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フォーエバー商品の販売・会員登録の斡旋についての説明書

※この商品販売ルールは、商品リーフレットと一対として「概要書面」となるものです。

フォーエバービジネスオーナーは、このCOMPANY POLICIES・
商品販売ルール（概要書面の一部）をよく読んで十分に理解して
ください。このCOMPANY POLICIES・商品販売ルール（概要書
面の一部）は、フォーエバービジネスオーナー（以下、FBO）登
録を希望される方に対して、フォーエバー商品の販売または会員
登録の斡旋等についての説明をするものです。
なお、フォーエバーカスタマー（以下、FC）についてはFBOの
顧客に当たることから必要な限度でその説明をいたします。

弊社は、本書面に記載された商品販売等の規則（以下、「本ルー
ル」と称します）の変更権を有し、本ルールを改正する場合、弊
社のウェブサイト、www.flpj.co.jpに掲載し、掲載から30日後に
実行します。その後、会員が異議を述べることなく、次の取引を
行った場合は、当該変更を承諾したものとみなします。
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1. 序文

1.01.　会社の概要
　フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン有限会社（以下、「フォーエバー社」と称します）は、アメリカのアリゾナ州スコッ
ツデール市に本社をもつ Forever Living Products International, Inc. の日本における関連会社として設立された会社です。
　健康に役立つ植物として昔から多くの人々に親しまれ、愛用されてきたアロエベラおよびミツバチの製品等、健康と美容に
役立つ商品の販売を業務とする会社です。

1.02.　会社の理念
　品質のすぐれた商品を提供し、さらにこれを伝えることに多くの人々が参加し、人々の健康と繁栄に貢献することです。

1.03.　会社のビジョン
　信頼、感動、楽しさナンバーワンの MLM 企業へ、皆に愛され続ける商品と MLM ビジネスを届けます。

1.04.　「お客様」「フォーエバーカスタマー（FC）」「フォーエバービジネスオーナー（FBO）」
　（1） 「お客様」とは、フォーエバー社に「顧客会員登録」も「販売会員登録」もしないで、フォーエバー社の商品を購入し、

ご愛用いただく方のことを言います。
　（2） フォーエバーカスタマー（以下、「FC」と称します）とは、フォーエバー社に「顧客会員登録」をしてフォーエバー社

の商品を購入し、ご自分だけでご愛用いただく方のことを言います。
　（3） フォーエバービジネスオーナー（以下、「FBO」と称します）とは、フォーエバー社に「販売会員登録」をして、フォー

エバー社の商品を仕入れ、愛用または販売すると共に、友人知人に「顧客会員登録」および「販売会員登録」の斡旋（以
下、このことを「スポンサーする」と言います）をする方のことを言います。

1.05.　フォーエバービジネスオーナー（FBO）倫理綱領
　Your success is our business. Your happiness is our goal.
　FBO の活動は、FBO 相互の信頼関係の上に成り立っています。そして、この信頼関係は一人一人の FBO がその目的や行動
規範を共有していることが確認されたとき、大きく発展します。フォーエバー社は、FBO の活動が正しく理解され、高い社会
的な評価が与えられることを願い、その目指すところをこの倫理綱領として定めました。

1.FBO は、自分の行動が広く社会的に常に高いレベルで評価され、支持されることを目指します。
2.FBO は、自分の行動が他の FBO から常に高いレベルで評価され、支持されることを目指します。
3.FBO は、フォーエバー社の商品を愛用して、正しい商品知識を得ることに努めます。
4.FBO は、本ルールを正しく理解して、正しい FBO 活動を行います。
5.FBO は、常に相手の成功を願い、その幸せを実現させることを自分たちの目標として FBO 活動を行います。

1.06.　地域セールスコーディネーター（以下、「RSC」と称します）
　フォーエバー社の社員であり、担当地区の営業活動を統括し、次の業務を行います。
　（1）フォーエバー社を代表してセミナーやトレーニングを主催します。
（2）FBO の活動を支援します。 
（3）フォーエバー社の方針を FBO に伝えます。
（4） 関連法規を順守し、FBO の活動が正しく行われるように指導します。

1.07.　ケースクレジット
　フォーエバー社が販売する各商品には、ケースクレジット（以下、「CC」と称します）と呼ばれる数値が付されており、フォー
エバー社は FBO 自身および FBO がスポンサーしたグループがフォーエバー社から直接仕入れて販売した CC 実績（個人愛用
分を含む）に基づいて FBO の昇格を確定し、ボーナスの計算をします。FBO 価格 20,000 円（税抜）を 1CC として換算し
ています。

フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン有限会社

〒135-0064　東京都江東区青海 2-4-24

青海フロンティアビル18F

TEL（03）6457-2500（代表）

代表取締役　グレッグ・マーン
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1.08.　会員番号
　（1）FC 番号とは、顧客会員登録をした人（FC）に対してフォーエバー社が付与する番号のことです。
　（2）FLP 番号とは、販売会員登録をした人（FBO）に対してフォーエバー社が付与する番号のことです。

1.09.　グループとライン
　グループとは、何世代下かに関わらず、FBO 自身から派生した FC および FBO 全員を指します。
　ラインとは、FBO 自身がスポンサーした第一世代以下の特定のグループを指します。

1.10.　1 カ月（月）
　本ルールにおいて月数が基準となる場合の 1 カ月（月）とは、1 日～月末日を指します。

1.11.　活発
　本ルールで活発とは、FBO 自身が 1 カ月以内に１CC 以上の実績を上げ、かつ自身がスポンサーした FC の CC 実績、そ
の月にスポンサーした FBO が登録のために購入した特定負担商品（FBO 登録セット）（3.03. 参照）の CC 実績と合わせて、
4CC 以上の実績があることを指します。

1.12.　ボーナス
　ボーナスとは、自分の実績および自分がスポンサーしたグループを指導し、広くその活動に貢献したことに対する報酬とし
て支払われるものです。

1.13.　実績
　本ルールで実績とは、商品をフォーエバー社から直接仕入れた商品の数量（CC）を指します。

2. 顧客会員（FC）の登録

2.01.　FC の商品購入と顧客会員登録
　紹介者である FBO から説明を受けて、公式サイト（PC・スマートフォン専用）にて商品を注文し、同時に顧客会員登録を
します。

2.02.　顧客会員（FC）登録の条件
　（1）個人（本人）名で申請することとし、法人名や団体名では申請できません。
　（2）満 20 歳以上であること。
　（3）スポンサー活動をすることはできません。
　（4）商品の販売はできません。
　（5）昇格やボーナスが発生することはありません。
　（6）事情により登録をお受けできない場合があります。

2.03.　FC の商品の購入
　（1） フォーエバー社の商品をフォーエバー社から FC 価格で直接購入できます。紹介者からフォーエバー社商品を購入する

こともできます。
　（2） フォーエバー社に注文して、注文と入金が確認された後、原則として 2 営業日以内に発送されるものとします。
 ただし、事情により遅れる場合もあります。
　（3） 1 カ月以内に購入できる限度は 5CC 以内です。

2.04.　FC が購入した商品の返品
　（フォーエバー社から購入した商品をフォーエバー社へ返品するとき） 
　（1） 購入日の翌日から 30 日以内であれば、未使用品に限り、返金口座を明記した書面を添付して返品可能です。返品に関

する費用はフォーエバー社が負担します。
　（2） 返品された商品は、購入価格でフォーエバー社が買い戻します。お客様に損害賠償・違約金、その他の金員は一切請求しません。
　（3） 紹介者および上位の FBO にすでに支払われた当該の一切の FC ボーナス、リーダーシップボーナスおよびイーグルボー

ナス等は、次回支払われるボーナスから差し引かれます。
　（4） 購入日の翌日から 31 日以上の場合、購入した商品の返品はできません。
　（5） 上記の手続きにより商品をフォーエバー社に返品した FC は、その時点で FC 資格を失います。（顧客会員登録から削除

されます）以後 FC 登録・FBO 登録はできなくなります。
 この場合、上位の FBO の昇格およびボーナス取得条件等に影響を及ぼす場合があります。

− 4−



　（紹介者である FBO から購入した商品を紹介者へ返品するとき） 
　（1） 購入時より 30 日以内であれば、未使用品に限り返品可能です。
　（2） その商品を販売した FBO は、商品と領収証を回収して販売価格の全額を購入者である FC に返してください。
　（3） その商品を販売した FBO が期間内の返品の受け取りについて嘘をついたり、購入者である FC を困らせるなどして返品

を拒否した場合は、フォーエバー社が返品受付を代行します。
  この場合、この FBO は資格を失い、その他の FBO に関する一切の権利を失います。

2.05.　顧客会員（FC）登録の解約
　フォーエバー社に文書で通知することにより、いつでもやめることができます。フォーエバー社お客様相談室に事前に連絡
をして解約申請書を取り寄せ、必要事項を記入の上、フォーエバー社まで提出してください。または公式ホームページ上で解
約することができます。

2.06.　顧客会員（FC）登録の自動解約
　連続する 36 カ月間フォーエバー社から商品購入がない場合は、自動的に FC 会員としての資格を失います。

3. 販売会員（FBO）の登録

3.01.　販売会員（FBO）登録の手順
　販売会員登録前に紹介者である FBO から、フォーエバー社が発行したスタートキット〔概要書面（商品販売ルールと商品リー
フレット）、FBO 登録申請書、FBO 登録セット発注書、エントリーガイド〕を受領し、「概要書面」に基づく説明を受けてください。
下記（3.02.）のいずれかの方法で販売会員登録の手続きをし、特定負担商品（FBO 登録セット）の申込みをしてください。
　なお、必要に応じて以下の本人確認書類を求める場合があります。
　・ 運転免許証、運転経歴証明書、旅券（パスポート）、住民基本台帳カード（写真付のもの）、各種福祉手帳（写真付きのもの）、

身体障害者手帳、在留カード・特別永住者証明書のうち、いずれか１点の写し。
　・ 上記（写真付きの本人確認書類）をお持ちでない場合は、各種健康保険証、各種年金手帳、３カ月以内に発行された住民票・

印鑑登録証明書のうちの２点の写し、または各種健康保険証、各種年金手帳、３カ月以内に発行された住民票・印鑑登録
証明書のうちいずれか１点と、３カ月以内に発行された公共料金領収書（電気・ガス・水道・電話・ＮＨＫ受信料）、社会
保険料領収証書、国税・地方税領収証書のうちいずれか１点の合計２種類の写し。

　※氏名・住所が記載された面、生年月日の記載や写真付のものは、その面も写しが必要です。
　※住所変更や氏名変更などの記載事項がある場合は、その面の写しも必要となります。
　※ご本人名義の領収証などがない場合、姓が同一で同居されているご家族様名義のものは可とします。
　※マイナンバーカードまたはマイナンバー（個人番号）が記載されているものは、本人確認書類として受理できません。
　※ 外国人の登録に関しては在留資格を確認させていただく場合がございます。場合によっては登録をお断りすることもござ

いますのでご了承ください。

3.02.　販売会員（FBO）登録の条件
　（1） 個人（本人）名で申請することを原則とします。
　（2） 法人の販売会員登録は、「法人会員契約書」に定める条件を満たした場合に限り申請することができます。
　　　「法人会員契約書」には個人 FBO が、法人 FBO になり得ることが規定されています。
　　　なお、法人 FBO にも本ルールが適用されます。
　（3） 紹介者を変更することはできません。
　（4） 夫婦は一組として会員登録することを基本とします。夫婦は相互に紹介者になることはできません。
　　　なお、会員登録名義は「変更届」を提出することにより、いつでも配偶者名に変更することが可能です。
　（5） FBO は自分自身をスポンサーすることはできません。
　（6） 満 20 歳以上であること。
　（7） FBO は独立した事業者であり、フォーエバー社を代表する者ではありません。
　（8） 連続する 36 カ月間フォーエバー社からの商品購入がない FBO は、自動的に販売会員登録から解約され、自身のグルー

プおよびグル―プから派生するボーナス、その他の FBO に関する一切の権利を失います。

3.03.　販売会員 (FBO) 登録の方法
　（1）フォーエバー社の営業拠点（本社、営業所、サロン）で販売会員登録をする方法
　（1）ー 1 　紹介者である FBO からスタートキットを受領し、その中の概要書面（商品販売ルールと商品リーフレット）を通

