～ご家族ご友人にモリンダ製品を伝えよう～
サービス情報一覧#584

2019 年 2 月 12 日更新

10 月セールスイベント「フレンズ＆ファミリー2018」概要

2018 年 10 月に実施するセールスイベント「フレンズ＆ファミリー2018」は、皆さまのビジネス活動を強力にバック
アップします。この機会を活用して、モリンダからの素晴らしい製品をご家族やご友人に紹介しましょう。
＊1 プレミアメンバーとは、120QV 以上の定期購入プログラムに参加している方を指します。

1：新規登録応援キャンペーン
2018 年 10 月にプレミアメンバー*1 として、新規会員登録された方に、モリンダから素晴らしい特典をプレゼントい
たします。
【対象】 2018年10月に新規会員登録されたプレミアメンバーで、11月以降も資格を継続されている方
※ 会員タイプは問いません。
※ 既存会員がプレミアメンバーにアップグレードした場合は対象外です。
※ 最終日は混雑が予想されるため、お早目にご登録いただきますようお願いいたします。

【期間】 2018 年 10 月 1 日(月)～10 月 31 日(水)
【特典】
特典 1
タヒチアンノニ ジュース 500ml×1 本
DVD (「2018 グローバル ビジネスサミット」の模様やタヒチとの友好関係を紹介した映像集)×1 枚
『THIS IS MORINDA』 ×1 冊 （モリンダについてご紹介した冊子）
※ 11 月の定期購入製品と一緒に特典をお届けいたします。
※ お届け月にご自身が、プレミアメンバーであることが条件です。お届け月に、定期購入プログラムを中止また
は 120QV 以下の定期購入プログラムに変更された場合は、特典を受け取ることができません。
特典 2

定期購入ポイントを通常の 2 倍プレゼント
2018 年 10 月にプレミアメンバーに新規登録された方は、120QV 以上の定期購入プログラムを継続してい
ただく限り、参加されている定期購入ポイントが、最大で 12 ヵ月 2 倍で付与されます。
(加算例)
定期購入ポイント（QV 数）
オフィスプロ登録ポイント
追加ポイント
ボーナスポイント
（２倍ポイントを含む ）
合計ポイント

10 月
120

11 月
120

120

20
140

240

280

12 月
240
50

1

2月
120
50

3月
120
50

290

1月
120
50
30
440

170

170

580

640

340

340

<注意点>
※一度でも、120QV 以上の定期購入プログラムを停止された場合、特典はそれ以降無効となります。
※待機期間の 4 ヵ月（10 月～1 月）分は、2019 年 2 月から使用できます。
※定期購入ポイント 2 倍プレゼントの対象は、各月の参加している「定期購入プログラムの QV 数」、「オフィスプ
ロ登録ポイント」、「追加ポイント」も対象となりました。
（例）10 月に 120QV の定期購入プログラムに参加され、さらにオフィスプロに登録された場合、2 倍プレゼント
の対象は、 120QV（定期購入プログラム QV 数）＋50QV（オフィスプロ登録ポイント）＝170QV（対象ポイン
ト）となります。
※こちらの特典は、日本登録の方のみ対象となりますことをあらかじめご了承ください。
※2018 年 10 月に、「新規定期購入プログラム 30」にご加入いただいた方には、定期購入プログラムを続けてい
ただく限り、最大で 12 ヵ月、通常の 2 倍のポイントをプレゼントいたします。
※定期購入ポイントプログラムの詳しい詳細は、サービス情報一覧「320：定期購入ポイントプログラムのご案内」
をご覧ください。

2：ビジネスビルダー向けキャンペーン
「新規登録応援キャンペーン」と組み合わせて活用し、ビジネス拡大にお役立てください。

１）フォローアップ3キャンペーン ＊10/15追加
【期間】 2018 年 10 月 1 日～10 月 31 日
【対象】 プレミアメンバー*1 の IPC の方
【条件】
1） 自身が翌月以降もプレミアメンバーの資格を継続すること。
2） 2018年9月を基準とし、第1世代のプレミアメンバー（120QV以上の定期購入プログラム参加している
方）数を2018年10月に3名純増＊させ、 その状態を翌月以降も維持すること。
＊全会員タイプ対象。新規登録者だけでなく、30QVの定期購入からのアップグレードや中止者が
120QV以上の定期購入に復帰した場合も第1世代の1名としてカウントの対象となります。

