
競合他社製品の販売促進活動に関するポリシー改定のお知らせ 

2016年 6月 1日公示 

2016年 7月 1日施行 

この度、ポリシーマニュアル内の「1.11.2. 競合他社製品の販売促進活動（p15）」の項を次のとおり改定いたしましたの
で、お知らせいたします。みなさまご存じのとおり、モリンダポリシーマニュアルは、モリンダの裁量によって改定され、そ
の修正の通知はモリンダの公式な資料、および弊社の公式ウェブサイトにて発表されます。モリンダからボーナスやコミ
ッションの受け取りを継続することによって、みなさまが一切の改定を承認なさっていることを意味しています。（契約条
件より） 

1.11.2. 競合他社製品の販売促進活動 
IPC契約期間そして終了後6ヵ月の間は、IPCは直接と間接とを問わず、以下の行為を行ったり、引き受けたりしてはい
けません。 
a. モリンダシトリフォリアから作られた、あるいは部分的に含んでいる、モリンダ ブランドではない製品を宣伝・推奨、

または販売すること。 

b. モリンダ ブランドではない液体の栄養補助食品を宣伝・推奨、または販売すること（液体の栄養補助食品とは、液
状で消費される製品や消費前に液体を加える製品を含む、すべての液体の栄養補助食品を指す）。 

c. モリンダにおいて過去に副社長以上の地位にあった前モリンダ上級役員（以下、前モリンダ役員）が社長、役員、取締
役、ならびに要職従業員もしくは代弁者となっているあらゆる直接販売もしくはネットワークビジネス企業のあらゆる製品
の販売促進、推奨、販売を行うこと。これに該当する企業はすべて、製品ラインのいかんを問わず、モリンダと競合関
係にあるとみなします。こうした企業は競争関係を丌公平なものとするばかりでなく、前モリンダ役員がモリンダの IPCに
対して当該企業への加入を勧誘し、勧め、誘導し、受け入れることにより、前モリンダ役員とモリンダとの間の現行の関
係を法的に損なうものとなります。なぜなら、現実的に考えて、前モリンダ役員はモリンダが創出し、育成し、費用を賄っ
たモリンダの機密情報や占有情報の使用なくしてそのような行為はなし得ないと考えられるからです。 

d. 他のIPCや愛用会員、顧客、業者、または従業員に対して、セクション1.11.2および上記のa、b、cに記載されてい
るような製品を宣伝、または販売することをすすめたり、助長したり、誘導したりしてはいけません。 

IPCはセクション1.11.2に対する違反行為が、モリンダに対し直接的かつ回復丌能な損害をあたえることを理解し
承認しています。よって、セクション1.11.2に違反した場合、および違反の恐れがあった場合には、その違反行為
に対して、モリンダがあらゆる是正要求をすることに加え、禁止命令を出す権利を有することに同意します。 

英文 

1.11.2. Promotion of Competing Products 

During the term of the IPC Agreement and for six months thereafter, an IPC may not directly or indirectly do or 
undertake any of the following: 
a. promote, endorse, or sell any non-Morinda® brand products derived from or containing the Morinda citrifolia 

plant; 

b. promote, endorse, or sell any non-Morinda® brand liquid dietary supplement (the term liquid dietary 
supplement includes any and all dietary supplement products that are intended to be consumed in liquid form, 
including products where the user adds the liquid before consumption); or 

c. promote, endorse, or sell any products of any direct sales or network marketing company in which a former 
Morinda senior executive, who held a position at Vice President level or above (“Former Morinda Executive”), 
is a principal, officer, director, or prominent employee or spokesperson. Any such company, regardless of 
product line, would be deemed as competitive to Morinda. It would constitute unfair competition and 
interference with existing business relationships for a Former Morinda Executive to solicit, encourage, 
induce, or accept Morinda IPCs into such company, as the Former Morinda Executive could not realistically 
do so other than on the basis of Morinda’s confidential and proprietary information and business 
relationships created, nurtured, and paid for by Morinda; or 

d. solicit, encourage, or induce any IPC, customer, vendor, or employee to promote or sell any of the products 
listed in section 1.11.2, a, b, and c above. 
 
IPCs understand and agree that a violation of section 1.11.2 will cause immediate and irreparable harm to 
Morinda. Therefore, in the event of an actual or threatened breach of this section IPCs acknowledge that, in 
addition to any other remedy to which Morinda may be entitled, Morinda shall also be entitled to an injunction 
restraining and enjoining IPC from engaging in any conduct proscribed by section 1.11.2. 

 



【改定のポイント】 
 元モリンダの役員であった方が行う直販企業もしくはネットワークビジネス企業は製品のいかんを問わず、競合企

業とみなすという Cが項目に追加されました。 

モリンダポリシーに関する質問は、ＩＰＣサービス/コンプライアンス係まで郵送、または電子メールによってお
問い合わせください。 

お問い合わせ先： 
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-2 モリンダビルディング ＩＰＣサービス/コンプライアンス係 

電子メール： compliance@jp.morinda.com 
※ 電子メールの件名には、必ずご自身の会員番号と氏名を明記してください。 
 

mailto:compliance@jp.morinda.com