じて、フォーエバー社の販売システムの説明を受け、申請者本人が了承した上で、FBO 登録申請書と FBO 登録セッ
ト発注書に所定事項を記入して提出。FBO 登録セット（特定負担商品）の代金をその場で現金またはクレジットカー
ドで支払い、その場で申請者本人が FBO 登録セットとウェルカムキット〔契約書面（FBO 登録通知書と商品販売ルー
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ル）を含む〕を受領した時点で登録が完了する。
　（1）ー 2 　紹介者である FBO からスタートキットを受領し、その中の概要書面（商品販売ルールと商品リーフレット）を通

じて、フォーエバー社の販売システムの説明を受け、申請者本人が了承した上で、FBO 登録申請書と FBO 登録セッ
ト発注書に所定の事項を記入して提出。FBO登録セット（特定負担商品）の代金をその場で現金またはクレジットカー
ドで支払い、商品等を受領しないで、宅配で受領。この場合、フォーエバー社は２営業日以内に登録住所宛に商品
等を発送。申請者本人が FBO 登録セットとウェルカムキット〔契約書面（FBO 登録通知書と商品販売ルール）を含む〕
を受領した時点で登録が完了する。

　（1）ー 3 　紹介者である FBO からスタートキットを受領し、その中の概要書面（商品販売ルールと商品リーフレット）を通
じて、フォーエバー社の販売システムの説明を受け、申請者本人が了承した上で、FBO 登録申請書と FBO 登録セッ
ト発注書に所定の事項を記入して提出。FBO 登録セット（特定負担商品）を代金引換で注文し、宅配で受領。この
場合、フォーエバー社は２営業日以内に登録住所宛に商品等を発送。申請者本人が FBO 登録セットとウェルカムキッ
ト〔契約書面（FBO 登録通知書と商品販売ルール）を含む〕を受領した時点で登録が完了する。

　（2） 会員登録申請書を送付して販売会員登録をする方法
　 　 　紹介者である FBO からスタートキットを受領し、その中の概要書面（商品販売ルールと商品リーフレット）を通じて、

フォーエバー社の販売システムの説明を受け、申請者本人が了承した上で、FBO 登録申請書と FBO 登録セット発注書に
所定の事項を記入した後、フォーエバー社に送付して販売会員登録する。FBO 登録セット（特定負担商品）の代金は銀行
振込・代金引換のいずれかの方法で支払い、契約書面および商品等を宅配便によって受領する。この場合、フォーエバー
社は FBO 登録セット（特定負担商品）代金の受領を確認後、２営業日以内に登録住所宛に商品等を発送する。申請者本
人が FBO 登録セットとウェルカムキット〔契約書面（FBO 登録通知書と商品販売ルール）を含む〕を受領した時点で登
録が完了する。

　（3）フォーエバー社ホームページから販売会員登録をする方法
　　 　紹介者である FBO からスタートキットを受領し、その中の概要書面（商品販売ルールと商品リーフレット）を通じて、

フォーエバー社の販売システムの説明を受け、申請者本人が了承した上で、ホームページの会員登録画面に、FBO から受
領した FBO 登録申請書に記載された FLP 番号および所定事項を入力して販売会員登録を行い、FBO 登録セット（特定負
担商品）の代金はクレジットカード払い・代金引換のいずれかの方法で支払う。契約書面および商品等を宅配で受領する。
この場合、フォーエバー社は FBO 登録セット代金の受領を確認後、２営業日以内に登録住所宛に商品等を発送する。

　　 　申請者本人が FBO 登録セットとウェルカムキット〔契約書面（FBO 登録通知書と商品販売ルール）を含む〕を受領し
た時点で登録が完了する。

　　※ ただし、フォーエバー社において FBO 登録が承認されなかった場合、あるいは申込者が契約後に届けられる「契約書面」
または「契約書面および商品等」を受領しなかった場合は、販売会員登録（契約）は成立せず、支払われた代金は遅滞
なく返金されます。

3.04.　販売会員（FBO）登録に際しての特定負担（FBO 登録セット）
 販売会員登録に際しては、下記の FBO 登録セット（A ～ H）のうちいずれかの商品を購入していただきます。
　　A.　登録アロエベラ  ジュース 6 本入（1L × 6 本）24,840 円（税込）（1.000CC）
　　　　内容：アロエベラ  ジュース１L × 6 本
　　B.　登録アロエ、ピーチ、ベリー 330 セット（330mL × 18 本）24,840 円（税込）（1.000CC）
　　　　内容：アロエベラ  ジュース 330mL × 6 本、アロエ ピーチ× 6 本、アロエ ベリー ネクター× 6 本
　　C.　登録ビープラスセット＆ビーハニー× 1 本　24,840 円（税込）（1.000CC）
　　　　内容： ビープラスセット〔アロエベラ  ジュース１L × 3 本・ビーポーレン（75.4g：580mg ×130 粒）×1本・
 ビープロポリス（59.2g：740mg × 80 粒）×1本〕・ビーハニー×1本（500g）
　　D.　登録ムーブメントプラス　24,840 円（税込）（1.000CC）
　　　　内容： ムーブメントプラスセット〔アロエベラ  ジュース１L × 3 本・アクティブ HA（28.2g：470mg × 60 粒）×1本・
 ムーブ（67.5g：750mg × 90 粒）× 1 本〕
　　E.　登録スーパーバイタルセブン プラス（SV7 ＋）　43,200 円（税込）（1.750CC）
　　　　内容： スーパーバイタルセブン プラス（SV7＋）〔アロエベラ  ジュース１L×3本・ビーポーレン（75.4g：580mg×130

粒）×1本・ビープロポリス（59.2g：740mg×80粒）×1本・エーアールジーアイプラス（360g：12g×30本）×1袋・
アクティブ プロバイオテック（4.5g：150mg×30粒）×1個・アークティックシー（69.6g：580mg×120粒）×1
本・ニュートラQ10（105g：3.5g×30本）×1個・ファイバー（183g：6.1g×30本）×1個〕

　　F.　登録ファスト（FAST）　64,800 円（税込）（2.625CC）
　　　　内容： ファスト（FAST）〔アロエベラ  ジュース１L×4本・ビーポーレン（75.4g：580mg×130粒）×3本・ビープロポリ

ス（59.2g：740mg×80粒）×1本・ライト アミノウルトラ（405g）×4袋・アクティブ プロバイオテック（4.5g：
150mg×30粒）×3個〕

　　G.　登録アロエベラ  ジュース 330　24,840 円（税込）（1.000CC）
　　　　内容：アロエベラ  ジュース 330mL × 18 本
　　H.　登録化粧品セット　25,300 円（税込）（1.000CC）
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　　　　内容： クレンジングローション×1本、クレンジングフォーム×1本、ゼリー×1本、アクティベーター×1本、シャンプー
×1本、ヘアコンディショナー×1本、ミルクローション×1本、ブライト×1本

※ フォーエバー社の営業拠点で商品等を受領されない場合、Ａ～ H の送料は無料となります。
　支払方法が代金引換の場合は、すべてのセットにおいて代引き手数料 550 円（税込）をご負担いただきます。

3.05.　販売会員（FBO）登録の完了
　FBO 登録セットおよびウェルカムキット〔契約書面（FBO 登録通知書と商品販売ルール）・コンプライアンスガイド 1 冊・
発注書・らくらく便申込書〕を本人が受領したことの確認がなされれば、FBO 登録が完了し、その後、FBO 価格での商品の購
入とスポンサー活動ができ、ボーナス等の受領が可能となります。

3.06.　販売会員（FBO）登録の解除（クーリング・オフ）
　（1） フォーエバー社から交付・発送される「FBO 登録セット」（契約書面、特定負担商品）を受領した日から起算して 20

日を経過するまでの間は、フォーエバー社に「契約の解除を行う旨」を記載した書面で通知することにより販売会員登
録を解除（以下、「クーリング・オフ」と称します）することができます。

　（2） クーリング・オフは、その旨を明記した書面を発信したとき（郵便消印日付）に効力を生じますので、前記 20 日以内
に発信しなければなりません。

　（3） クーリング・オフ通知の書き方がご不明の場合は、フォーエバー社まで「登録解除申請書」をご請求ください。
　　　（請求先：お客様相談室　0120-448-446）そして必要事項をご記入の上、フォーエバー社までご提出ください。
　（4） クーリング・オフをした場合、購入代金の全額を速やかにフォーエバー社よりお返しいたします。
　　　なお、受け取った商品等はご返還ください。送料はフォーエバー社が負担します。
　（5）クーリング・オフに関してフォーエバー社から損害賠償または違約金の支払いを請求することはありません。
　（6） 勧誘者または上位の FBO などが、クーリング・オフを妨げるために、事実と異なることを告げたり、威迫したり、困

惑させるなどして、クーリング・オフの期間を過ぎてしまった場合でも、その事情が止んで再度クーリング・オフがで
きる旨の書面を受け取った日から 20 日以内であればクーリング・オフを行うことができます。

3.07.　販売会員（FBO）登録後の商品の仕入れ
　（1） 商品をフォーエバー社から FBO 価格で直接仕入れることができます。
　（2） フォーエバー社からの商品の仕入れは、現金払い・金融機関からの振込・クレジットカード払い・代金引換とし、注文と

入金が確認された後、原則として 2 営業日以内に手渡されるか、発送されます。ただし、事情により遅れる場合もあります。
　（3） 商品の内容を正しく理解して、1 カ月以内に販売または自分が使用可能な数量（適正在庫）以上の仕入れを行ってはい

けません。なお、1 カ月以内に仕入れできる数量は 25 ケースクレジットまでです。ただし、地域の RSC の面接を受け、
同意書等の書類を提出し許可を得ることで、その都度 25 ケースクレジットまでの仕入れが可能です。また個人事業を
開業している方は、会社所定の「事業計画書」を提出することで 25 ケースクレジット以上の購入が可能です。

　（4） 仕入れの目的について
　　　 昇格やボーナスの取得のみを目的とした仕入れを行ってはいけません。これが判明したときは、その仕入れに関わるす

べての昇格は取り消されます。
　（5）割賦販売法のローン提携販売
　　　 割賦販売法のローン提携販売、信用購入あっせんを利用する場合は、支払停止の抗弁ができます。本条項は特定商取引

法の要請に基づいて記載するものであり、弊社は割賦販売を行っておりません。

3.08.　商品の返品（商品売買契約の中途解約）
　（1） 紹介者である FBO が直接販売した商品につき購入者（FC・お客様）が FBO に対して返品を希望するとき。
　　● 購入時より 30 日以内であれば、未使用品に限り返品を受付けてください。
　　● その商品を販売した FBO は、商品と領収証を回収して、販売価格の全額を購入者に返してください。
　　●  FBO が期間内の返品について嘘をついたり、購入者（FC・お客様）を困らせるなどして返品を拒否した場合、その

FBO は資格を失い、その他の FBO に関する一切の権利を失います。
　　上記手続きにより、紹介者である FBO が返品を受付けた場合は、その FBO や上位者の昇格およびボーナス等に影響はありません。
　（2） FBO がフォーエバー社から仕入れた商品をフォーエバー社へ返品するとき
　　仕入れにかかる商品が引き渡されたとき（以降、引渡時と言います）より 30 日以内の場合
　　● 未使用品に限りフォーエバー社宛に書面を発信して返品可能です。返品のための送料は当該 FBO の負担となります。
　　●  仕入れ価格から当該 FBO が受取った当該返品商品にかかる個人ボーナスを差し引いた金額で、フォーエバー社が買い戻

します。損害賠償・違約金、その他の金員は一切請求いたしません。
　　●  上位の FBO に支払われた当該返品商品にかかるリーダーシップボーナスおよびイーグルボーナス等は、次回支払われる

ボーナスから差し引かれます。
　　 上記の手続きにより商品をフォーエバー社に返品した FBO は、その時点で FBO 資格を喪失し、販売会員登録は解約され、

再登録はできません。この場合、上位者に支払われたボーナスや上位者の昇格に影響を及ぼす場合があります。
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　　引渡時より 31 日以上 90 日以内の場合
　　● 未使用品に限りフォーエバー社宛に書面を発信して返品可能です。返品のための送料は当該 FBO の負担となります。
　　●  返品商品にかかる個人ボーナスを差し引き、さらに仕入れ価格の 10% を差し引いた金額でフォーエバー社が買い戻し

ます。
　　●  上位の FBO に支払われた返品商品のリーダーシップボーナスおよびイーグルボーナス等は、次回支払われるボーナス

から差し引かれます。
　　 上記の手続きにより商品をフォーエバー社に返品した FBO はその時点で FBO 資格を喪失し、販売会員登録を解約され、

再登録はできません。この場合、上位者に支払われたボーナスや上位者の昇格に影響を及ぼす場合があります。

　　引渡時より 91 日以上 120 日以内の場合
　　● 未使用品に限りフォーエバー社宛に書面を発信して返品可能です。返品のための送料は当該 FBO の負担となります。
　　●  返品商品にかかる個人ボーナスを差し引き、さらに仕入れ価格の 50% を差し引いた金額でフォーエバー社が買い戻し

