
Mannatech Career and Compensation Plan

登録&報酬プラン ガイドブック

マナテックは糖質栄養素という先進の科学研究から生まれた製品を十分な理解のもとに購入して
いただくために、ネットワーク・マーケティングという販売方法を採用しました。マナテック
製品は献身的なアソシエートのたゆみない努力によって、多くの人に届けられています。

ネットワーク・マーケティングとは 製 造 も し く は 販 売 会 社 が、 直 接 消 費 者 に 商 品 を 提 供 す る 流 通
形 態 で す。 そ し て、 そ れ を 利 用 し た 消 費 者 自 身 が、 商 品 の

良さを他の消費者に紹介していきます。こうすることで、通常の流通においては必要になる中間マージンや宣伝費
などを大幅にカットすることができます。ここで節約できた費用の一部は、まず宣伝をしてくれた消費者にお礼と
して還元されます。それ以外にも多くの費用を研究費に回すことができるので、一般市場よりも高品質の商品を開発・
提供できるという利点があります。アメリカでは既に一般に浸透した流通手段であり、日本でも広がりを見せています。

2014年4月版
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Mannatech アソシエート登録

※アソシエート登録時に、同 BP または翌 BP 開始のオート・オーダー（定期お届け便）をお申し込みいただくと、
　登録料（アソシエート：2,160 円）が無料になります。

グンっと
  アップ！

メリット

サプリメントのある暮らしを始めよう。

アソシエート登録

メンバー登録 プレファード
アソシエート

オールスター
アソシエート

製品購入価格 18 -19％割引 23-24％割引

マナポ

ボーナス権利

社会貢献

メルマガ受信
（E-News）※任意参加

登録パック特典
２万円分無料プレゼント
（【選べる】セットの場合）

おすすめ

 マナテックの登録制度について
マナテックは、一般販売を行っておらず、ご登録いただいた会員様にのみ製品をお届けしております。
会員には２通り（メンバー／アソシエート）あり、それぞれ登録方法が異なります。
希望小売価格の約 18 〜 19％割引で製品をご購入いただける「メンバー登録（登録料：1,188 円）」と、「ア
ソシエート登録（登録料※：2,160 円）」をご用意しております。アソシエートになると、希望小売価格
の約 23 〜 24％割引で製品をご購入いただけるだけでなく、製品をご紹介いただくごとにご紹介料とし
てボーナスを受け取ることができます。マナテックをビジネスとして活動される方には製品（アソシエー
ト価格総合計￥85,000 以上相当）が付いてお得な初回限定の“オールスター・パック”がオススメです。
このパックをご購入いただくと「オールスター・アソシエート」としてご活動いただけます。
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アソシエート登録

メンバー登録 プレファード
アソシエート

オールスター
アソシエート

製品購入価格 18 -19％割引 23-24％割引

マナポ

ボーナス権利

社会貢献

メルマガ受信
（E-News）※任意参加

登録パック特典

オプティマル・サポート・パック 　　1点

＜アソシエート登録のみの場合＞

登録料

【基本】セット   14,040円         

ニュートリベラス® 　　　1点
アドバンス アンブロトース® パウダー EX（60g） 1点

2,160円
　PV 0　APO 0       

※アソシエート登録時に、同 BP または翌 BP 開始のオート・
　オーダー（定期お届け便）をお申し込みいただくと、登録
　料（アソシエート：2,160 円）が無料になります。

登録料無料

【OSP】セット   15,428円         

年次更新のビジネス・ピリオドに製品購入がないと未更新とみなされます。なお、製品の注文を再開
するとそのビジネス・ピリオドが年次更新ビジネス・ピリオドとなります。

■アソシエートは年次更新が必要です。
登録またはアップグレードにて達成したアソシエートの地位の有効期限は 1 年間（13BP）です。その後は製品
を注文することにより、プレファード・アソシエートの地位が自動的に更新されます。更新のためだけに費用
が発生することはありません。その際、更新ビジネス・ピリオド内において、製品注文に対する APO の 50% 
が差し引かれます。APO の残額は通常の「キャリア＆報酬プラン」のルールに基づいてアップラインに支払わ
れます。そのビジネス・ピリオド内に製品注文をしなかった場合、その翌ビジネス・ピリオド以降に注文され
た製品 APO の 50% が差し引かれます。

プレファード・パック 14,040円 / 15,428円
  PV 100　APO 1,543      

プレファード・アソシエートとしてご活動いただけます。 ※登録料（2,160 円）が含まれます。

■このセットには下記のビジネス・ツールが付きます。

＜アソシエート登録申請キット＞＜アソシエート登録完了キット＞
■概要書面
■マナテックカタログ
■登録＆報酬プランガイドブック
■登録申請書
■登録申請書の記入方法
■【選べる】セット注文用紙
■ゆうちょ銀行自動払込利用申込書
■ビジネス・ピリオドカレンダー
■メンバー登録申請書
■返信用封筒

■契約書面
■マナテックカタログ
■登録＆報酬プランガイドブック
■リテール・オーダー伝票

ご注意
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オールスター・パック【選べる】セットでは、アソシエート価格 66,857 円〜76,885 円の範
囲内で、お好きな製品を組み合わせていただけます。さらに、最大 20,000 円までの製品
が【無料】でお選びいただける大変お得な製品パックです。
　〈注意〉 
● 66,857 円〜76,885 円の範囲内で、ご希望の製品を選択し、組み合わせることができます。
　 選択した製品の合計金額が【オールスター・パック】の金額となります。 
●セット製品（オーソリーン バリュー セット、アンブロトース AO ファミリーセット、マナテック リフト A または B セット）、
　ビジネス・ツールは対象外です。

・ニュートリベラス ®  2 点 16,416 円
・アドバンス アンブロトース ® パウダー EX（120g） 1 点 16,457 円
・アドバンス アンブロトース ® パウダー EX（60g） 1 点    8,742 円
・オーソリーン ™  2 点 14,040 円
・グライコスリム ®（チョコレート味）  1 点   5,142 円
・マナテック リフト クレンジング スクラブ  1 点   3,702 円
・マナテック リフト ナイトリペア クリーム  1 点   6,171 円

