。
新たにビジネスを開業する国におけるアムウェイの渉外活動や必要な法律上
の手続きがとられたことに関するマスコミの報道を、
アムウェイによるニュー・
マーケットの公式発表として解釈することはできません。

［2］新規に開業する国およびすでにアムウェイ ･ ビジネスが開業され
ている国におけるビジネス活動に関する注意事項
1. 新たな市場において、
ディストリビューターが、
自国の系列に属さないディスト
リビューターに対してインターナショナル・スポンサー活動をしたり、それらの
ディストリビューターにプロスペクトを紹介したりする行為は、
自国の倫理綱領・
行動規準に反し、
アムウェイの基本理念にも反する不適切な行為です。
2. 自身で作成したアムウェイ ･ ビジネスにかかわる資料、
テープその他のビジネ
ス販促資料
（Web サイト、E メール、
その他広告および通信の電子媒体を利用
したものを含む）の輸入、使用、販売については、事前にアムウェイの許可を得
ていない場合、
承認されません。また ､ ある国でそれらの使用が承認されても、
自動的にその他の国、
特に新市場やアムウェイが開業されていない国での使用
ディストリビューター資格の移行（販売）規則
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が認められたことにはなりません。
3. アムウェイ商品を販売、
デモンストレーション、展示等、
自家使用以外の目的で
輸入することは厳しく禁止されています。輸入にかかわる必要な許可を得るこ
となく商品および販促物を輸入することは違反であり、罰金および資料や商品
没収、または留置などの厳しい処罰の対象となり得ます。以上の違反はアム
ウェイの商標 ､ ブランドにかかわる評判や信用の低下を招き、
アムウェイが今
後、新市場の開業やアムウェイ商品等の提供をしていく機会を著しく損なうも
のです。
4. 新たな市場および自国の市場において、いかなる媒体を通じてもプロスペクト
募集の広告宣伝をすることは禁止されています。例えば、
チラシ、
ビラ、
掲示板、
名刺の不適切な使用、
ミーティング予定表の配布、
メディアを通じての宣伝や、
電話帳や職業名簿等を利用しての勧誘行為、
インターネットなどの利用によっ
て不特定多数に向けアムウェイ ･ ビジネスの機会を広告宣伝することはできま
せん。
5. ディストリビューターはアムウェイの社員や代表者であると公言したり、それを
暗示したりすることはできません。また特定の国のアムウェイ代表者であると
述べることもできません。
6. ディストリビューターが作成した仮申請書およびプロスペクトが特定の系列に
おける登 録を誓 約するような類 の 文 書は承 認されていませ ん。ディストリ
ビューターがプロスペクトに対し、前もって登録を約束させる目的でリードフォ
−ム
（仮申請書）
を使用することは全く認められず、法律上の拘束力もありませ
ん。
リードフォームを利用して、
プロスペクトに何らかの制約をさせたり、
義務付
けをしたりすることはできません。また、
プロスペクトに対し、
リードフォームに
署名させたり、
そのコピーを渡したりすることは認められません。
7. アムウェイ・ビジネスが開業されていない国に居住するプロスペクトをその国
において、あるいはすでに開業されている国において開催されるディストリ
ビューター主催あるいは会社主催のミーティングに招待することはできませ
ん。
8. アムウェイ・ビジネスが開業されていない国においてアムウェイのセールス ･
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プランについて説明すること、
アムウェイ商品
（またはアムウェイが提供する商
品）
を輸入 ､ 販売することは認められません。

［3］アムウェイ・ビジネスが開業されていない国において ､ 許可され
ていない活動を行った場合の罰則
1. 不適切な活動に関する苦情は書面にてアムウェイに提出し、調査および対応を
依頼する必要があります。アムウェイは報告された内容について調査し適切な
対応を行います。
2. 不適切な活動を行ったとアムウェイが判断したディストリビューターに対し、
罰則
を与えます。
これには新たに開業される市場におけるディストリビューター登録
申請の拒否、
ビジネス活動の停止や解約処分も含まれます。また、
開業されてい
ない国における承認されない活動によって獲得したボーナスや認定は取り消さ
れ、
違反ディストリビューターに対し新市場でのビジネス活動が禁止されます。
3. 解約措置がとられた場合、ディストリビューターは倫理綱領に基づき異議申し
立てをすることができます。
4. ダイレクト・ディストリビューターはインターナショナル ･ ビジネスにかかわっ
ているグループ内ディストリビューターのすべてに、
これらの規則を十分に認識
させる責任があります。また、それらのグループ内ディストリビューターのすべ
てが個々にその規則を遵守する責任があります。
5. 違反者は、
アムウェイが承認していない活動により、
勧誘または連絡した人々す
べての氏名および住所を提出する必要があります。