ます。
　　 上記の手続きにより商品をフォーエバー社に返品した FBO は、その時点で FBO 資格を喪失し、販売会員登録は解約され、

再登録はできません。この場合、上位者に支払われたボーナスや上位者の昇格に影響を及ぼす場合があります。

　　引渡時より 121 日を経過した場合
　　● 商品売買契約の中途解約はできません。 

3.09.　販売会員（FBO）資格の変動
3.09.1　FBO 同士が結婚したとき
　（1） 二人の FBO 資格を一緒にすることはできません。結婚後はどちらか一方の FBO 資格を放棄して、夫婦は一組で FBO

活動をすることを原則とします。
　（2） 二人の FBO 資格をそれぞれ独立した FBO 資格として継続することを希望するときは、それぞれフォーエバー社に申請

をして許可を受けなければなりません。この場合、一つを正 FBO 資格として、他を副 FBO 資格とします。副 FBO 資格
に対しては個人ボーナス、FBO 登録ボーナス、FC ボーナス、リーダーシップボーナス、イーグルボーナスのみが支払わ
れ、他の特典は与えられません（リーダーシップボーナス、イーグルボーナスについては、それぞれの要件を満たす必要
があります）。また、副 FBO は承継することはできません。そして正 FBO は副 FBO を一つしか持つことができません。

3.09.2　FBO が離婚したとき
　（1） FBO 資格を分割することはできません。離婚時の合意に基づきどちらか一方がその FBO 資格を継続するものとします。
　（2） 離婚時に FBO 資格が与えられなかった一方の当事者が、離婚が成立して 3 カ月以内にフォーエバー社に FBO 登録申請

書を提出すれば、自分が希望するマネージャー以上のスポンサーの下で、離婚時に与えられていたランクで FBO とし
て登録することができます。

　　※ この場合、マネージャーとして新たに登録した FBO をスポンサーした紹介者は、その FBO が自身および自身のグループ
で連続する 2 カ月間で 120CC 以上、また連続する 4 カ月間で 150CC 以上の実績を達成するまでは、ソアリング・マネー
ジャー（それ以上のマネージャーレベルを含む）の要件として、マネージャーラインの一つを有したことにはなりません。

　（3） 離婚時に FBO 資格が与えられなかった一方の当事者で（２）に該当しない個人は、新しいスポンサーの下で、FBO 申
請（3.01. ～ 3.04. による）することができます。

3.09.3　FBO が死亡した場合
　（1）FBO が死亡した場合は、原則として FBO 資格はその時点で消滅します。
　　　 なお、（2）、（3）の場合は FBO 資格が引き継がれることになりますが、3 カ月以内に手続きをしなかった場合は、死亡

後にフォーエバー社より振込まれたボーナスは返還していただくことになります。
　（2） 死亡した FBO に配偶者がある場合（FBO 名義の変更）
　　　 配偶者がフォーエバー社に対して、死亡した日から 3 カ月以内に FBO 名義変更届を提出した場合は、FBO 資格をその

まま維持することができます。
　（3）FBO 資格の承継（移転）
　　　以下の条件を満たした場合は、FBO 資格の承継（移転）をすることができます。
　　　①被承継者が承継者を特定する内容の書面を自ら作成しておくこと。
　　　②承継者は満 20 歳以上で被承継者の三親等以内のうちの個人であること。
　　　③承継者が①の書面を添付の上、フォーエバー社の様式に従って申し出ること。
　　　④承継の申し出は、FBO が死亡した日から 3 カ月以内とします。
　　　⑤ 承継者はフォーエバー社が指定する会に参加して、フォーエバー社の理念・商品販売ルール・商品の正しい説明を受け、

フォーエバー社の FBO として誠実に活動する意志を有すること。
　　　⑥ 承継者がすでにフォーエバー社の FBO 資格を有する場合は、その FBO 資格を放棄することを原則とします。
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　　　⑦ 承継者がすでにフォーエバー社の FBO 資格を有する場合で、その FBO 資格の兼併を希望する場合は、フォーエバー
社に申請をして許可を受けなければなりません。この場合、一つを正 FBO 資格として、他を副 FBO 資格とします。
副 FBO 資格に対しては個人ボーナス、FBO 登録ボーナス、FC ボーナス、リーダーシップボーナス、イーグルボーナ
スのみが支払われ、他の特典は与えられません。

　　　⑧  FBO 資格を分割して承継（移転）することはできません。

3.09.4　FBO が要介護認定を受けた場合
　FBO が介護保険の要介護度 1 以上の認定を受けており、当該 FBO は 3.09.3（3）①の手続きで承継者が特定されている場合に、
被承継者と共にフォーエバー社に対して、FBO 資格の承継（移転）を申請することができます。この場合も、承継者は 3.09.3

（3）②～⑦の条件を満たす必要があります。また介護保険被保険者証など要介護認定を証明する公的書類の提出が必要です。

3.09.5　FBO が成年後見を受けた場合
　FBO が成年後見を受けており、かつ 3.09.03（3）①の手続きで承継者を特定している場合、被承継者後見人の同意に基づ
き FBO 資格の承継（移転）を申請することができます。この場合も承継者は 3.09.（3）②～⑦の条件を満たす必要があります。
また、被承継者後見人による同意書が必要です。

3.10.　販売会員（FBO）登録の解約
　（1） フォーエバー社に文書で通知することによりいつでもやめることができます。フォーエバー社まで事前に連絡をして、「解

約申請書」を取り寄せてください（請求先：お客様相談室　0120-448-446）。
　　　必要事項を記入の上、フォーエバー社に提出してください。
　（2） やめるまでに仕入れた商品の返品については、商品の返品についてのルールに従います。（3.08.）
　（3）返品を伴った FBO 資格の解約の場合は、再登録することができません。

3.11.　販売会員（FBO）登録の自動解約
　連続する 36 カ月間フォーエバー社からの商品購入がない場合は、自動的に FBO としての権利、資格を失います。

3.12.　FBO による商品の販売および宣伝広告
3.12.1　小売り
　（1） フォーエバー社の商品を必要としているお客様に、必要な量を小売販売（商品リーフレットに表示された標準小売価格

を参照）することを基本にしてください。取引の際には、フォーエバー社指定の領収証を発行してください。領収証に
は FBO の氏名、住所、電話番号を必ず記載してください。このとき、クーリング・オフの条件を必ず説明してください。

　（2）商品の正しい説明を行い、商品に対する正しい理解が得られるようにしてください。

3.12.2　宣伝広告
　（1） 形態にかかわらず、FBO によって作成される商品の説明資料は、フォーエバー社に提出した上で許可を受けて配布され

るものとします。
　（2） FBO はフォーエバー社から許可を得ることを条件に、個人のウェブサイトにおいて商品や FBO 活動についての宣伝広

告を行うことができます。許可番号のないウェブサイトでフォーエバー社に関しての宣伝広告を行うことは認められて
いません。またフォーエバー商品をインターネット上で販売することはできません。

　　※ フォーエバー社では別に「ウェブサイト開設に関するガイドライン」および「デジタル・マーケティング・ガイド」を
定めます。フォーエバー社公式ウェブサイト、www.flpj.co.jp に掲載されます。

4. スポンサー活動

4.01.　スポンサー活動とは
　フォーエバー社に「販売会員登録」をして、フォーエバー商品を仕入れ、販売または自己消費すると共に、友人知人に顧客
会員登録または販売会員登録の斡旋をすることをスポンサー活動と言います。

4.02.　スポンサーの責任
4.02.1　スポンサーの行動指針
　（1）フォーエバー社の商品およびフォーエバー社の方針を正しく理解して、FBO として模範となるよう行動する。
　（2）自分がスポンサーした FC・FBO およびそのダウンラインの FBO の活動に対して指導・援助する。
　（3）スポンサー自身がフォーエバー社のイベントに積極的に参加し、自分のグループにも参加を促す。
　（4） フォーエバー社が主催する会合やセミナー等に自分のグループとその友人を招待し、自分のグループであるかどうかに

関係なく、他のフォーエバーの仲間を喜んで手助けする態度を積極的に示す。
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4.02.2　商品説明の指針
　（1） 医薬品等に関する法律や健康増進法、特定商取引法、景品表示法等の関係法令を正しく理解し、商品販売に際して、医

薬品のような効能効果があると告げて販売をしてはいけません。
　（2） フォーエバー社が作成した販売促進資料を使って正しい説明をしてください。商品を販売する際には、フォーエバー社

が作成している公式のパンフレットやテキストなどに表現されている内容を伝えてください。
　（3） 病気治療中またはアレルギー体質等の心配のあるお客様に対しては、商品の愛用について医師に相談するように伝えて

ください。

4.02.3　ビジネスに関する説明の指針
　（1） ボーナスは商品が愛用者に販売され、またその販売を指導したことに対する報酬として支払われるもので、スポンサー

することだけでは得られないことを正しく説明してください。
　（2）一部の成功例を引用して、誰でも成功するような誤った説明をしてはいけません。
　（3）ボーナスについては資料に基づいて内容を説明してください。
　（4）ビジネスによる所得は、税法に従って毎年正しく確定申告してください。

4.02.4　各種会議（ミーティング）の開催に関する指針
　（1）FBO は FBO 活動の一環としてミーティングなどを開催することができます。
　（2） 会議の実費は参加者で賄うことを基本とします。参加費が 3,000 円を超える場合はフォーエバー社の許可を得るもの

とします。
　（3） 主催者は地区担当 RSC から問い合わせがあれば、その日時・場所・内容・参加費等を地区担当 RSC に報告する必要が

あります。

4.03.　個人を FC としてスポンサーするときにすべきこと
　（1）氏名、フォーエバー社の FBO であること、勧誘目的を事前に告げる。
　（2）商品を愛用したその良さを話す。
　（3）商品の詳しい説明をする。
　（4）フォーエバー社公式ホームページの登録画面から登録し、同時に商品の購入をしてもらう。

4.04.　個人を FBO としてスポンサーするときにすべきこと
　（1）～（3）は 4.03. と同様。
　（4） 概要書面（商品販売ルールと商品リーフレット）を渡し、フォーエバー社の販売システムを説明し、本人に FBO 登録

申請（3.01. ～ 3.04. による）をしてもらう。
　（5） FBO 登録セットの代金が支払われた後に、フォーエバー社より、FBO 登録セットと契約書面（FBO 登録通知書と商品

販売ルール）が交付され、本人が受領した時点で登録が完了します。

4.05.　再スポンサー
　FBO は以下のどれかの条件を満たす人を再スポンサーすることができます。
　（1）FBO ないしは FC の解約届けを出して 6 カ月以上経過している人。
　　　ただし、その会員が解約届けを出した際に返品を伴っていた場合は再スポンサーはできません。
　（2） 解約届けを出していないが、12 カ月（最終購入月の翌月から起算）以上フォーエバー社から仕入れ実績がなく、かつ

期間中にスポンサー活動をしていない FBO。
　　　ただし、この場合は再スポンサーされた FBO は旧番号について解約届を出す必要があります。
　（3） 自動的に会員登録を解約された FC および FBO。この場合は直ちに再スポンサーすることができます。

4.06.　国際登録
　FBO が外国で FBO 活動を希望する場合、居住国のフォーエバーリビングプロダクツ本社を通じて外国に登録をすることが
できます。それぞれの本拠国での実績に応じたボーナスを受けることができ、本拠国において自己が購入した４CC 以上の実績
が翌月他の登録国でも有効となります。※本拠国：FBO が生活の拠点を置く国

5. ランクとレベルの昇格

5.01.　ランクの昇格について（その 1）
　（1）FBO は自分がスポンサーしたグループの CC 実績に応じてランクが昇格します。
　（2）昇格によって得られたランクを維持するために一定量以上の CC 実績は必要ありません。
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5.02.　ランクの昇格について（その 2）
5.02.1　アシスタントスーパーバイザー（AS）の昇格条件
　FBO 登録をした人には、アシスタントスーパーバイザー（AS）のランクが与えられます。AS になると FBO 価格で会社か
ら直接商品を仕入れて販売することができるようになり、AS としてのボーナス特典を受けられます。（6.06. ボーナス計算基
準表を参照）

5.02.2　スーパーバイザー（S）の昇格条件
　アシスタントスーパーバイザー（AS）で、自分がスポンサーしたグループ全体で 1 カ月間（暦月）で 10CC 以上の実績が
あるとスーパーバイザー（S）のランクが与えられ、S としてのボーナス特典が受けられます。（6.06. ボーナス計算基準表を
参照）