お支払い金額

【例】

■オールスター・パックすべてに下記の資料一式（ビジネス・ツール）が付きます。
＜アソシエート登録申請キット （2 セット）＞＜アソシエート登録完了キット＞
■概要書面
■マナテックカタログ
■登録＆報酬プランガイドブック
■登録申請書
■登録申請書の記入方法
■【選べる】セット注文用紙
■ゆうちょ銀行自動払込利用申込書
■ビジネス・ピリオドカレンダー
■メンバー登録申請書
■返信用封筒

■契約書面
■マナテックカタログ
■登録＆報酬プランガイドブック
■リテール・オーダー伝票

90,521円

70,670円（税込）

＜特典＞  アソシエート価格 20,000 円以内でお好きな製品をお選びいただけます。

アソシエート価格総合計

【無料】アドバンス アンブロトース ® パウダー EX（120g） 1 点 16,457 円
【無料】マナテック CC クリーム ® 1 点   3,394 円

アソシエート価格で
19,851 円もお得！

無料

オールスター・パック 66,857円 〜 76,885円
  PV 500　APO 6,377

オールスター・アソシエートとしてご活動いただけます。 ※登録料（2,160 円）が含まれます。

【選べる】セット   66,857円   〜  76,885円    

アソシエート価格で
19,645円もお得！

・アドバンス アンブロトース ® パウダー EX（120g） 5 点
・オメガ 3 1 点

【EX】セット  66,857円         マナテックで一番人気の糖質栄養素がお得なセットになりました。

お支払い金額： 66,857円（税込）

　アソシエート価格総合計　86,502円（税込）
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66,857円 〜 76,885円

お支払い金額： 66,857円（税込）

【アップグレード用】 オールスター・パック 　

マナテックではプレファード・アソシエートの皆
様が再度パックを購入する事によりオールスタ
ーの地位へアップグレードすることができます。
オールスターの地位を達成すると当該レベルに
対応する地位と報酬を獲得できます。

オールスター
アソシエート

プレファード
アソシエート

 PMPVの達成でアップグレードも可能です

オールスターの地位にアップグレードした時点で、そ
の地位における年次更新日はその地位を獲得したビジ
ネス・ピリオドの最終日に変更されます。

アソシエート自身の購入

　500PV　＋　500メンバーPV　が必要です。
オールスター・アソシエートになるには 1 ビジネス・ピリオド内に

PMPV（パーソナル・メンバー・ポイント・ボリューム）
1ビジネス・ピリオド内のアソシエート自身の PV とそのアソシエートが直接スポンサーしているメンバーの PV との合計。

117PV

112PV×360PV×2例

その方が直接スポンサリングしているメンバーの購入

117PV

PMPV 条件を通じてアップグレードできるのは 1 回限りですが、更新は何度でも可能です。
アソシエートはオールスターの地位を一旦獲得すれば、リーダーシップ更新をする限り地位は継続されます。

120PV

112PV 112PV

オプティマル・サポート・パック 117PV ×1
アドバンスアンブロトース パウダーEX（120g） 112PV ×3
ニュートリベラス 60PV ×2

合計   573PV

オプティマル・サポート・パック 117PV ×2
アドバンスアンブロトースパウダーEX（120g） 112PV ×2
ニュートリベラス 60PV ×2

合計   578PV

117PV

あ
な
た
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アソシエート価格にて、合計 24,840 円までの範囲内でお好
きな製品を組み合わせていただけます。
　〈注意〉  
●規定の範囲内であれば製品の合計金額に関わらずお支払い金額は 21,600 円
●ビジネス・ツールおよびセット製品は対象外

アドバンス アンブロトース ® パウダー EX（120g）  1 点　                                                 16,457 円
マナベアー ®  1 点                                                       3,744 円
マナテック リフト クレンジング スクラブ  1 点　                                                   3,702 円

23,903円アソシエート価格合計

お支払い金額

21,600円（税込）

リーダーシップ更新の手続きは更新ビジネス・ピリオドの最終日までです。
 リーダーシップ更新をしないと、オールスター・アソシエートとしての報酬を受け取ることができません
のでご注意ください。

ご注意

年次更新日はパックの購入日になり、有効期限はパック購入日の翌 BP から 13BP です。
※「リーダーシップ更新パック」を購入しない場合、製品を購入した時点でプレファード・アソシエートとして

更新されます。
※ オールスター・アソシエートとしての地位はいつでも更新することが出来ます。前回の購入からすでに 13 ビ

ジネス・ピリオド経過していても「リーダーシップ更新パック」を購入したその BP より地位の更新は可能です。

「リーダーシップ更新パック」購入で
オールスターの地位更新

マナテックより
60日前に

更新のお知らせ
が送付される

Leadership

オールスター
アソシエート

リーダーシップ更新パック 21,600円
  PV 52　APO 5,349       

オールスター・アソシエートとしての活動を継続していただくためには
年次更新が必要となります。

マナテックでは年会費をお支払いいただく代わりに、
21,600 円でお好きな製品をお選びいただけます。

【例】

■このセットには下記のビジネス・ツールが付きます。
＜アソシエート登録申請キット＞＜アソシエート登録完了キット＞
■概要書面
■マナテックカタログ
■登録＆報酬プランガイドブック
■登録申請書
■登録申請書の記入方法
■【選べる】セット注文用紙
■ゆうちょ銀行自動払込利用申込書
■ビジネス・ピリオドカレンダー
■メンバー登録申請書
■返信用封筒

■契約書面
■マナテックカタログ
■登録＆報酬プランガイドブック
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コード（製品番号） ビジネス・ツール名 アソシエート価格