インターナショナル・スポンサリング・ポリシー
ディストリビューターは、以下の 2 つの方法により海外でアムウェイ・ビジネス
を構築することができます。
ゼロトレランス・ポリシー（Zero Tolerance Policy） インターナショナル・スポンサリング・ポリシー
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①他のディストリビューターのインターナショナル・スポンサー（以下「IS」
と
いいます。）
となる
②自身の No.2 ビジネス
（マルチプル・ビジネス）
を立ち上げ、そのビジネスの
IS となる
他のディストリビューターもしくは自身の No.2 ビジネス
（マルチプル・ビジネス）
の IS となる際、
またインターナショナル・スポンサリング活動をする際には、
法
律、
アムウェイの規則、
ポリシーおよび適宜規定されるビジネス規則
（アムウェ
イの規則とポリシー）
に従わなければなりません。
これら従わなければならない
規則等には、
以下に記載するポリシーが含まれます。

I. インターナショナル・スポンサリング
インターナショナル・スポンサリングとは、ディストリビューター（IS）が、他の
マーケットに住むプロスペクト
（インターナショナル・スポンサリングされたディ
ストリビューター）
にアムウェイ・ビジネスを紹介し、
スポンサーとなることです。
インターナショナル・スポンサリングされたディストリビューターは、海外から
は IS のサポートを、そして国内からはフォスター・スポンサー（以下「FS」
とい
います。）
のサポートを受けます。
A. IS は、
インターナショナル・スポンサリングしたディストリビューターに対し
て、
第一義的かつ継続的責任を負います。
1. IS がしなければならないこと
a. IS は、
インターナショナル・スポンサリングされるディストリビューターと
個人的な知り合いでなければならず、
その方に直接ビジネスを紹介しなけ
ればなりません。そのため、その方は登録の際に IS の名前を登録用紙に
きちんと記載することができるはずです。
b. IS は、直接またはアムウェイを通して、
インターナショナル・スポンサリン
グされたディストリビューターをその国内でサポートする FS を手配しな
ければなりません。
c. IS は、
インターナショナル・スポンサリングされたディストリビューターと
定期的にコミュニケーションをとり、
そのマーケットに適した形でかつ現地
アフィリエイトとの契約上の義務を守る形でビジネス構築ができるようサ
ポートしなければなりません。
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d. IS は、
インターナショナル・スポンサリングされたディストリビューターに
対して FS が国内からのサポートを継続して提供できるよう、
FS ともコミュ
ニケーションを取り、
サポートしなければなりません。
2. IS がしてはいけないこと
a. IS は、FS がインターナショナル・スポンサリングされたディストリビュー
ターに対して提供するサポートやトレーニングを阻害してはいけません。
b. IS は、
現地で適用されている法律やアムウェイの規則とポリシーで許可さ
れた範囲を超えて、
ビジネス活動を行ってはいけません。
c. IS は、
インターナショナル・スポンサリングされたディストリビューターに対
して、
そのマーケットのアムウェイ・セールス＆マーケティング・プランを提
示してはいけません。（これは FS、
もしくは現地アムウェイの役割です）
トレーニング資料などを、
イン
d. IS は、海外の製品、資料、販売促進ツール、
ターナショナル・スポンサリングされたディストリビューターに対して提供
してはいけません。
3. IS は、
インターナショナル・スポンサリングされたディストリビューターが
いるマーケットの外から IS としての責任を果たさなければなりません。IS
は、現地で適用されている法律やアムウェイの規則とポリシーで許された
範囲内で、
海外マーケットに渡航することができます。
B. FS は、
アムウェイのセールス＆マーケティング・プランをインターナショナル・
スポンサリングされたディストリビューターに対して提示 / 説明しなければな
りません。また、
アムウェイの規則とポリシーに従い、
インターナショナル・ス
ポンサリングされたディストリビューターに対してトレーニング、教育、指導、
激励をする責任を負います。
C. インターナショナル・スポンサリングされたディストリビューターは、登録申
請書を記入する際に、IS と FS の名前およびディストリビューター番号も記
載します。
1. 国内のスポンサーがプロスペクトにアムウェイ・ビジネスを紹介した場合、
IS は存在しません。この場合、ディストリビューターの登録申請書には IS
の記載をしません。
2. インターナショナル・スポンサリングされたディストリビューターは、直接
インターナショナル・スポンサリング・ポリシー
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アムウェイ・ビジネスを紹介してくれた IS がいる場合のみ、
その人を IS と
して登録申請書に記載します。
3. インターナショナル・スポンサリングされたディストリビューターの登録申
請書が提出され、
アムウェイがいったん受理すると、
アムウェイの規則とポ
リシーに基づいて変更が必要と判断されない限り、
登録用紙に記載された
IS を変更することはできません。
D. IS は、
インターナショナル・スポンサリングがアムウェイ・セールス & マーケティ
ング・プランを操作するものだとアムウェイに判断された場合、
アムウェイは
独自判断でアムウェイ・セールス＆マーケティング・プランに基づく表彰や報
酬を拒否することができるということを、
理解していなければなりません。