5.02.3　アシスタントマネージャー（AM）の昇格条件
　アシスタントスーパーバイザー（AS）またはスーパーバイザー（S）で、自分がスポンサーしたグループ全体で連続した 2
カ月間（暦月）に 75CC 以上の実績があると、アシスタントマネージャー（AM）のランクが与えられ、AM としてのボーナス
特典を受けられるようになります。（6.06. ボーナス計算基準表を参照）

5.02.4　マネージャー（M）の昇格条件
　アシスタントスーパーバイザー（AS）、スーパーバイザー（S）またはアシスタントマネージャー（AM）で、自分がスポン
サーしたグループ全体で連続した 2 カ月間（暦月）に 120CC、または連続した 3 または 4 カ月間（暦月）で 150CC 以上の
実績があると、マネージャー（M）のランクが与えられ、M としてのボーナス特典が受けられるようになります。マネージャー
は記念品とマネージャー認定状が会社主催の会において授与されます。（6.06. ボーナス計算基準表を参照）

5.03.　マネージャーレベル（地位）の昇格について
5.03.1　アセンディング・マネージャー
　マネージャーは第一世代がスーパーバイザー以上であるラインが 2 ライン以上活発である月が 1 カ月以上あれば、アセンディ
ング・マネージャーのレベル（地位）が与えられます。アセンディング・マネージャーは、会社主催の会において、2 ルビー・
ゴールドピンとアセンディング・マネージャーの認定盾が授与され、アセンディング・ボーナス特典が受けられます。（6.08. イー
グルボーナス計算基準表を参照）

5.03.2　ソアリング・マネージャー
　マネージャーの下に第一世代マネージャーが 5 人以上 8 人までいる場合は、ソアリング・マネージャーのレベル（地位）が
与えられます。ソアリング・マネージャーは、会社主催の会において 4 ルビー・ゴールドピンとソアリング・マネージャーの
認定盾が授与され、ソアリング・ボーナス特典が受けられます。（6.08. イーグルボーナス計算基準表を参照）

5.03.3　サファイア・マネージャー
　マネージャーの下に第一世代マネージャーが 9 人以上 16 人までいる場合は、サファイア・マネージャーのレベル（地位）
が与えられます。サファイア・マネージャーは、会社主催の会において、サファイア・ゴールドピンとサファイア・マネージャー
の認定盾が授与され、サファイア・ボーナス特典が受けられます。（6.08. イーグルボーナス計算基準表を参照）

5.03.4　ダイヤモンド・サファイア・マネージャー
　マネージャーの下に第一世代マネージャーが 17 人以上 24 人までいる場合は、ダイヤモンド・サファイア・マネージャー 
のレベル（地位）が与えられます。ダイヤモンド・サファイア・マネージャーは、会社主催の会において、ダイヤモンド・サファ
イア・ゴールドピンとダイヤモンド・サファイア・マネージャーの認定盾が授与され、ダイヤモンド・サファイア・ボーナス
特典が受けられます。（6.08. イーグルボーナス計算基準表を参照）

5.03.5　ダイヤモンド・マネージャー
　マネージャーの下に第一世代マネージャーが 25 人以上 49 人までいる場合は、ダイヤモンド・マネージャーのレベル（地位）
が与えられます。ダイヤモンド・マネージャーは、会社主催の会において、ダイヤモンド・ゴールドピンとダイヤモンド・マネー
ジャーの認定盾が授与され、ダイヤモンド・ボーナス特典が受けられます。（6.08. イーグルボーナス計算基準表を参照）

5.03.6　ダブル・ダイヤモンド・マネージャー
　マネージャーの下に第一世代マネージャーが 50 人以上 74 人までいる場合は、ダブル・ダイヤモンド・マネージャー のレ
ベル（地位）が与えられます。ダブル・ダイヤモンド・マネージャーは、会社主催の会において、ダブル・ダイヤモンド・ゴー
ルドピンとダブル・ダイヤモンド・マネージャーの認定盾が授与され、ダブル・ダイヤモンド・ボーナス特典が受けられます。

（6.08. イーグルボーナス計算基準表を参照）
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5.03.7　トリプル・ダイヤモンド・マネージャー
　マネージャーの下に第一世代マネージャーが 75 人以上いる場合は、トリプル・ダイヤモンド・マネージャー のレベル（地位）
が与えられます。トリプル・ダイヤモンド・マネージャーは、会社主催の会において、トリプル・ダイヤモンド・ゴールドピ
ンとトリプル・ダイヤモンド・マネージャーの認定盾が授与され、トリプル・ダイヤモンド・ボーナス特典が受けられます。（6.08.
イーグルボーナス計算基準表を参照）

6. ボーナス特典（特定利益）

6.01.　ボーナス計算の基準および振込
　（1） ボーナスは、商品を会社から直接仕入れた実績（販売および個人愛用分を含む）に対して計算されます。FC の購入分

はスポンサーした FBO 自身の実績として計算されます。
　（2） ボーナスは、商品の標準小売価格（消費税抜き）を基準に計算され、算出したボーナスとして、これに消費税を付加します。
　（3） ボーナスは、そのボーナス対象期間中（月初から月末）に、そのFBOに与えられたランク毎に、仕入れ実績およびスポンサー

して指導したグループの仕入れ実績に基づき計算されます。
　（4） ボーナスは、仕入月の翌月の 15 ～ 25 日の間に届出の預金口座に振込まれます。
　（5） ボーナスは、前項の支払予定期間の末日から 5 年を経過したもので支払いが未完了の場合には自動消滅します。

6.02.　カスタマーボーナス（以下：FC ボーナス）
　FBO には、自身がスポンサーした FC にフォーエバー社が販売した実績に応じて、下記のボーナス計算基準表（6.06.）により、
FC ボーナスが支払われます。

6.03.　FBO 登録ボーナス
　FBO には、自身がスポンサーした FBO が会員登録に際して、以下のいずれかの特定負担を購入した場合、FBO 登録ボーナ
スが支払われます。

6.03.1　FBO 登録ボーナスの金額
　あなたのランクに合わせて、次のボーナスが支払われます。
　　Ａ：登録アロエベラ ジュース 6 本入　
　　　　AS：3,900 円（税抜）S：5,400 円（税抜）AM：6,900 円（税抜）M：8,400 円（税抜）
　　Ｂ：登録アロエ、ピーチ、ベリー 330 セット　
　　　　AS：3,900 円（税抜）S：5,400 円（税抜）AM：6,900 円（税抜）M：8,400 円（税抜）
　　Ｃ：登録ビー プラスセット＋ビーハニー 1 本　
　　　　AS：3,900 円（税抜）S：5,400 円（税抜）AM：6,900 円（税抜）M：8,400 円（税抜）
　　Ｄ：登録ムーブメント プラス
　　　　AS：3,900 円（税抜）S：5,400 円（税抜）AM：6,900 円（税抜）M：8,400 円（税抜）
　　Ｅ：登録スーパーバイタルセブン プラス（SV7 ＋）
　　　　AS：6,500 円（税抜）S：9,000 円（税抜）AM：11,500 円（税抜）M：14,000 円（税抜）
　　Ｆ：登録ファスト（FAST）
　　　　AS：9,750 円（税抜）S：13,500 円（税抜）AM：17,250 円（税抜）M：21,000 円（税抜）
　　G：登録アロエベラ ジュース 330　
　　　　AS：3,900 円（税抜）S：5,400 円（税抜）AM：6,900 円（税抜）M：8,400 円（税抜）
　　H：登録化粧品セット
　　　　AS：3,900 円（税抜）S：5,400 円（税抜）AM：6,900 円（税抜）M：8,400 円（税抜）

6.04.　個人ボーナス
　FBO には自身の仕入れ実績に応じて、下記のボーナス計算基準表（6.06.）により、個人ボーナスが支払われます。

6.05.　スタートアップボーナス
6.05.1　スタートアップボーナスの基準
　（1） FBO である AS および S には自分がスポンサーした第一世代の FBO の対象期間内における CC 実績に応じて、6.05.4

のボーナス計算基準表によりスタートアップボーナスが支払われます。
　（2） スタートアップボーナスは、ボーナス計算の対象となる第一世代 1 人当たりの CC に上限があります。
　　※本人が AS の場合は 1CC、S の場合は 2CC
　（3） スタートアップボーナスは 6.05.5 の条件を満たす場合に発生します。
　（4） スタートアップボーナスは、本人の第一世代の AS または S で 0.500CC 以上を達成している人数に応じてスタートアッ
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プボーナス率が変動します。
　（5） スタートアップボーナス率（基準）を決定する本人のランクは、前月末日時点でのランクで計算し、月中でランクアッ

プしても変動しません。
　　※ 本人が新規登録をした場合の月は AS としての条件が適用されます。同月にランクアップがあった場合は、その月の末

日のランクで次月に適用されます。

6.05.2　スタートアップボーナスの対象期間
　本人から見て第一世代の FBO 1 人につき新規登録した月から連続する 12 カ月間（歴月）、6.05.5 の条件に従ってスタート
アップボーナスが発生します。
※  2020 年 12 月以前に登録した第一世代の AS、S については、スタートアップボーナス上では 2021 年 1 月に新規登録し

たとみなします。

6.05.3　スタートアップボーナスの計算基準金額
スタートアップボーナスは、その計算の際、基準金額として 1CC を 28,500 円（税別）で計算をします。

6.05.4　スタートアップボーナス計算基準表
［スタートアップボーナス一覧］

本人 0.500CC を超える第一世代（各対象ライン毎） ボーナス率

AS
アシスタント
スーパーバイザー

AS

1 人 1％

2 人 3％

3 人以上 5％

S スーパーバイザー AS & S

1 人 1％

2 人 4％

3 人以上 6％

6.05.5　スタートアップボーナスが支払われる条件
　以下の条件を満たしていることが必要です。
　（1）本人が AS または S であること。
　（2）対象となる第一世代の FBO は、新規登録した月から連続する 12 カ月間（歴月）以内において条件を達成すること。
　（3）本人が最低仕入れ（購入）CC を達成し、且つ第一世代の期間内登録者が 0.500CC を上回ること。
　　※本人最低仕入れ（購入）CC ＝本人が AS の場合 1CC 以上、Ｓの場合 2CC 以上
　（4） 本人のランクによって第一世代の CC に対してのスタートアップボーナスの計算には 1 人当たりの CC に上限が設定さ

れます。その月の CC が上限を上回った場合は上限 CC として計算されます。
　　※本人のランクが次の場合：AS の場合 1CC、Ｓの場合 2CC
　（5） 本人および第一世代が直接スポンサーしたフォーエバーカスタマー（FC）の CC も含めることができます。FC の CC

を含める為には、そのスポンサーとして FBO 本人が同月内に 1CC 以上の実績を上げる必要があります。

6.06.　リーダーシップボーナス
　（1） FBOには自分がスポンサーしたグループの実績に応じて、下記のボーナス計算基準表（6.06.）により、リーダーシップボー

ナスが支払われます。
　（2） リーダーシップボーナスが支払われるためには、FBO が活発である必要があります。

6.07.　ボーナス計算基準表

フォーエバービジネスオーナー（FBO）

ボーナスの種類 FC ボーナス 個人ボーナス あなたがスポンサーしたグループの実績に応じて

あなたのランク
FC の実績に

応じて
あなたの実績に

応じて
AS と

そのグループ
S と

そのグループ
AM と

そのグループ

M　マネージャー 28％ 18％ 15％ 10％ 5％

AM　アシスタントマネージャー 23％ 13％ 10％ 5％ ー

S　スーパーバイザー 18％ 8％ 5％ ー ー

AS　アシスタントスーパーバイザー 13％ 3％ ー ー ー
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6.08　イーグルボーナス
　（1） FBO には、自身がスポンサーした人がマネージャーになると、下記のイーグルボーナス計算基準表（6.08.）により、

そのラインの実績に応じてイーグルボーナスが支払われます。
　（2） イーグルボーナスが支払われるためには活発であり、かつその月の※アクティブポイントがマイナスではないことが必

要です。
　　※ アクティブポイント：マネージャーに昇格した翌月より各月毎の実績が 1CC 以上の場合はプラス 1 ポイント、1CC 未

満の場合はマイナス 1 ポイントとして計算され、その累積ポイントによって決定されます。 

6.08.1　アセンディング・ボーナス
　次の条件のうち 1 つを満たしていることが必要です。
　（1） その月に第一世代がスーパーバイザー以上のラインが 2 ライン以上「活発なライン」であること。
　　※「活発なライン」とは、そのラインの三世代までの FBO のうち一人以上が活発であるラインのことを言います。
　（2） その月に第一世代のアシスタントマネージャー以下のラインの中で、第三世代までの FBO のうち一人以上がスーパー