1233003 アソシエート登録申請キット　アソシエート候補者へ交付する概要書面です。 ¥200
1800603 リテール・オーダー伝票　マナテック製品の小売り販売の際に必要な領収伝票です。 ¥50
1678703 アソシエート用名刺台紙　電子データ　※CD-ROMにデータを保存してお送りいたします。 ¥500
1203203 マナテックカタログ ¥100
1252103 登録＆報酬プランガイドブック ¥100

M5M冊子 ¥150

ビジネスツールのご案内

全額払い戻し

登録パックを受領した日から起算して20日を経過するまでは、書面により、アソシエート登録を解除するこ
とができます。つまり書面と登録パックを返送することで、登録パック代金を全額返金致します。

未開封または開封後パックの
返品送料はマナテック負担

未開封
パック 開封後 全額払い戻し

12ヶ月以内90日以内
資 格解 約となります。予めご 了承ください

お
受
け
で
き
ま
せ
ん

送料はアソシエート負担 送料はアソシエート負担

未開封
パック

開封後

全額払い戻し

未開封
パック

10％手数料差し引き
払い戻し

10％手数料差し引き
払い戻し

未使用、再販可能な
製品のみ

開封後

開封後

別の製品と
交換

購入　

and

個別
の

製品

→詳しくはアソシエート規約 5.12 〜 5.13.5 またはダウンロード資料館にて「顧客満足の保証に関する FAQ」をご覧ください。

12ヶ月以内

欠陥製品
同等製品と

交換

90日以内購入

お
受
け
で
き
ま
せ
ん

お
受
け
で
き
ま
せ
んお

受
け
で
き
ま
せ
ん

〈顧客満足の保証による返品〉
それに伴う交換・返品

送料はアソシエート負担

累計 66,857 円を超えると資格解約となります

正常製品の交換
送料はアソシエート負担

欠陥製品の交換
送料は会社負担（着払）

or or開封後未開封
正常製品

全額払い戻し

未開封
正常製品

製品価格の10％の手数料と
送料を除いた金額の範囲内での交換
交換時に生じる差額は返金しません。

顧客満足の保証では、初回購入後90日以降に同じ製品を
再購入された場合には適用されません。

同価格製品
と交換

同価格製品
と交換

クーリング・オフ制度

登
録
パ
ッ
ク
の
場
合

返 品 ・ 交 換 制 度

製
品
の
場
合
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ビジネス用語集

アソシエート 報酬プランに参加することができます。他の方をマナテックに
紹介することができます。

オールスター（AS） 登録時、またはアップグレード時にオールスター・パックを購
入したアソシエート。

プレファード（PA） 登録時にプレファード・パックを購入したアソシエート。

クオリファイド・アソシエート（QA） アソシエートの地位を年次更新（維持）し、ビジネス・ピリ
オド内に100QV以上を達成するアソシエート。

メンバー 製品を購入する専用のアカウント。報酬プランに参加すること
ができません。

アクチュアル・ペイアウト（APO） ボーナスを支払うために製品に割り当てられた金額。
→ GAPO（グループ APO）。

ポイント・ボリューム （PV）
製品やパックに設定されたポイント。アソシエート／メンバー
が自身の製品購入をした際に、獲得する各ビジネス・ピリオド
内のボーナス獲得資格のためのポイントとして計上 。

グループ・ポイント・ボリューム（ＧＰＶ）
あなたのダウンライン組織内の全アソシエート （メンバーも
含む）の 1 ビジネス・ピリオド内の PV 総計。自身の PV は
GPV として計上されません。

PMPV 1 ビジネス・ピリオド内のアソシエート自身の PV とそのアソシ
エートが直接スポンサーしているメンバーの PV との合計。

クオリファイング・ボリューム（QV） QV ＝ PV　アソシエート自身の PV 合計ボリューム。

マナポ
（マナテック・ポイント・プログラム）

オート・オーダーをご注文されると自動的にマナポが蓄積
されます。オート・オーダーを 3BP 継続オーダーする度に、
ご購入金額（配送手数料は除く）の 20％のポイントが蓄
積されます。１マナポ＝１円。蓄積されたマナポはお好き
なマナテック製品と交換することができます。

ビジネス・ピリオド（BP）
マナテックは 1 年間を 4 週間（28 日）単位の 13 の期間
で運営しています。この独自の期間をビジネス・ピリオド
と呼びます。各ビジネス・ピリオドごとに、報酬の獲得が
可能となります。
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組織図について

新規登録者

麻奈ハナ子

麻奈太郎エンローラー＝ エンローラースポンサー

スポンサー

同一人物がエンローラーとスポン
サーを兼ねることもできます。

エンローラーは、新規登録アソシエートを自身のダウンライン組織内
の他のスポンサーの下のポジションで登録させることもできます。

アップ

第 3 世代

第 2 世代

第 1 世代

レッグ

ライン

ダウン

エンローラー

スポンサー

レッグ

新規登録者

麻奈太郎

アップライン
紹介者を含む上位者の総称

ダウンライン
自分から始まる組織内のアソシエートの総称

レッグ
直接スポンサーしているアソシエート、及びその
ダウンライン全体に続く系列。1 本のレッグ、2
本のレッグと数える。数に制限はありません。

レベル
組織の深さを表す単位。多段階の各階層のことで一
階層を１レベルと数える

世代
特定の必要条件を満たしているアソシエート。最
初に出会うアソシエートを第 1 世代、その次に
出会うアソシエートを第 2 世代、第 3 世代と数
える。

ライン
スポンサーしている、またはされているアソシエー
トを繋いだ系列のこと。“○さんのラインの□□さ
ん”と呼ぶ場合がある。別称スポンサーシップラ
イン。

第 1レベル

第 2 レベル

アソシエート 報酬プランに参加することができます。他の方をマナテックに
紹介することができます。

オールスター（AS） 登録時、またはアップグレード時にオールスター・パックを購
入したアソシエート。

プレファード（PA） 登録時にプレファード・パックを購入したアソシエート。

クオリファイド・アソシエート（QA） アソシエートの地位を年次更新（維持）し、ビジネス・ピリ
オド内に100QV以上を達成するアソシエート。

メンバー 製品を購入する専用のアカウント。報酬プランに参加すること
ができません。

アクチュアル・ペイアウト（APO） ボーナスを支払うために製品に割り当てられた金額。
→ GAPO（グループ APO）。

ポイント・ボリューム （PV）
製品やパックに設定されたポイント。アソシエート／メンバー
が自身の製品購入をした際に、獲得する各ビジネス・ピリオド
内のボーナス獲得資格のためのポイントとして計上 。