【特典】11 月の定期購入製品と一緒に特典製品をお届けいたします。
特典製品：タヒチアンノニ ジュース 500ml×1 本、DVD(「2018 グローバル ビジネスサミット」の模様や
タヒチとの友好関係を紹介した映像集)×1 枚、
『THIS IS MORINDA』 ×1 冊（モリンダについてご紹介した冊子）
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【ご注意】「定期購入ポイント 2 倍プレゼント」の特典は、10 月度新規プレミアメンバー登録者の方のみ
が対象となります。「フォローアップ 3 キャンペーン」達成者の方は対象外となります。あらか
じめご了承ください。
２）フォローアップ20キャンペーン
以下の条件を達成すると、「2019 グローバル ビジネスサミット（ニューヨークで開催予定）」にご招待します。
【条件】

1） 120QV 以上の定期購入プログラムに参加している優良な IPC の方。
2） ご自身が翌月以降も 120QV 以上の定期購入プログラムを継続すること。
3） 2018 年 9 月を基準とし、第 1 世代の 120QV 以上の定期購入プログラム参加者数を 2018 年 10 月
に 20 名純増※させ、その状態を 11 月、12 月と 3 ヵ月連続で維持すること。
※ 全会員タイプ対象。新規登録者だけでなく、30QV の定期購入プログラムからのアップグレードや、
中止者が 120QV 以上の定期購入プログラムに復帰した場合も第 1 世代の 1 名としてカウントの対
象となります。

【特典】
「2019 グローバル ビジネスサミット」参加及び会場までの往復航空券、ホテル宿泊費、食費（一部）をモリンダ
が負担いたします。

FAQ
◆新規登録応援キャンペーン
Q1．2018 年 10 月に新たに 30QV の定期購入プログラムに参加した準 IPC の場合、対象となりますか？
A1．いいえ。会員タイプを問わず 120QV 以上の定期購入プログラムに参加していただく方が対象となります。

Q2．2018 年 10 月に新規登録し、120QV 以上の定期購入プログラムに参加しました。11 月に定期購入プログラ
ムを中止した場合は、11 月分のプレゼントを受け取ることができますか？
A2．いいえ。受け取ることはできません。お届け月に定期購入条件（120QV 以上）を維持することが必要となりま
すので、この場合は対象となりません。同様にお届け月に 120QV 以下の定期購入プログラムに変更された
場合も、対象となりませんのでご注意ください。

Q3．10 月にプレミアメンバーとして新規会員登録したら、11 月特典であるタヒチアンノニ ジュース 500ml（1 本）
は、すぐにもらえますか？
A3．いいえ。11 月に特典を受け取る条件を満たしている場合、11 月の定期購入製品と一緒にお届けいたしま
す。

◆ビジネスビルダー応援キャンペーン 「フォローアップ 20 キャンペーン」
Q1．10 月に新規会員登録し、120QV 以上の定期購入プログラムに参加した人のみが、第 1 世代のプレミアメン
バー※1 としてカウントされるのでしょうか？
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A1．いいえ。新規登録以外に定期購入プログラムを中止している会員が、120QV 以上の定期購入プログラムに
復帰した場合も、カウントの対象になります。

Q2．9 月に 120QV 以上の定期購入プログラムに参加していない会員が、10 月に 120QV 以上に参加した場合は
第 1 世代のプレミアメンバーとしてのカウントの対象になりますか？
A2．はい。再参加で 120QV 以上の定期購入プログラムに参加する場合、フォローアップ 20 のカウントの対象に
なります。
Q3．第 1 世代の定期購入プログラム参加者は、毎月同じ定期購入プログラムの参加者でなければいけません
か？
A3．いいえ。120QV 以上の定期購入プログラムの参加者数で判断します。毎月同じプレミアメンバー*1 でなくても
20 名の純増の条件を満たしていれば資格達成とみなされます。
Q4．「フォローアップ 20」を達成すると、25000 モリンダライフ ポイントがもらえるのですか？
A4．いいえ。25000 モリンダライフ ポイントは、獲得できません。25000 モリンダライフ ポイントの獲得者と同等の
「2019 グローバル ビジネスサミット」参加の特典が得られます。
Q5．「フォローアップ 20」を達成し、「2019 グローバル ビジネスサミット」参加の際に、登録費は別途かかります
か？
A5．はい。登録料は別途かかります。金額は未定です。
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