バイザー・アシスタントマネージャー・マネージャーのいずれかに昇格した人がいること。

6.08.2　ソアリング・ボーナス
　次の条件を満たしていることが必要です。
　その月に第一世代がマネージャーであるラインが 5 ライン以上「活発なライン」であること。

6.08.3　サファイア・ボーナス
　次の条件を満たしていることが必要です。
　その月に第一世代がマネージャーであるラインが 9 ライン以上「活発なライン」であること。

6.08.4　ダイヤモンド・サファイア・ボーナス
　次の条件を満たしていることが必要です。
　その月に第一世代がマネージャーであるラインが 17 ライン以上「活発なライン」であること。

6.08.5　ダイヤモンド・ボーナス
　次の条件を満たしていることが必要です。
　その月に第一世代がマネージャーであるラインが 25 ライン以上「活発なライン」であること。

6.08.6　ダブル・ダイヤモンド・ボーナス
　次の条件を満たしていることが必要です。
　その月に第一世代がマネージャーであるラインが 50 ライン以上「活発なライン」であること。

6.08.7　トリプル・ダイヤモンド・ボーナス
　次の条件を満たしていることが必要です。
　その月に第一世代がマネージャーであるラインが 75 ライン以上「活発なライン」であること。

6.09.　イーグルボーナス計算基準表

イーグルボーナス

ボーナスランク

次のグループの実績額に対して

第一世代のマネージャーと
そのグループ

第二世代のマネージャーと
そのグループ

第三世代のマネージャーと
そのグループ

アセンディング・ボーナス 6.0％ 3.0％ 2.0％

ソアリング・ボーナス 6.5％ 3.5％ 2.5％

サファイア・ボーナス 7.0％ 4.0％ 3.0％

ダイヤモンド・サファイア・ボーナス 7.5％ 4.5％ 3.5％

ダイヤモンド・ボーナス 8.0％ 5.0％ 4.0％

ダブル・ダイヤモンド・ボーナス 8.5％ 5.5％ 4.5％

トリプル・ダイヤモンド・ボーナス 9.0％ 6.0％ 5.0％

6.10.　ドリームボーナス獲得プログラム
　ドリームボーナス獲得プログラムとは、FBO の夢実現のためのボーナスです。
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　3 年間（36 カ月）会社がその FBO に対してドリームボーナスを支払い、夢実現の費用を支援します。

6.10.1　資格の取得
　FBO は連続する 3 カ月間活発で、かつその連続する 3 カ月間に下記の表にある「必要グループ CC」を達成したとき、それ
ぞれのドリームボーナス獲得プログラムに参加する資格が与えられます。
　（1）資格取得のための連続する 3 カ月間の最終月を「資格取得月」と言います。
　（2） いずれの「プログラム」も連続する 3 カ月間「必要グループ CC」を達成する必要があり、当初 2 カ月間達成した場合でも、

「資格取得月」に達成しなければ資格は与えられません。
　（3） プログラムを取得した「資格取得月」の翌月の「グループCC」がさらに上位プログラムの達成に必要なCCを満たした場合、

上位プログラムのドリームボーナス取得となります。

6.10.2　ドリームボーナスの取得条件と支給金額

プログラム（１） プログラム（２） プログラム（３）

資格取得のための
連続した 3 カ月

1 カ月目 100 グループ CC 以上 100 グループ CC 以上 100 グループ CC 以上

2 カ月目 110 グループ CC 以上 150 グループ CC 以上 200 グループ CC 以上

3 カ月目
[ 資格取得月 ]

120 グループ CC 以上
［必要グループ CC］

200 グループ CC 以上
［必要グループ CC］

300 グループ CC 以上
［必要グループ CC］

月間ボーナス
（36 カ月合計）

45,000 円
（162 万円）

75,000 円
（270 万円）

105,000 円
（378 万円）

 

6.10.3　ボーナスの申請
　FBO は資格を取得したプログラムによるボーナスを申請し、受理通知を受けた翌月から連続する 36 カ月間、6.09.5 の条
件に従って上記の表にあるドリームボーナスを受け取ることができます。

6.10.4　グループ CC の計算方法
　（1） 資格取得予定の FBO のグループのうち、第一世代がマネージャー未満のレベルである FBO のグループについては、実

績の 100％を「グループ CC」とみなします。
　（2） 資格取得予定の FBO がイーグルボーナスを取得する条件を達成した月に限り、グループのうち第一世代の FBO がマネー

ジャー以上のランクである場合に、以下の計算で「グループ CC」に含めることができます。
　　　　（a）第一世代がマネージャー以上の FBO のグループ CC については実績の 30%（小数点以下四捨五入）
　　　　（b）第二世代がマネージャー以上の FBO のグループ CC については実績の 20%（小数点以下四捨五入）
　　　　（c）第三世代がマネージャー以上の FBO のグループ CC については実績の 10%（小数点以下四捨五入）
　（3） 資格取得月およびこのプログラムに参加している連続する 36 カ月間の各月で、第一世代がマネージャー以上であるラ

インが「5 ライン以上活発」であれば、その月に限り「グループ CC」の計算にプログラム（1）で 30CC、プログラム
（2）で 40CC、プログラム（3）で 60CC がそれぞれ加算されます。

　※ さらに第一世代がマネージャーである活発なラインが５ライン増す度に、その月に限り「必要グループケースクレジット」
はプログラム（１）で 30 ケースクレジット、プログラム（２）で 40 ケースクレジット、プログラム（３）で 60 ケース
クレジットがそれぞれ加算されます。

6.10.5　ドリームボーナスが支払われる条件
　（1） その月に「活発」であること。（36 カ月間の内、活発でない月の翌月はボーナスは支払われず、その月も連続する 36

カ月間に含まれます）
　（2） 36 カ月間連続して獲得したプログラムの資格取得月の「必要グループ CC」を継続することを原則とし、不足した月に

ついては、1CC につき 500 円がその月のドリームボーナスから差し引かれます。
　（3） このプログラムに参加している最後の 6 カ月間のうち、連続する 3 カ月間に「必要グループ CC」の条件を満たした

FBO には、プログラム終了時にその条件で再度新たにドリームボーナス獲得プログラムに参加する資格が与えられます。

6.10.6　申請方法
　（1） 会社はこの「ドリームボーナス獲得プログラム」に参加する資格を取得した FBO にその旨文書で連絡します。
　（2） 連絡を受けた FBO は「ドリームボーナス取得申請書」ならびに会社が指定する必要書類を会社に提出し、会社の審査・

承認を受けます。
　（3） その後、ドリームボーナス申請書を会社が受理した月度よりドリームボーナスの支払いが開始されます。この書類は、

資格取得月の翌月から起算して 6 ヵ月以内に会社に提出しなければなりません。遅れた場合は、遅れた月数（暦月）の
月間ボーナスは支払われません。
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7. その他の特典

7.01.　パーソナル・アチーブメント賞
　個人の愛用および仕入量が 200CC に達したとき、さらにその後 100CC に達すると、その都度賞品が贈られます。

7.02.　ベストスポンサー賞
　第一世代にスーパーバイザーが 5 名誕生すると、その都度賞品が贈られます。

8. スポンサー活動における義務と禁止行為

　フォーエバーでのビジネス活動を正しく行うための注意喚起として法令順守と義務について以下に定めます。

8.01.　スポンサー活動における義務
　スポンサー活動をする際には、勧誘者の氏名、勧誘者がフォーエバー社の FBO であること、取扱い商品の販売元がフォーエ
バー社であること、勧誘の目的がフォーエバー社の商品購入や費用を伴う会員登録であり、会員登録が特定利益をもたらすも
のであること、ならびに販売対象商品の種類を明示しなければなりません。

8.02.　スポンサー活動における禁止行為
　（1）特定商取引法上の禁止行為
　　 　商取引を行わせるための勧誘や契約の解除に当たって、誤った情報や不正確な情報を提供したり、強引な言動をする等

の不当な方法が用いられることがあります。特定商取引法では、これらの不当な勧誘等を刑罰の対象として禁止し、取引
相手の損害を未然に防ぐよう図ると共に、行政処分によりその実効性を担保しています。禁止されている行為を以下に例
示します。

　　【不実のことを告げる行為】
　　 　商品の種類や内容、品質、ボーナスの内容と条件、商品代金、返品の条件、契約の解除に関する事項、その他、勧誘

または解除の際に相手が判断する上で重要なことにつき、不実のことを告げた場合は「不実告知」として禁止されてい
ます。

　　【重要事実の不告知】
　　　上記の事項を故意に相手に告げない場合は「重要事項の不告知」として禁止されています。

　　【威迫・困惑行為】
　　 　勧誘を行うときに、契約させようとして相手側を威迫したり、困惑させたり、契約の解除の申し出があったときに、こ

れを妨害するために相手側を威迫したり、困惑させるような行為は禁止されています。

　　【目的を隠しての勧誘】
　　　FBO となる目的を告げずに、契約を勧誘することは禁止されています。

　　【誇大広告等】
　　 　事実に相違する表示や、実際よりも著しく優良である、著しく有利であるなどと人を誤認させるような表示をすること

は禁止されています。

　　【未承諾広告メール等】
　　 　承諾していない者に対して電子メールで広告することは禁止されています。

　（2）FBO ルール上の禁止行為
　　・商品の摂取が、病気の予防や治療に役立つものであると表現してはなりません。
　　・誰でも当然ボーナスが得られるという表現をしてはなりません。
　　・FBO 契約（販売会員登録）について、申請者の署名代行や入力代行をしてはなりません。
　　・他人名義や架空名義により、顧客会員登録や販売会員登録をしてはなりません。
　　・他人の名義で自己の計算により商品を購入してはなりません。
　　・自己の名義を利用させ、他人に商品を購入させてはなりません。
　　・過剰な在庫を招くような商品購入をしてはなりません。
　　　過剰な在庫の意味については 3.07.（3）を参照。
　　・ スポンサーした FBO に過剰な購入をさせてはなりません（個人愛用分と販売分に見合った適切な在庫管理をするよう働
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きかける必要があります。仕入れ量に関しては 3.07.（3）を参照）
　　・ 他の FBO に対して、フォーエバー社との契約を解約させたり、取引きを中止させたり、ビジネス活動を縮小するように

仕向けたりしてはなりません。
　　・ 他の FBO、商品、ボーナスプランおよびフォーエバー社の従業員のことに関して、誹謗や中傷をしてはなりません。こ

れらの問題に関する質問や意見は、フォーエバー社に対して直接申し出てください。
　　・高齢者や若年層、その他の者の判断力の不足に乗じて、会員登録をさせたり、商品を販売してはなりません。
　　・ FBO は、輸出目的で商品を購入してはなりません。ただし、アメリカのアリゾナ州スコッツデールにある本社からの文

書による承認を得た場合、またはフォーエバー社の公認事務所のない国における個人使用の場合はこの限りではありま
せん。

　　・ FBO は再販売目的のいかなる者へも販売してはなりません。また、他の FBO を含むその他の者に販売を委託してはな
りません。

　　・ FBO はフォーエバー商品を FBO 個人のウェブサイトを含むインターネット上で販売してはなりません。公式ホームペー
ジに掲載されている「ウェブサイト開設に関するガイドライン」および「デジタル・マーケティング・ガイド」を参照
してください。

8.03. フォーエバー社以外の製品とサービスの提供に関わる行為
　●  FBO は、他の連鎖販売取引企業のために、いかなる広告、求人および勧誘資料において名前や肖像などが掲載されてはな

りません。
　●  FBO は、直接、間接を問わず、FBO、フォーエバー社の顧客または過去 12 カ月以内に FBO 若しくは顧客であった人を、

フォーエバー社以外の連鎖販売取引企業および消費者被害が疑われるビジネス等のマーケティング活動に、接触、勧誘、
説得、登録、スポンサリング、受け入れ、またはその活動を助成するよう推奨してはなりません。

　● 本項については、会員契約終了後も効力を有するものとする。

8.04.　反社会的勢力の入会の禁止
8.04.1　該当する対象者
　会員登録申請者が以下各号のいずれかに該当することが判明した場合、フォーエバー社は何らの催告を要することなく本契
約を直ちに解除することができる。
　（1）暴力団または暴力団員
　（2）暴力団員でなくなってから 5 年を経過しない者
　（3）暴力団または暴力団員が経営を支配し、または経営に実質的に関与している者
　（4）暴力団または暴力団員と密接な関係（資金提供、利益供与および密接交際を含む）を有する者