グループ・ポイント・ボリューム（ＧＰＶ）
あなたのダウンライン組織内の全アソシエート （メンバーも
含む）の 1 ビジネス・ピリオド内の PV 総計。自身の PV は
GPV として計上されません。

PMPV 1 ビジネス・ピリオド内のアソシエート自身の PV とそのアソシ
エートが直接スポンサーしているメンバーの PV との合計。

クオリファイング・ボリューム（QV） QV ＝ PV　アソシエート自身の PV 合計ボリューム。

マナポ
（マナテック・ポイント・プログラム）

オート・オーダーをご注文されると自動的にマナポが蓄積
されます。オート・オーダーを 3BP 継続オーダーする度に、
ご購入金額（配送手数料は除く）の 20％のポイントが蓄
積されます。１マナポ＝１円。蓄積されたマナポはお好き
なマナテック製品と交換することができます。

ビジネス・ピリオド（BP）
マナテックは 1 年間を 4 週間（28 日）単位の 13 の期間
で運営しています。この独自の期間をビジネス・ピリオド
と呼びます。各ビジネス・ピリオドごとに、報酬の獲得が
可能となります。

エンローラー（ER）
顧客（新規登録者）にマナテックを紹介し、登録時にアソ
シエート登録申請書にエンローラーとして記載されたアソ
シエートです。

スポンサー
新規登録者のアソシエート登録申請書に、スポンサーとし
て名前を記載されたアソシエートがスポンサーです。
ダウンライン組織図では、新規アソシエートはスポンサー
となったアソシエートの直下のポジションに位置します。
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メンバーを直接スポンサーしているクオリファイド・ア
ソシエート(QA)は、メンバーの製品購入に対し、アソ
シエート地位に応じた下記の割合のメンバー・ボーナス
を獲得できます。
スポンサーがオールスター地位の場合＝20％
スポンサーがプレファード地位の場合＝15％

メンバー価格の20%を獲得！

※スポンサーがプレファード地位の場合、残りの5％はアップラインで最初
　に出会うQAオールスターのタイトル保持者にお支払われます。
 

※注意
1) QAを維持する必要があります。
2) アソシエートが一部でもボーナスの獲得資格を満たしていない場合、 
   そのボーナスはアップラインで最初に出会う資格有るアソシエートに 
     繰り上がって支払われます。

20%

5% 15%

643円 1,029円

メ
ン
バ
ー

メ
ン
バ
ー

エ
ン
ロ
ー
ラ
ー 

Ｃ

エ
ン
ロ
ー
ラ
ー 

Ｂ

エ
ン
ロ
ー
ラ
ー 

Ａ

QA

QA
QA

顧
客

アソシエート価格
16,457円

希望小売り価格
21,600円

＝−

メンバー・ボーナス

小 売り利 益

小売り利益
5,143円

アソシエート価格
16,457円

希望小売価格
21,600円

ダイレクト・ボーナス
パック名

金額 金額

プレファード オールスター
プレファード・パック 1,481 円 2,222円
オールスター・パック 6,429 円 9,643円

世代 金額

第1世代 1,029円
第2世代  643円

※アソシエート登録申請書の「エンローラー」欄に記入された方へ支払われます。  
※製品なしパックからは発生しません。

※登録パックの種類には関係ありません。

CさんはBさんの  
エンローラー

BさんはAさんの  
エンローラー

Aさんは新規登録者の 
エンローラー

スポンサー
オールスター地位

最初に出会う
QAオールスターの

タイトル保持者 プレファード地位

第２世代
ダイレクト・
ボーナス

第1世代
ダイレクト・
ボーナス

ダイレクト・
ボーナス

アソシエートをエンロール

第１世代・第２世代 ダイレクト・ボーナス

パック

パック

マナテック

新
規
登
録
者

スポンサーがプレファード地位の場合

スポンサーがオールスター地位の場合



効率よくタイトルを獲得するためには、各レッグのポイントを均等に増やす方法がお勧めです。

タイトルを達成して、更に報酬を増やそう！

合計1,500GPV（1本のレッグから最大975GPV）
必要レッグ２本以上

合計6,000GPV（1本のレッグから最大3,900GPV）
必要レッグ２本以上

合計20,000GPV（1本のレッグから最大13,000GPV、
2本のレッグから最大18,000GPV）

必要レッグ3本以上

合計60,000GPV（1本のレッグから最大39,000GPV、
2本のレッグから最大54,000GPV）

必要レッグ3本以上

あなた

リージョナル・ディレクター（RD）

エグゼクティブ・ディレクター（ED） プレジデンシャル・ディレクター（PD）

375
GPV

375
GPV

375
GPV

375
GPV

あなた

1,500
GPV

1,500
GPV

1,500
GPV

1,500
GPV

あなた

5,000
GPV

5,000
GPV

5,000
GPV

5,000
GPV

あなた

15,000
GPV

15,000
GPV

15,000
GPV

15,000
GPV

（オールスター）

（オールスター）（オールスター）

（プレファード/オールスター）

ナショナル・ディレクター（ND）
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パワー・ボーナス

ご自身がエンロールしたアソシエートの中で、新規登録もしくは
アップグレードを問わず、4人のオールスター・アソシエートが
誕生するごとに、何度でもパワー・ボーナスを獲得することがで
きます。

オールスターが4人誕生するごとに 
51,429円! 