II. No.2 ビジネス
（マルチプル・ビジネス）
アムウェイが開業しているマーケットには、外国人によるアムウェイ・ビジネス
の所有および運営が法律によって許可されているところがあります。
こういった
場合において、
アムウェイのビジネスをすでに持っているディストリビューター
がそのマーケットにてアムウェイ・ビジネスを立ち上げるとき、その新しいビジ
ネスを No.2 ビジネス
（マルチプル・ビジネス）
として位置づけ、
ディストリビュー
ターは、
そのビジネスを自身でインターナショナル・スポンサリングしなければ
なりません。
A. 別のマーケットで No.2 ビジネス
（マルチプル・ビジネス）
を構築するには、
いずれかのマーケットで DD 以上の資格を達成していることが条件となりま
す。No.2 ビジネス設立の前に学習マニュアルの内容をよく理解していただ
くことを推奨します。アムウェイに登録しているマーケット以外のマーケット
に居住しているディストリビューターは、DD の資格がなくてもその居住し
ているマーケットで No.2 ビジネス
（マルチプル・ビジネス）
を構築し運営で
きる場合があります。また、
ディストリビューターは、DD の資格がなくても、
アムウェイに登録しているマーケット以外のマーケットに自身の親、
子または
兄弟が居住している場合、その親、子又は兄弟が居住しているマーケットで
No.2 ビジネス
（マルチプル・ビジネス）
を構築し運営できる場合があります。
その際は、居住証明を提出すること、
またその国でアムウェイ・ビジネスを
構築し運営する資格があることが条件になります。中国アムウェイでは、
シ
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ニア・セールスマネージャー・レベル以上でなければ、
セールス・レプレゼ
ンタティブに別のマーケットでの No.2 ビジネス構築を許可しておらず、
No.2 ビジネス認定テストに合格する必要があります。
B. 海外で No.2 ビジネス
（マルチプル・ビジネス）
を立ち上げる際には、
ディスト
リビューターは自身の既存のビジネスをその No.2 ビジネス
（マルチプル・
ビジネス）
の IS として登録しなければなりません。
C. No.2 ビジネス
（マルチプル・ビジネス）
を立ち上げる前に、
そのマーケットで
外国人であるディストリビューターは、
アムウェイに認定されなければなりま
せん。またアムウェイの規則およびポリシーならびに現地の法律をきちんと
理解し、
遵守しなければなりません。特に、No.2 ビジネス
（マルチプル・ビジ
ネス）
を持つディストリビューターは、IS としての責任も果たさなければな
りません。また、
直接 No.2 ビジネス
（マルチプル・ビジネス）
の系列下位ディ
ストリビューターに対してトレーニングやサポートを提供する、
もしくはそう
いったものを提供してもらうための手はずを整えるなど、
バランスのとれた
No.2 ビジネス
（マルチプル・ビジネス）
を構築しなければなりません。
D. No.2 ビジネス
（マルチプル・ビジネス）
を構築するディストリビューターは、
自身がビジネスを行うマーケットの規則とポリシーで規定されている責任を
常に果たさなければなりません。

III. インターナショナル・スポンサリングに関するポリシー
アムウェイに登録する際、
ディストリビューターは自分のスポンサーおよび / も
しくは IS を明確にしなければなりませんが、
すべてのマーケットにおいて同じス
ポンサー系列に属さなければならないわけではありません。ただし、
既存のディ
ストリビューター（およびプロスペクト）
に対してスポンサリングを行う場合は
アムウェイの規則とポリシーに従わなければならず、適切でない形でスポンサ
リングが行われた場合、
アムウェイによる措置が取られることがあります。
A. 知り合いのディストリビューターをインターナショナル・スポンサリングし、
もしくは No.2 ビジネス
（マルチプル・ビジネス）
を構築しようとする場合、
個
人的にスポンサリングしたディストリビューターのみインターナショナル・ス
ポンサリングすることができます。自分が直接スポンサーしていない既存の
インターナショナル・スポンサリング・ポリシー
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ディストリビューターをインターナショナル・スポンサリングすることは、た
とえそれが自身のグループに属するディストリビューターがスポンサーした
ディストリビューターであったとしても、他の系列に属するディストリビュー
ターだったとしても、
アムウェイの規則とポリシーの違反行為として見なさ
れます。
B. このほかにもアムウェイの規則とポリシーによって、
より厳しい制限が課せ
られている場合があります。例えば、No.2 ビジネス
（マルチプル・ビジネス）
を構築しているディストリビューターが他のディストリビューター（たとえ自
身がスポンサーしているディストリビューターであっても）
をスポンサリング
することを許可していないマーケットもあります。ディストリビューターは、
自己責任で現地のアフィリエイトにコンタクトをとり、
現地の規則やポリシー
を確認してください。

本ポリシーは 2015 年 1 月 1 日に発表され、
同日付で発効されました。
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