8.04.2　該当する行為
　会員登録申請者が以下各号のいずれかに該当する行為に及んだことが判明した場合、 フォーエバー社は何らの催告を要する
ことなく、本契約を直ちに解除することができる。
　（1）暴力的要求行為（暴力団対策法第 9 条各号に定める行為をいう）
　（2）暴行・脅迫・強要・業務妨害行為、およびその他の違法行為
　（3）前号のほか、不当な要求行為

8.04.3　解除による責任
　前各項の規定に基づき本契約を解除したフォーエバー社は、当該解除により生ずる損害について、相手方当事者に対し賠償
の責めを負わない。

9. 違反に係る措置

9.01.　制裁措置
　FBO が法令または商品販売ルールに反する行為をした場合は、その行為の軽重により次の制裁措置が適用されます。
　（1）注意
　　●法令・商品販売ルールに違反する行為があった場合。
　　○注意書を交付の上、指導をする。
　（2）厳重注意
　　● 法令・商品販売ルール・会社の方針・公序良俗に違反する行為があり、当該違反が重大であるか、または過去に一度注

意書の交付を受けた場合。
　　○厳重注意書を交付の上、特別指導をする。
　　〇必要により特別講習を受講する。
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　（3）資格停止
　　● 法令・商品販売ルール・会社の方針・公序良俗に違反する行為があり、当該違反が重大であった場合、または過去に一

度以上厳重注意書の交付を受けた場合。
　　○ フォーエバー社が定める期間（上限 1 年）を限度として、資格停止処分とする。
　　　この場合、未決済の商品売買契約は解除されるものとし、FBO 活動の権利を一時的に失う。
　　　※ 資格停止期間中は FBO としての権利（ボーナス、商品の注文権限、会社主催行事への参加など）および義務は一切

発生しない。
　（4） 資格剥奪
　　● 法令・商品販売ルール・会社の方針・公序良俗に違反する行為があり、当該違反が特に重大な違反であった場合、また

は過去に資格停止制裁措置を受けたにもかかわらず、法令また商品販売ルールに重大な違反をした場合。
　　○  FBO 資格を剥奪する。
　　　この場合、当該 FBO は資格剥奪処分以降、再登録を含め FBO としての活動が一切できない。

9.02.　制裁措置の通知
　9.01.（4）の措置を受けた場合は、本人に対し措置内容、措置理由、措置日を書面で伝達し、措置が申告に基づく場合は、
その申告者にＦＢＯ氏名と措置内容、措置日を口頭で伝達します。

9.03.　FBO 間のトラブルについて
　フォーエバー社の指示によらない事項で、FBO 間にトラブルがあった場合、フォーエバー社は責任を負わないものとします。

9.04.　管轄裁判所
　東京地方裁判所、もしくは、当事者が個人の場合に限り、当該当事者の住所地を管轄する地方裁判所の本庁、のいずれかをもっ
て、専属管轄裁判所とします。

10. 個人情報の取扱い

10.01.　個人情報保護方針
　フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン有限会社（以下、「フォーエバー社」という）は、消費者参加型の生活関連商品
の販売業務を遂行する中で、多くの個人情報を取扱っています。そこでフォーエバー社では、この個人情報保護方針に基づき、
個人情報保護マネジメントシステムを確立すると共に実行し、事業活動に関わるすべての従業員が一体となって個人情報の適
切な取扱いを実現いたします。
　（1）個人情報の適切な取得、利用、提供に関して
　　 　当社では、事業の内容および規模を考慮し、業務遂行に必要な範囲で個人情報を適切な方法で取得します。個人情報の

利用は、特定した利用目的の範囲内とし、利用目的を変更する際には、あらかじめご本人に通知し、同意を得た上で行い
ます。個人情報は、利用目的を遂行するために業務を委託する場合を除き、ご本人の同意なく、第三者に提供することは
ございません。目的外の利用や提供を防止するため、個人情報の利用および提供は、個人情報保護管理者が、その適正性
を確認した上で行っています。また、自主点検、内部監査等の活動を通じた統制活動も強化しております。

　（2）個人情報保護のための安全管理策
　　・ フォーエバー社では、個人情報の漏洩、滅失、毀損等を防止するための適切なセキュリティー対策を実施しておりま

す。また、これらを徹底するため、従業員への教育・監督を行っています。個人情報取扱い業務を社外に委託する場合
は、委託先の選定や監督を厳重に行っております。

　　・ 個人情報の漏えい、滅失、毀損等に対する是正処置
　　　 　個人情報の漏えい、滅失、毀損等が発生した場合は、被害拡大防止を最優先とし、速やかに是正処置を講じると共に

原因究明を行い、再発防止に努めます。また、事故に関する情報について、必要な範囲で関係者、関係機関に報告します。
　（3） 法令、国が定める指針、その他の規範の順守
　　 　フォーエバー社は、個人情報の取扱いに関する法律および関連法令、主務官庁の指針、所属団体などの規範等を順守し

ます。
　（4）個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善
　　 　フォーエバー社は、個人情報の保護に関するマネジメントシステムを実行し、維持すると共に定期的に見直しを行い、

継続的改善に努めます。
　（5）個人情報に関する苦情、相談への対応
　　 　フォーエバー社に対して、個人情報の取扱いに関する苦情、相談を行う場合は、下記の「個人情報お問合せ窓口」まで

ご連絡ください。また、フォーエバー社の個人情報保護に関するお問い合わせについても下記にて対応いたします。
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10.02.　個人情報の取扱い
　（1）個人情報保護に対するフォーエバー社の基本的姿勢
　　　フォーエバー社は、個人情報保護法の趣旨を尊重し、これを順守します。
　　※ フォーエバー社の「個人情報保護方針」について詳しくは、公式サイト（www.flpj.co.jp/privacypolicy.html）をご参照

ください。
　（2） フォーエバー社は、FC 申請書あるいは FBO 申請書に記された情報やフォーエバー商品の購入に当たっての入金情報や

フォーエバー社宛のアンケート用紙に記された情報・フォーエバー社の公式サイト上で記録された情報を取得します。
また、セミナー・ツアーなど各種イベントの企画、運用に際して、パスポート情報を含む必要な情報を取得します。

　（3） FC･FBO から取得した個人情報は、次の目的に利用し、また目的外の使用はいたしません。
　　・FC・FBO登録のため
　　・商品の販売・お届けのため
　　・お問い合せ対応のため
　　・フォーエバー商品およびサービスなどに関する情報のお知らせのため
　　・皆様のニーズにあった商品やサービスの開発のため
　　・FBOの皆様が、フォーエバー社の商品の販売活動を行うに当たり、必要な各種サービスの提供のため
　　・希望者向けの国際登録のため
　　・ グループ内のビジネス活動を円滑化させるために、皆様が属するグループの上位のビジネス参加者に対し、皆様の

フォーエバー商品の購入履歴・FLP 番号・お名前の情報を提供するため
　　・ セミナー・ツアーなど各種イベントの企画、運用のため
　（4） フォーエバー社が保有する個人情報は、必要なセキュリティー対策が講じられています。また、社員に対しては、個人

情報保護のための教育研修を定期的に実施し、保有個人情報の管理には万全を期します。
　（5） フォーエバー社が取得した FC・FBO の個人情報は、その契約目的を達成するために必要な範囲において、以下の者に

対して提供されます。以下の者以外の第三者に、FC・FBO の同意なく提供されることはありません。ただし、法令上
の要請があった場合はそれに基づき提供する場合があります。

　　・提供される対象：FC・FBOが属するグループ内における上位のビジネス参加者
　　・提供される個人情報の項目：フォーエバー商品の購入履歴・FLP 番号・名前
　　・ 提供の手段または方法：電子データないしは印刷したデータでボーナス計算書・組織表として提供あるいは電話・メー

ルなどによる問い合わせに対しての提供
　（6） フォーエバー社が保有する個人データは、FC・FBO との契約目的を達成するために必要な範囲において、フォーエバー

社との契約に基づき、守秘義務を負う業務委託先の事業者に預託しています。
　　　当該委託に当たっては、必要な契約を書面により締結すると共に、適切な管理監督を行っています。
　（7）フォーエバー社が取得した個人情報は、国際登録のために必要な範囲において共同利用されます。
　　・個人データの項目：FBO申請書に記入された情報および商品購入履歴 
　　・共同利用する者の範囲：フォーエバー・インターナショナルおよび各国のフォーエバーオフィス
　　・なお、国際登録の際の個人情報の管理についての責任はフォーエバーリビングプロダクツ ジャパンが有します。
　（8）必要な情報をご提出いただけない場合には、会員登録を完了できない場合があります。
　（9） フォーエバー社が保有する FC・FBO の個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、

消去および第三者への提供の停止については、ご本人様からの書面による申し出により、合理的な範囲でこれを承ります。

フォーエバー社における個人情報の取扱いに関する苦情・お問い合せ等は、下記担当窓口へ。
担当窓口：お客様相談室 0120-448-446（9：30 ～ 17：30 土・日・祝日を除く）

フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン有限会社
代表取締役 グレッグ・マーン
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◎健康食品