※ 注意
1) ボーナス獲得にはQAとASの地位を維持する必要があります。（この2点が維持され
 　ない場合、パワー・ボーナス獲得のためにカウントされる蓄積人数がゼロに戻り再
 　スタートとなりますので、ご注意ください。）
2) 新規エンロールもしくはアップグレードしたオールスター・アソシエートを直接スポンサー
　 する必要はありません。
3) 同一ビジネス・ピリオド（BP）内でも複数回、獲得可能です。
4) PMPV条件を通じてアップグレードした場合は除きます。

※QAを維持する必要があります。
※製品流通ボーナスは以下となります：
   メンバー・ボーナス、オート・オーダーボーナス、リーダーシップ・ボーナス、 
   プライマリー・ボーナス、ジェネレーショナル・ボーナス

オールスター・アソシエートは登録、
アップグレードの両方が人数カウントされます。

合計600GPV(1本のレッグから最大390GPV)

AS

AS AS

AS AS

AS AS

AS AS

51,429円 51,429円

何度でも獲得可能！

チーム・ボーナス獲得者

GPVはアソシエート/メンバーいずれからも
蓄積いただけます

レッグを2本以上持ち、600GPV以上を達成すると、9,257円
のチーム・ボーナスを獲得可能です。
9,257円とは別に製品流通ボーナスを追加で獲得いただけます。

初期段階で9,257円を獲得！

チーム・ボーナス

あなた
QA

150
 GPV

150
 GPV

150
 GPV

150
 GPV
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第1世代のチーム・ボーナス獲得者から、1,543円。
第2世代のチーム・ボーナス獲得者から、1,543円。

チーム・ボーナスの獲得をサポートすると
1,543円!

ご自身がエンロールした方がオート・オーダーで製品を購入し
た場合、オート・オーダー価格の3%をボーナスとして獲得で
きます。ただし、リージョナル・ディレクター（RD）以上のタイト
ルと、オールスターの地位が必要です。なお、エンローラーが
タイトル保持者でない場合は、アップラインで最初に出会う
RD以上のタイトル保持者のオールスター・アソシエートに支
払われます。

オート・オーダー価格の3％を獲得

※ 注意
1) RD以上のタイトルとオールスターの地位が必要です。
2） メンバーのオート・オーダー購入からは発生しません。

※ 注意
1) 本ボーナスを獲得するには、第１世代ではTBを獲得するかタイトル　
　  達成が必要です。第２世代ではRD以上のタイトルが必要です。
2） チーム・ボーナス獲得者がRD以上の場合、チーム・デベロップメント・  
     ボーナスは発生しません。
3）チーム・ボーナス獲得者のGPVが1,500以上になった場合、チーム・ 
     デベロップメント・ボーナスは発生しません。

APOではなく、オート・オーダー製品価格から
%が計算されます。

チーム・デベロップメント・ボーナス

オート・オーダー・ボーナス

100PV以上の方はペイ・レベルという階層ととられます。ペイ・レベルは100PV
以上の方で区切って、100PV以下の方はダウンラインに向って次の100PV以上
の方まで同じペイ・レベルとなります。ペイ・レベルは支払い報酬計算のため
の圧縮後のレベルです。
 

本来獲得するはずのアソシエート
が資格を満たしていない場合、ボー
ナスの計算から除外されます。これ
を圧縮するといいます。

メ ン バー お よ び ダ ウ ン ラ イ ン が い な い 方、
100PVを超えてなくても、組織の最後のレベル
なので、ここでペイ・レベルを区切ります。

100PV未満の方、未購入の方、
解約の方が圧縮されます。

QA

QA

QA

QA

QA

第1ペイ・レベル

第2ペイ・レベル

第3ペイ・レベル

第4ペイ・レベル

125

60

88

118 ペイ・レベル

ペイ・レベル

ペイ・レベル

ペイ・レベル

圧 縮

RD

TB

TB

QA QA QA

QA

QA1,543円
第2世代TB獲得者

1,543円
第1世代TB獲得者

TB: チーム・ボーナス

AO: オート・オーダー

AO

AO メンバー AO

3%

3%

×発生しない×タイトル未達成

AS
RD

QA

QA

1,543円
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※ 注意
1）QAを維持する必要があります。
2）ペイ・レベル6では、リーダーシップ・ボーナスにて最高6%しか獲得できません。
3）ペイ・レベル7では、リーダーシップ・ボーナスにて最高12%しか獲得できません。

ペイ・レベル6以降からタイトルを獲得しているアソシエートにリー
ダーシップ・ボーナスが支払われます。タイトルによってAPOの6%、12%、
18%を獲得できる可能性があります。

深い組織を構築するとAPOの獲得率を拡大
できます!

タイトルを獲得したらペイ・レベルに関係なく、ダウンラインの組織の製品購入全体
のGAPOから獲得できるボーナス。

組織の製品購入全体から獲得可能！

QA

QA

QA

第6ペイ・レベル
ＡＰＯ 6％

PD

第7ペイ・レベル
ＡＰＯ 6％

第8ペイ・レベル
ＡＰＯ 6％

RD
RD以上の場合、ペイ・レベル 
6以降は製品購入のAPO 6%を
獲得可能。

ND
ND以上の場合、ペイ・レベル 
7以降は製品購入のAPO 12%
を獲得可能。

ED
ED以上の場合、ペイ・レベル 
8以降は製品購入のAPO 18%
を獲得可能。

ペイ・レベル
1〜5

6％

RD

6％

6％+6％

6％+6％+6％

ED

ND

ED

PD

6％

12％

18％

26％

？？

RD

あなたは何％
を獲得できま
すか？PD

RD PDEDND

20%

14% 8%

26%

ここは26％を
獲得できる

6％はアップで
最初に出会う
RDが獲得

12％はアップで
最初に出会う
NDが獲得

18％はアップで
最初に出会う
EDが獲得

ここの26％はアップで
最初に出会うPDが獲得

RD
製品購入
ＡＰＯ6％ ND

製品購入
ＡＰＯ6％ ED

製品購入
ＡＰＯ6％ PD

製品購入
ＡＰＯ8％

最大APO26%
獲得可能＋＋ ＋

プライマリー
範囲

リーダーシップ・ボーナス

第5ペイ・レベル

6% 12% 18%

※ 注意　QAを維持する必要があります。

6％

6％+6％

ND

ペイ・レベル
1〜5

ペイ・レベル
1〜5

プライマリー・ボーナス
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※ 注意
1）QAを維持する必要があります。
2）ND以上のタイトルが必要です。
3）ご自身のタイトル以上のボーナスは獲得できません。

第1世代NDから15,943円
第1世代EDから59,143円
(15,943円 + 43,200円) 
 ND分 ED分

リーダーを育成すると報酬がさらに増ます!