フォーエバー アロエベラ ジュース
名称：アロエベラ ジュース

原材料名：アロエベラジェル、イソマルトオリゴ糖、レモン、ライム

／クエン酸、酸化防止剤（ビタミン C、ビタミン E）

内容量：1000mL

特長：アロエベラのベラとは「真実」という意味を持ち、古くから人々

の健康や美容に用いられてきました。フォーエバーは、農薬や化学

肥料を一切使用しない専用の畑で育てたアロエベラの健康に有用

な成分を含む部分を、新鮮なジュースにしてお届けします。生命力

あふれたアロエベラ本来の風味で飲みやすいこのジュースを毎日の

食生活に、ぜひお役立てください。（日本成人病予防協会推奨品）

お飲みになる前に容器をよく振ってください。保存料は使用してお

りませんので、開封後は冷蔵庫で保存し、できるだけ早くお飲みく

ださい。中身が膨張し、容器が破損する場合がありますので、容器

ごと温めたり、凍らせたりしないでください。無菌充填の完全密封

包装ですから、未開封の場合は常温で保存できます。キャップのリ

ング部分がキャップから離れている時は開封済みです。飲み口の内

側に開封用の歯がついています。ケガをしないようご注意ください。

開封後は横置きにしないでください。もれの原因となります。治療

中又はアレルギー体質等のご心配のある方はお飲みになる前に医

師にご相談ください。

フォーエバー アロエベラ ジュース 330
名称：アロエベラ ジュース

原材料名：アロエベラジェル、イソマルトオリゴ糖、レモン、ライム

／クエン酸、酸化防止剤（ビタミン C、ビタミン E）

内容量：330mL

特長：アロエベラのベラとは「真実」という意味を持ち、古くから人々

の健康や美容に用いられてきました。フォーエバーは、農薬や化学

肥料を一切使用しない専用の畑で育てたアロエベラの健康に有用

な成分を含む部分を、新鮮なジュースにしてお届けします。生命力

あふれたアロエベラ本来の風味で飲みやすいこのジュースを毎日の

食生活に、ぜひお役立てください。いつでもどこでも誰とでも！お

出かけや旅行、スポーツのおともに、持ち運びに便利な 330mLサ

イズです。（日本成人病予防協会推奨品）

お飲みになる前に容器をよく振ってください。保存料は使用してお

りませんので、開封後はすぐにお飲みください。中身が膨張し、容

器が破損する場合がありますので、容器ごと温めたり、凍らせたり

しないでください。無菌充填の完全密封包装ですから、未開封の

場合は常温で保存できます。キャップのリング部分がキャップから

離れている時は開封済みです。飲み口の内側に開封用の歯がついて

います。ケガをしないようご注意ください。開封後は横置きにしな

いでください。もれの原因となります。治療中又はアレルギー体質

等のご心配のある方はお飲みになる前に医師にご相談ください。

フォーエバー アロエ ピーチ 330
名称：アロエベラ ドリンク

内容量：330mL

原材料名：アロエベラジェル、ピーチピューレ、果糖、ぶどう果汁

／香料、酸化防止剤（ビタミン C）、クエン酸

特長：アロエベラにピーチを加えたアロエベラドリンクです。（ピー

チピューレ 8%）

アロエベラのベラとは「真実」という意味を持ち、古くから人々の

健康や美容に用いられてきました。フォーエバーは、農薬や化学肥

料を一切使用しない専用の畑で育てたアロエベラの健康に有用な成

分を含む部分を、新鮮なジェルにしています。生命力あふれたアロ

エベラにピーチを加えた飲みやすいこのドリンクを毎日の食生活に、

ぜひお役立てください。いつでもどこでも誰とでも！お出かけや旅

行、スポーツのおともに、持ち運びに便利な 330mLサイズです。

お飲みになる前に容器をよく振ってください。保存料は使用してお

りませんので、開封後はすぐにお飲みください。中身が膨張し、容

器が破損する場合がありますので、容器ごと温めたり、凍らせたり

しないでください。無菌充填の完全密封包装ですから、未開封の

場合は常温で保存できます。キャップのリング部分がキャップから

離れている時は開封済みです。飲み口の内側に開封用の歯がついて

います。ケガをしないようご注意ください。開封後は横置きにしな

いでください。もれの原因となります。治療中又はアレルギー体質

等のご心配のある方はお飲みになる前に医師にご相談ください。

フォーエバー アロエ ベリー ネクター 330
名称：アロエベラ ドリンク

内容量：330mL

原材料名：アロエベラジェル、りんご果汁、果糖、クランベリー果

汁／酸化防止剤（ビタミン C）、クエン酸

特長：アロエベラにクランベリーとりんごの果汁を加えたアロエベラ

ドリンクです。（濃縮果汁：りんご 4%、クランベリー 2%）

アロエベラのベラとは「真実」という意味を持ち、古くから人々の

健康や美容に用いられてきました。フォーエバーは、農薬や化学肥

料を一切使用しない専用の畑で育てたアロエベラの健康に有用な成

分を含む部分を、新鮮なジェルにしています。生命力あふれたアロ

エベラにクランベリーとりんごの果汁を加えた飲みやすいこのドリン

クを毎日の食生活に、ぜひお役立てください。いつでもどこでも誰

とでも！お出かけや旅行、スポーツのおともに、持ち運びに便利な

330mLサイズです。

お飲みになる前に容器をよく振ってください。保存料は使用してお

りませんので、開封後はすぐにお飲みください。中身が膨張し、容

器が破損する場合がありますので、容器ごと温めたり、凍らせたり

しないでください。無菌充填の完全密封包装ですから、未開封の

場合は常温で保存できます。キャップのリング部分がキャップから

離れている時は開封済みです。飲み口の内側に開封用の歯がついて

います。ケガをしないようご注意ください。開封後は横置きにしな

いでください。もれの原因となります。治療中又はアレルギー体質

等のご心配のある方はお飲みになる前に医師にご相談ください。

フォーエバー ビープロポリス
名称：プロポリス加工食品

原材料名：プロポリス、分離大豆たんぱく、蜂蜜、アーモンドフレー

バー／セルロース、リン酸 Ca、微粒酸化ケイ素

内容量：59.2g（740mg × 80 粒）

特長：プロポリス（ビープロポリス）はミツバチが巣を汚染から守

り、自分たちの健康を守るために自然界の花しべ、木の芽、木の葉、

樹皮の中の樹脂に自分の腺分泌物を加えて作る貴重な物質です。ミ

ツバチの巣の中の顆粒状または板状のプロポリスを砕いてアーモン

ドフレーバーやハチミツ等を加え、粒状に固めて食べやすくしてあ

11. フォーエバー商品一覧
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ります。毎日の健康維持のためにお召し上がりください。

初めての方は 1日1～ 2 粒を目安にお召し上がりください。治療中

またはアレルギー体質等のご心配のある方は食べる前に医師にご

相談ください。

フォーエバー ビーポーレン
名称：みつばち花粉加工食品

原材料名：みつばち花粉、蜂蜜、セルロース

内容量：75.4g（580mg ×130 粒）

特長：みつばち花粉（ビーポーレン）はミツバチが自分たちの食料と

して集めた花粉です。花粉には植物が生命を次の世代へ伝えるため

の遺伝子や、それを育むための栄養素が凝集されています。ミツバ

チが自分たちの食料として集めた花粉は顆粒状です。この花粉を一

旦砕いてハチミツ等を加え粒状に固めて食べやすくしてあります。毎

日の健康維持のためにお召し上がりください。

初めての方は 1日1 粒を目安にお召し上がりください。治療中又は

アレルギー体質等のご心配のある方は食べる前に医師にご相談くだ

さい。

フォーエバー ビーハニー
名称：はちみつ

原材料名：スペイン産はちみつ

内容量：500g

特長：フォーエバー ビーハニーは、スペイン・バレンシア地方のオ

レンジをはじめとする花々から採取された百花みつで、100％天然

の純粋はちみつです。スペインは、世界最古のはちみつ収穫の記録

も残る、ヨーロッパ最大のはちみつ生産国であり、豊かな自然が高

い品質を育んでいます。

１歳未満の乳児には食べさせないでください。結晶することがあり

ますが、品質には問題ありません。湯煎していただければ元の状態

に戻ります。

フォーエバーライト アミノウルトラ
名称：大豆たんぱく含有食品

原材料名：分離大豆たんぱく、果糖、アミノゲン、大豆油、亜鉛酵

母、セレン酵母、アロエベラ、クロム酵母、ビール酵母、スピルリ

ナ／イヌリン、リン酸 Ca、増粘剤（グァーガム）、香料、リン酸 Na、V.C、

甘味料（スクラロース、ステビア）、レシチン（大豆由来）、ナイアシン、

パントテン酸 Ca、V.A、V.D、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12、葉酸　

内容量：405g

特長：フォーエバーライト アミノウルトラは、良質の大豆たんぱく

を豊富に含んだたんぱく補給食品です。（スプーン 1 杯 27g 当たり、

たんぱく質 16.4g 配合）独自の配合（アミノテイン）により、主成

分である大豆たんぱくがすばやく消化吸収されるようになりました。

たんぱく質は身体の臓器や筋肉、血液などをつくっている最も大切

な栄養素で、種々のアミノ酸によって構成されています。また、た

んぱく質は糖質や脂質のように体内に蓄えておくことが出来ないの

で毎日補給し続けなければなりません。フォーエバーライト アミノ

ウルトラには身体に必要な必須アミノ酸が全て含まれておりますの

で、体格や運動量、年齢などに応じて必要な量をお手軽に、効率よ

く取り入れることができます。健康的にウェイトコントロールしたい

とお考えの方に特にお勧めの商品です。

アミノ酸スコアは 100（最高値）です。必須アミノ酸全てが理想に

近い形で含まれていることを表しています。100% 遺伝子組み換え

でない大豆を使用しています。

袋の中のスプーン 1 杯（約 27g）を水など（200cc ～ 300cc）に

よく溶かしてお飲みください。砕いた氷や果物を加えて十分にシェ

イクしていただければ、より美味しくお飲みいただけます。

開封後は密封し、高温多湿を避けて保存してください。 保存料は

使用しておりませんので、なるべく早くお召し上がりください。

※アミノゲンは米国特許番号 5,387,422 で守られたインオフォス

社の登録商標です。

※アミノテインは Aloe Vera of America, Inc. の商標です。

※アミノテインはフォーエバーリビング独自のアミノ酸ブレンドです。

フォーエバー アクティブ プロバイオテック
名称：乳酸菌類含有加工食品

原材料名：食用油脂（ドイツ製造）、ゼラチン、ビフィズス菌末（乳

成分含む）、乳酸菌末、グリセリン、乳化剤（大豆由来）、増粘剤（ペ

クチン）、カラメル色素（原材料の一部に大豆、乳成分を含む） 

内容量：4.5g（150mg × 30 粒）

特長：フォーエバー アクティブ プロバイオテックは、体に良い働き

をする微生物（プロバイオティクス）を特殊なカプセルに入れるこ

とで直接腸内に到達させます。1 粒当たり約 10 億の菌が入ってい

ます。L. アシドフィルス（乳酸桿菌）、B. ロンガム（ビフィズス菌）、L.ブ

ルガリカス（乳酸桿菌）、L.ラムノーサス（乳酸桿菌）、B.ラクティス

（ビフィズス菌）、L.プランタラム（乳酸桿菌）。

健康維持のために 1日1～ 3 粒を目安に噛まずに水などでお飲み

ください。熱い飲み物で飲まれますと、カプセルが溶けて中の菌が

流出する恐れがありますのでお控えください。治療中またはアレル

ギー体質等のご心配のある方は食べる前に医師にご相談ください。

フォーエバー アークティックシー
名称：精製魚油含有加工食品

原材料名：精製魚油（さけ、さばを含む）、イカ抽出油／ゼラチン、

グリセリン、香料、酸化防止剤（ビタミン E）

内容量：69.6g（580mg ×120 粒） 

特長：フォーエバー アークティックシーには 1 粒当たり100mg の

DHA（ドコサへキサエン酸）と100mg の EPA（エイコサペンタエ

ン酸）が含まれています。DHA と EPA は人の器官や組織に必要な

栄養成分である必須脂肪酸の一種です。食生活の変化によって不足

しがちな DHA とEPA をフォーエバー アークティックシーで補って、

魚とイカのもつ健康パワーで毎日を若々しくお過ごしください。

1日 6 粒を目安にお召し上がりください。1日の目安量を参考にし

て取り過ぎにならないようご注意ください。治療中又はアレルギー

体質等のご心配のある方は食べる前に医師にご相談ください。

フォーエバー アクティブ HA
名称：ヒアルロン酸含有加工食品

原材料名：大豆油、ヒアルロン酸含有鶏トサカ分解物、ウコン、生

姜油／ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、マルトデキストリン、着色料（二

酸化チタン）、レシチン（大豆由来） 

内容量：28.2g（470mg × 60 粒）

特長：フォーエバー アクティブ HA には、吸収されやすいように低

分子化されたヒアルロン酸とウコン、生姜油を配合しています。ヒ

アルロン酸は皮膚や関節に多く含まれているムコ多糖の一種で、優

れた保水能力を持っていますが、加齢とともに減少していきます。

普段の食生活ではなかなか補給しにくいヒアルロン酸を美容と健康

のためにフォーエバー アクティブ HA で補ってください。

1日 2 粒を目安にお召し上がりください。治療中又はアレルギー体
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質等のご心配のある方は食べる前に医師にご相談ください。