栄養不足の子供たちを救うことにより、あなたの人生も豊かになります。
マナテックの社会貢献事業「ギブ・フォー・リアル」プログラムを通じて、あなたの組織の大きさにより世界中
の栄養不足の子供達を救えます。ご参加いただくことで、下記の報酬がご自身の生活を豊かにします。

ED

ED

ND ED

15,943円 59,143円ND

ND

ND

15,943円

38,571円 83,571円 192,857円

ナショナル・ディレクター エグゼクティブ・ディレクター プレジデンシャル・ディレクター

子供の支援数： 60人
あなたへの感謝の報酬：

子供の支援数： 200人
あなたへの感謝の報酬：

子供の支援数： 600人
あなたへの感謝の報酬：

リーダーシップ・デベロップメント・ボーナス

ライフスタイル・ボーナス

第1世代リーダーの組織から、RD〜 EDはGAPO5%、PDは6%
第2世代リーダーの組織から、RD〜 PDまで4％

永続的に報酬は増大します！
PD

PD

PD

PD

第1世代ジェネレーショナル範囲

PD①のプライマリー範
囲はここまで。

ここはPD②のプライマ
リー範囲なので、PD①
の第1世代ジェネレー
ショナル範囲となる。

ここはPD③のプライマ
リー範囲なので、PD①
の第2世代ジェネレー
ショナル範囲となる。

プライマリー範囲
合計APO26%

PD APO 6%
ED APO 5%
ND APO 5%
RD APO 5% 合計APO21%

第2世代ジェネレーショナル範囲
PD APO 4%
ED APO 4%
ND APO 4%
RD APO 4% 合計APO16%

？？
？？

？？

第1世代ジェネレーショナル範囲

最初に出会うリーダーまでのGAPOはプラ
イマリー範囲となります。

プライマリー範囲

最初に出会うリーダーのプライマリー範囲は
あなたの第1世代ジェネレーショナル範囲

第2世代ジェネレーショナル範囲
次に出会うリーダーのプライマリー範囲は
あなたの第2世代ジェネレーショナル

製品流通量を伸ばす

プライマリーとジェネレーショナルの基本

ジェネレーショナル・ボーナス
①

②

③

※ 注意　QAを維持する必要があります。
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マナテックは数々のインセンティブ・プランをご提供しています。インセンティブ・プランは、特定の条件の達成
に対して、旅行、賞金、賞品といったさまざまな形で、年間を通じて展開しています。

各BP全世界の
オート・オーダー
総売上の1%

各BP全世界の
製品売上と

パック総売上の1%

総数×1シェア＋　　　総数×2シェア

オート・オーダーの総売上1%
全世界のSPDとGPD総シェア数

1シェア金額　　　　   2シェア金額

＝各シェア金額

各シルバー PDへ 
1シェア

各ゴールドPDへ2
シェア

世界中の資格あるシルバー PDとゴールドPDの総数で1%のプールを割ります。
※ 各BPのプールの全額をシルバー PDとゴールドPD全員のシェア数で割り、1シェア値が確定されます。シェア数は各BPで異なります。

75%プール
プレジデンシャル・ディレクター・レッグ
に対してのシェアに対して支払われます。
■PDレッグにつき1シェアを獲得できます。
※ 各BPのPPD全員のシェア総数で割り、シェア値

を決めます。このシェア値にプレジデンシャル・
ディレクター・レッグ数を掛けた額が、各PPDに
支払われます。

25%プール
プレジデンシャル・ディレクター・レッグ以外で構成さ
れるサイドボリュームの総計に対して支払われます。
※ それぞれPPDにはサイドボリューム最低値から最高値までの

評価ポイントか付与されます。評価ポイントの最低値は1.5 
ポイントで、サイドボリューム最高値を持つPPDに到るまで
0.5ポイントずつ増加します。PDレッグに対して支払われた
後のプール残額の25%を評価ポイント総数で割ります。

S
PD

G
PD

PD PD PD PDPD

P
PD

PD PD PD PD

P
PD

PD PD PD PD
サイド

ボリューム

1.5ポイント

2.5ポイント

2.0ポイント

…

合計
5シェア

+1   +1  +1  +1  +1

➡

➡ ➡

インセンティブ

シルバー・ゴールドPD・ボーナス

グローバル・ボリューム・ボーナス

PDレッグ数 PDの世代

1本 第2世代まで

2本 第4世代まで

3本 第6世代まで

4本  第7世代まで

5本 第8世代まで

6本 第9世代まで

PD

※ 注意　
1）QAを維持する必要があります。　　2）シルバーとゴールドPDのみが対象となります。

※ 注意　
1）QAを維持する必要があります。　　2）プラチナPDのタイトルが必要です。

S
PD

S
PD

G
PD

G
PD

APO全社総計の9%で構成されるプールから充当されます。BP内のすべての資格あるBPD以上は、プールから1シェア
（59,143円）を獲得できます。さらに、各PDが組織したPDレッグ本数およびPDの世代に応じてシェアを獲得でき
ます。ただし、獲得できるPDBは、第2世代から世代が深くなる毎に、1世代につき25%ずつ減額となります。

PDのレッグ数を広げれば、より深い階層から獲得できるボーナス

B
PD

G
PD

P
PD

PDPDPD PD

PD

PD

PDPD PD

PD

PD

PDPD

PD

PD

PD

PD

PD

ブロンズPDになったら、第
2世代まで獲得できます。

第2世代まで
獲得可能

第4世代まで
獲得可能

第6世代まで
獲得可能

第7世代まで
獲得可能

第1世代1シェア

第2世代0.75シェア
シルバー PD
になったら、
第4世代まで
獲得できます。

第4世代
0.563シェア

ゴールドPDに
なると、 
第6世代まで 
獲得できます。

第6世代
0.237シェア

第7世代
0.178シェア

PDレッグ本数凡例 
1本＝ブロンズPD（B）
2本＝シルバー PD（ S ）
3本＝ゴールドPD（G）
4本＝プラチナPD（ P）

プラチナPDに
なったら、 
第7世代まで 
獲得できます。

プレジデンシャル・デベロップメント・ボーナス  PDB（PD育成ボーナス）

S
PD

※ 注意　QAを維持する必要があります。



16 Mannatech Career and Compensation Plan

種別 ボーナス種類 QV制限 年次更新 必要地位 獲得者 概要

製品 小売利益 なし × アソシエート
販売した

アソシエート

アソシエートは、マナテックからアソシエート価格
で製品を購入し、これを顧客に希望小売価格で
販売することができます。希望小売価格とアソシ
エート価格の差益がアソシエートの小売り利益と
なります。

製品 メンバー
100QV
（QA）

○ アソシエート スポンサー 直接スポンサーしているメンバーの製品購入金額
からPA地位の方は15％、AS地位の方は20％

パック ダイレクト なし × アソシエート
エンローラー

（ER）

製品パックがアソシエートに販売されると、ERに支 
払われるボーナスのことです。パックの種類、ERの
地位により金額が異なります。
<プレファード登録のみ> 0円
<プレファード・パック> 
ERがPA：1,481円、ERがAS：2,222円
<オールスター・パック> 
ERがPA：6,429円、ERがAS：9,643円

パック 第１世代ダイレクト なし × アソシエート
新規登録者のER

のER
PAパック、ASパックいずれも販売ごとに1,029円。

パック 第２世代ダイレクト なし × アソシエート
新規登録者のER

のERのER
PAパック、ASパックいずれも販売ごとに643円。

製品
チーム

TB：チームボーナス
100QV
（QA）

○ アソシエート QA、RD以下
ダウンライン組織（2本以上のレッグ、1本のレッグか
ら最大390GPV）が同一BP内に600GPV以上達成
すると9,257円。

製品
チーム

デベロップメント
（チーム育成）

100QV
（QA）

○ アソシエート
TB獲得者または
RD以上のUP2

人

各チーム・ボーナス獲得者（RD未満、1,500GPV以
下）から、最初に出会うアップラインのTB獲得者ま
たはRD以上のタイトルに1,543円。次に出会うリー
ダーにも1,543円。

パック パワー
100QV
（QA）

○ オールスター
AS4人のER

※アップグレード
を含む

新規エンロール、アップグレードを問わず、
AS4人が誕生するたびに、何度でも51,429円
が獲得可能。

製品 リーダーシップ
100QV
（QA）

○ アソシエート RD以上

第6ペイ・レベルからはタイトルを獲得してい
るアソシエートにボーナスが支払われます。
RDを獲得したら6レベル以降から6％
NDを獲得したら7レベル以降からさらに6％
ED/PDを獲得したら8レベル以降からさらに6％

製品 プライマリー
100QV
（QA）

○ アソシエート RD以上

タイトルを獲得するとペイ・レベルに関係
なく、ダウンライン組織の製品購入全体の
GAPO から獲得できるボーナスです。
RDとしてAPOの6％
NDとしてAPOの6％
EDとしてAPOの6％
PDとしてAPOの8％

製品
第1世代

ジェネレーショナル
100QV
（QA）

○ アソシエート RD以上

ダウンライン組織内の製品購入よりプライマリーが発生し、
ダウンラインリーダーがプライマリーを取得すると代わりに
発生するボーナスです。RD、ND、EDはAPOの5％。PDは
APOの6％。

製品
第2世代

ジェネレーショナル
100QV
（QA）

○ アソシエート RD以上

ダウンライン組織内の製品購入よりプライマリーが発生し、
ダウンラインリーダーがプライマリーを取得すると代わりに
発生するボーナスです。RD、ND、ED、PDいずれのタイトル
もAPOの4％。

製品
リーダーシップ

デベロップメント
100QV
（QA）

○ オールスター
ND＆ED以上

or
ED以上2人

ND以上のタイトルを達成し、ダウンライン組織内
におけるリーダー育成に対して各ビジネス・ピリオ
ドで支払われるボーナスです。
NDを育成すると15,943円。
EDを育成すると43,200円。

製品 オート・オーダー
100QV
（QA）

○ オールスター RD以上、AS、ER 自身がエンロールしたアソシエートのオート・オー
ダーの製品購入金額の3％。
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種別 ボーナス種類 QV制限 年次更新 必要地位 獲得者 概要

製品 ライフスタイル 100QV
（QA） ○ オールスター ND以上 ND以上のタイトルを維持すると、NDは38,571円、EDは

83,571円、PDは192,857円が毎BP支払われます。

■ PD 以上の方対象のボーナス

■ ND 以上の方対象のボーナス

種別 ボーナス種類 QV 制限 必要地位 獲得者 概要

製品
プレジデンシャル
デベロップメント

（PD 育成）

100QV
（QA）

オール
スター BPD 以上

各 BPD 以上が組織した PD レッグ数および PD の世代に
応じて、 PD レッグごとに 59,143 円が支払われます。
第 2 世代目以降は、 世代が深くなる毎に、 1 世代につ
き一定の率（25％）が減額された PDB が支払われます。

製品 シルバー /
ゴールドPD

100QV
（QA）

オール
スター

シルバー /
ゴールド PD

全世界のオート ・ オーダー総売上の 1% と全世界の AS
パックの総売上の 1% をプールします。 各 BP のプール
の金額をシルバー PD とゴールド PD 全員のシェア数で
割り、 1 シェア金額が確定されます。 各シルバー PD
へ 1 シェア、 各ゴールド PD へ 2 シェア。

製品
グローバル・
ボリューム・

ボーナス

100QV
（QA）

オール
スター PPD

全世界の製品売上の 1％と全世界の AS パックの総売上
の 1％から充当。 そのうち 75％は PD レッグにつき
1 シェアが割り当てられます。 25％は PD レッグ以外
のサイドボリューム総計に対して支払われる。 最小評
価を 1.5、 その後は 0.5 ずつ増加。

地位 条件

プレファード・アソシエート  登録料のみ／プレファード・パックで登録したアソシエート。報酬プランの一部にご参加いただけます。

オールスター・アソシエート  オールスター・パックで登録、またはアップグレードしたアソシエート。すべての報酬プランにご参加いただけます。

■アソシエートの地位

タイトル QV制限 必要地位 必要GPV レッグ制限等

リージョナル・ディレクター （RD）

100QV
（QA）

アソシエート 1,500 2レッグ以上、1レッグ最大975GPVまでのカウン
ト

ナショナル・ディレクター （ND）

オールスター

6,000 2レッグ以上、1レッグ最大3,900GPVまでのカウン
ト

エグゼクティブ・ディレクター （ED） 20,000 3レッグ以上、1レッグ最大13,000GPV、
2レッグ最大18,000GPVまでのカウント

プレジデンシャル・ディレクター （PD） 60,000 3レッグ以上、1レッグ最大39,000GPV、
2レッグ最大54,000GPVまでカウント

タイトル 条件

ブロンズ・プレジデンシャル・ディレクター（BPD）  同一BP内に1本のダウンライン・レッグにPDを組織していること。

シルバー・プレジデンシャル・ディレクター（SPD）  同一BP内に2本のダウンライン・レッグそれぞれにPDを組織していること。

ゴールド・プレジデンシャル・ディレクター（GPD）  同一BP内に3本のダウンライン・レッグそれぞれにPDを組織していること。

プラチナ・プレジデンシャル・ディレクター（PPD）  同一BP内に4本のダウンライン・レッグそれぞれにPDを組織していること。

■タイトル一覧

■ PD 以上のタイトル一覧
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報酬プログラムは大きくわけて 2 種類あります。

「製品流通に関わるボーナス」

「パックの販売に関わるボーナス」 　パック

報酬の種類に応じて２回に分けてお支払いいたします。
お支払いは各 BP 第１週目と第３週目の金曜日となります。

※振込先がゆうちょ銀行の場合は、2 営業日後に支払われます。※支払日が祝日の場合は、日程が変更となる場合があります。

お支払い対象 BP

❶ 第 3 週（金）

❷ 第 1 週（金）

翌 BP

翌々 BP

報酬の支払い設定額
「製品流通に関わるボーナス」及び「パックの販売に関わるボーナス」の支払いは 2,400 円を超えるまでは保留され、それぞれのボー
ナスの合計金額が 2,400 円を超えた時点で支払いが開始されます。

返品、払い戻し、取り消し
すべての製品および製品パックの返品、取消は、報酬獲得のためのポイントとして計上されません。返品、払い戻し、再計算によるコミッション
過剰支払いは、将来のコミッションから差し引かれるか、コミッションが支払われる前のプールから差し引かれます。当社はアソシエートがすでに
報酬を獲得した対象の製品パックが返品された場合、将来のコミッションを保留する場合があります。

❶ 製品流通に関わるボーナス 
　→  対象BP終了後、翌BPの３週目にお支払い

❷パックの販売に関わるボーナス
　→  対象BP終了後、翌々BPの1週目にお支払い

マナテックでは報酬のことを
“ボーナス”もしくは

“コミッション”と呼んでいます。

「ダイレクト・ボーナス 」は 2 週毎に計算され、翌ビジネス・ピリオド内で 2 回に分けて支払われます。

お支払い対象 BP

 第 3 週（金） 第 1 週（金）

翌 BP

対象BP終了後、翌BPの１週目にお支払い 対象BP終了後、翌BPの3週目にお支払い

BP1,2 週のダイレクト・ボーナス  BP3,4 週のダイレクト・ボーナス  

世界統一の報酬プランをもとにした全ての支払いは以下の条件によって制限されることがあります。 
当社はコミッション計算対象期間における世界全体の報酬に関わる総売り上げの 42.6％を上限として全てのコ
ミッション、インセンティブ、その他（報酬として関連付けられる支払）を報酬として支払います。
もし、コミッション計算の結果、この支払率を上回った場合、当社は 42.6％になるように調整し、コミッション
を支払います。

報酬のお支払いについて
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サクセス・トラッカーはご自身のダウンライン組織内の活動状況に関する最新情報がホームペー
ジ上で即座に入手できる、画期的な“成功するためのサポート・システム”です。

サービス内容
ダウンラインのビジネス情報
チーム・ボーナス、パワー・ボーナスを獲得した、または獲得間近のアソシエートの情報 など

レコグニション（タイトル認定）
新規登録のアソシエートおよびメンバー、新しいタイトルを獲得したアソシエート など

アソシエート検索
インセンティブを獲得した、または獲得間近のアソシエートの情報 など

系図レポート
ユニラテラル組織図 など

更新レポート
更新していない、更新期限の迫ったアソシエート など

評価レポート
売上額の増大率が最も大きいリーダー など

マーケティング・レポート
オート・オーダーの利用 / 未利用、サクセス・トラッカー利用 / 未利用 など

ダウンライン保留／中止レポート
保留になっているオート・オーダー　など

マイ・ビジネスの管理

会員専用画面から

サクセス・トラッカー

※サービスに関する詳細は、マナテックのホームページ
（www.mannatech.com）をご参照ください。

すべてのサービスとレポートがご利用いただけます。
電子メール配信システム利用可

2,500 円／月

1,500 円／月

Gold    「ゴールド」

Silver 「シルバー」

Success Tracker  サクセス・トラッカー
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