フォーエバー ニュートラ Q10
名称：コエンザイム Q10 含有食品

原材料名：果糖、コエンザイム Q10、クロム酵母、オリーブ葉抽出物、

ブドウ種子抽出物、ウコン根茎抽出物、ボスウェリアセラータ樹脂

抽出物／レシチン（大豆由来）、V.E、セルロース、V.C、炭酸 Mg、

V.B6、V.B12、微粒酸化ケイ素、葉酸

内容量：105g（3.5g × 30 本）

特長：フォーエバー ニュートラ Q10 は、コエンザイム Q10 を主

成分とした健康食品です（1 本 3.5g 当たりコエンザイム Q10・

80mg配合）コエンザイムQ10は人間の1つ1つの細胞内に存在し、

生命活動に必要なエネルギーを作り出すのに欠かせないものです。

しかし、20 歳前後をピークに加齢とともに減少してしまうので、積

極的な摂取をこころがけることが大切です。フォーエバーニュート

ラ Q10 には、他にも健康に役立つビタミン類や各種ハーブ抽出物

がバランス良く配合されています。フォーエバー ニュートラ Q10 で

身体に必要不可欠なコエンザイム Q10 を手軽に効率よく摂取しま

しょう。

1日 1 本を目安にアロエベラ ジュースやその他の飲料（100 ～

120cc）によく溶かしてお飲みください。

治療中、アレルギー体質等のご心配のある方、および妊娠中また

は授乳中の方は飲む前に医師にご相談ください。

フォーエバー エーアールジーアイプラス
名称：アルギニン含有食品

原材料名：果糖、エルダーベリー果汁末、ぶどう皮抽出物、ザクロ

抽出物、ビタミン K2 含有食用油脂、赤ワイン抽出物、ラズベリー

果汁末、モレロチェリー果汁末、ブラックベリー果汁末、ブラック

カラント果汁末、ブルーベリー果汁末／ L-アルギニン、クエン酸、

香料、微粒酸化ケイ素、V.C、甘味料（リボース、ステビア、スクラ

ロース）、V.D、V.B6、リン酸 K、V.B12、葉酸

内容量：360g（12g × 30 本） 

特長：フォーエバー エーアールジーアイプラスは、L-アルギニンを

主成分とした健康食品です（1本 12g 当たりアルギニン 5.0g 配合）

アルギニンは私達の体内で自然に生成されますが、生成能力は充分

とはいえず不足分を体外から摂取する必要があるため準必須アミノ

酸とも呼ばれています。フォーエバー エーアールジーアイプラスには、

さらに各種ビタミンやフォーエバー独自のフルーツ原料ミックスを配

合しています。若さや健康を維持したいとお考えの方に特にお勧め

の商品です。（日本成人病予防協会推奨品）

1日1 回を目安に 1 本（12g）をアロエベラ ジュースやその他の飲

料（150cc ～ 200cc）によく溶かしてお飲みください。

開封後は袋をしっかりと閉め、高温多湿を避けて保存してください。

保存料は使用しておりませんので、なるべく早くお召し上がりくださ

い。この商品は 18 歳以上の成人を対象に作られたものです。妊娠、

授乳中の方は使用を控えてください。アレルギー体質の方や、治療

中、又は薬を服用中の方は医師にご相談ください。

フォーエバー デイリー
名称：ビタミン・ミネラル含有食品

原材料名：ダイダイ果実エキス末、果実・野菜混合粉末（リンゴ、ビー

ト、パプリカ、その他）、ピオチン含有酵母、亜鉛含有酵母、ヨウ

素含有酵母、銅含有酵母、セレン含有酵母、クロム含有酵母、鉄

含有酵母、マンガン含有酵母、コエンザイム Q10、アロエベラ／セ

ルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、貝 Ca、V.C、V.E、

酸化 Mg、ステアリン酸 Ca、カルボキシメチルセルロースナトリウム、

パントテン酸 Ca、ナイアシン、エチルバニリン、β - カロテン、マリー

ゴールド、マルトデキストリン、α - リポ酸、V.B6、V.B12、V.B1、

V.B2、エンジュ抽出物、グリセリン、ヘスペリジン、V.D、葉酸

内容量：65.4g（545mg ×120 粒）

特長：フォーエバー デイリーは体に必要なビタミン・ミネラル類な

ど多くの栄養素を効率よく摂取することができるビタミン・ミネラル

含有食品です。フォーエバー デイリーにはビタミンやミネラル類の

吸収を助けるためにフォーエバー独自のアロエベラを含む 8 種類の

成分（アロエオリゴ糖複合体、AOS ComplexTM）が含まれています。

さらに、自然の栄養素をより多く摂り入れられるようフォーエバー

独自の果実・野菜ブレンド（フォーエバー FVX20 ブレンド）も配

合しています。現代の食生活で不足しがちなビタミンやミネラル類を

フォーエバー デイリーで毎日補給しましょう。

1日 4 粒を目安にアロエベラ ジュースや水などと一緒に噛まずにお

召し上がりください。1日の目安量を参考にして摂り過ぎにならな

いようご注意ください。この商品は 18 歳以上の成人を対象に作ら

れたものです。アレルギー体質の方や、治療中、妊娠中、または薬

を服用中の方は医師にご相談ください。

フォーエバー ムーブ
名称：卵殻膜含有加工食品

原材料名：卵殻膜粉末、大豆油、イナゴ豆抽出物／ウコン色素、

ゼラチン、グリセリン（原材料の一部に卵を含む） 

内容量：67.5g（750mg × 90 粒） 

特長：フォーエバー ムーブには 3 粒当たり 500mg の卵殻膜とウ

コン色素（クルクミンを主成分とする）が含まれています。卵殻膜は

コンドロイチンやヒアルロン酸という「グリコサミノグリカン」とコ

ラーゲンと有益なたんぱく質で構成されています。フォーエバー ムー

ブは健康でよりアクティブな毎日を過ごしたいとお考えの方にお勧

めの商品です。

1日 3 粒を目安にお召し上がりください。1日の目安量を参考にし

て摂り過ぎないようご注意ください。治療中又はアレルギー体質等

のご心配のある方は食べる前に医師にご相談ください。

フォーエバー ファイバー
名称：食物繊維含有食品

原材料名：アラビアガム、コーンファイバー、コーンデキストリン、

フラクトオリゴ糖

内容量：183g（6.1g × 30 本）

特長：フォーエバー ファイバーは食物繊維を主成分とした健康食品

です。食物繊維はヒトの消化酵素では消化されない難消化成分の

ことです。食物繊維は消化されずに大腸に運ばれ、健康に役立つ

働きをしてくれます。フォーエバー ファイバーは、普段の食生活で

不足がちな食物繊維を手軽にお摂りいただける商品です。フォーエ

バーファイバーで理想の食生活を目指しましょう。

1日1 本を目安にアロエベラ ジュースやその他の飲料によく溶かし

てお飲みください。

1日の目安量を参考にして取り過ぎにならないようご注意ください。

治療中又はアレルギー体質等のご心配のある方は飲む前に医師に

ご相談ください。お子さまや妊娠・授乳期の方にもお召し上がりい

ただけますが、飲み過ぎるとおなかがゆるくなることがありますの

で、十分にご注意ください。
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フォーエバー アクティブ ブースト
品名：炭酸飲料

原材料名：糖類〔砂糖（国内製造）、ぶどう糖〕、アロエベラジェル、

ガラナエキス、エゾウコギ抽出物、紅景天抽出物、アマチャヅル抽

出物、冬虫夏草抽出物（デキストリン、冬虫夏草エキス）、オタネニ

ンジン抽出物／甘味料（キシリトール）、炭酸、香料（りんご由来）、

乳酸 Ca、酸味料、イノシトール、L- グルタミン、ナイアシン、パン

トテン酸 Ca、カロテノイド色素、ビタミン B6、調味料（アミノ酸）、

ビタミン B12

内容量：250mL

特長：アロエベラ、ガラナ、各種ハーブ抽出物、ビタミンなどをバラ

ンス良く配合した爽やかなエナジードリンクです。

一部原料にカフェインが含まれていますので、カフェインに敏感な

方、お子様や妊娠中、授乳中の方は飲用をお控えください。缶が

破損する恐れがありますので、衝撃や冷凍保管を避け、直射日光の

当たる車内等、高温になる場所に長時間置かないでください。開缶

後はすぐにお召し上がりください。原料由来の成分が浮遊、沈殿し

たり、液色が変化する場合がありますが、品質には問題ありません。

通院中の方、持病のある方は飲む前に医師に相談してください。

◎化粧品

フォーエバー クレンジングローション
[メイク落とし ]

配合成分：水、アロエベラ液汁、パーシック油、ワセリン、ヤシ油、

ペンチレングリコール、ステアリン酸グリセリル（ＳＥ）、ステアリン酸、

セタノール、ホホバ種子油、キサンタンガム、安息香酸Ｎａ、ソル

ビン酸Ｋ、ラウレス硫酸Ｎａ、フェノキシエタノール、香料

内容量：120mL

特長：アロエベラ液汁（保湿成分）20％配合。天然植物保湿成分（ア

ロエベラ液汁）を配合した乳液タイプのクレンジングローションで

す。うるおいを守りながら、メイクや毛穴の汚れを穏やかに落とし

ます。〈パラベンフリー〉

フォーエバー クレンジングフォーム
[ 洗顔クリーム ]

配合成分：アロエベラ液汁、グリセリン、ステアリン酸、ミリスチン酸、

水酸化Ｋ、ラウリン酸、パルミチン酸、ＰＧ、ステアリン酸グリコール、

水添ヤシ油、水添パーム核油、水添パーム油、ジステアリン酸グリ

コール、水酸化Ｎａ、安息香酸Ｎａ、ソルビン酸Ｋ、ＥＤＴＡ－４Ｎａ、

ＢＨＴ、香料

内容量：120g

特長：アロエベラ液汁（保湿成分）34％配合。天然植物保湿成分（ア

ロエベラ液汁）を配合した洗顔クリームです。きめ細かな泡がうる

おいを与えながら、汚れをすっきり取り除き、しっとり洗い上げます。

〈パラベンフリー〉

フォーエバー アクティベーター
[ 化粧水・さっぱりタイプ ]

配合成分：アロエベラ液汁、アラントイン、デヒドロ酢酸Ｎａ、安息

香酸Ｎａ、ソルビン酸Ｋ

内容量：120mL

特長：アロエベラ液汁（保湿成分）99.6％配合。天然植物保湿成分（ア

ロエベラ液汁）を配合した化粧水です。さわやかなうるおいで肌の

キメを整え、みずみずしい素肌に整えます。〈パラベンフリー〉

フォーエバー ゼリー
[ 化粧水・しっとりタイプ ]

配合成分：アロエベラ液汁、水、グリセリン、ペンチレングリコール、

ＴＥＡ、トコフェロール、カルボマー、アラントイン、安息香酸Ｎａ、

ソルビン酸Ｋ、亜硫酸Ｎａ、フェノキシエタノール

内容量：120mL

特長：アロエベラ液汁（保湿成分）83％配合。天然植物保湿成分（ア

ロエベラ液汁）を配合したゼリー状化粧水です。うるおいを補給し、

ハリと弾力を与え、ふっくらとした素肌に整えます。〈パラベンフリー〉

フォーエバー ミルクローション
[ 乳液・さっぱりタイプ ]

配合成分：アロエベラ液汁、水、ＰＧ、ステアリン酸、ペンチレング

リコール、ＴＥＡ、ステアリン酸グリセリル（ＳＥ）、セタノール、パー

シック油、トコフェロール、ホホバ種子油、エチルヘキサン酸セチル、

ワセリン、オレイン酸、ラノリン、アラントイン、安息香酸Ｎａ、ソ

ルビン酸Ｋ、酸化チタン、亜硫酸Ｎａ、フェノキシエタノール、香料

内容量：120mL

特長：アロエベラ液汁（保湿成分）68％配合、油分11％配合。天

然植物保湿成分（アロエベラ液汁）を配合した、軽くさわやかな使

い心地の乳液です。肌あれや乾燥を防ぎ、うるおいを肌にとじこめ

てなめらかな素肌へ。化粧下地にもお使いいただけます。〈パラベ

ンフリー〉

フォーエバー モイスチャーライジングローション
[ 乳液・しっとりタイプ ]

配合成分：水、アロエベラ液汁、スクワラン、ステアリン酸、ペンチ

レングリコール、ソルビトール、ポリソルベート６０、ステアリン酸

グリセリル（ＳＥ）、ゴマ油、パーシック油、水溶性コラーゲン（魚）、

ホホバ種子油、トコフェロール、ＴＥＡ、ヒアルロン酸Ｎａ、BG、

ＰＥＧ－７５、セタノール、ジメチコン、アラントイン、安息香酸Ｎａ、

ソルビン酸Ｋ、フェノキシエタノール、香料

内容量：120mL

特長：アロエベラ液汁（保湿成分）22.3％配合、油分 23％配合。

天然植物保湿成分（アロエベラ液汁）を配合した、まろやかな使い

心地の乳液です。乾燥しがちな肌をなめらかに整え、肌に心地よさ

をもたらします。〈パラベンフリー〉

フォーエバー マスクパウダー
[ パック ]

配合成分：アルブミン、コーンスターチ、カオリン、ローズマリー、

アラントイン、ＢＧ、カプリロイルグリシン

内容量：1g ×15 包

特長：お肌の気になる部分のポイントパックだけでなく、顔全体に

も使えるオールマイティパック。古い角質を取り除き、肌のキメを整

えます。〈パラベンフリー〉

フォーエバー サンスクリーン
[ 日焼け止めクリーム ]

配合成分：アロエベラ液汁、水、ホモサレート、サリチル酸エチル

ヘキシル、ｔ－ブチルメトキシジベンゾイルメタン、フェニルベンズ

イミダゾールスルホン酸、オクトクリレン、オリーブ油脂肪酸セテア
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リル、サリチル酸ブチルオクチル、グリセリン、オリーブ油脂肪酸ソ

ルビタン、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、イソステア

リン酸ポリグリセリル－４、セチルＰＥＧ／ＰＰＧ－１０／１ジメチコ

ン、ラウリン酸ヘキシル、セタノール、ステアリン酸グリセリル、塩

化Ｎａ、セチルジメチコン、ＴＥＡ、ステアリン酸ＰＥＧ－７５、キサ

ンタンガム、セテス－２０、ステアレス－２０、酢酸トコフェロール、

安息香酸Ｎａ、ソルビン酸Ｋ、メチルイソチアゾリノン、フェノキシ

エタノール、メチルパラベン、香料

内容量：118g

特長：アロエベラ液汁（保湿成分）31％配合。天然植物保湿成分（ア

ロエベラ液汁）を主原料とした日焼け止めクリームです。お肌にう

るおいを与えながら日焼けによるシミ、ソバカスを防ぎます。

ＳＰＦ３０

ＰＡ＋＋

フォーエバー ヒートローション
[ ボディマッサージ用乳液 ]

配合成分：アロエベラ液汁、水、ＰＧ、ステアリン酸、ステアリン

酸グリセリル、ユーカリ葉油、ＴＥＡ、セタノール、ミネラルオイル、

ホホバ種子油、パーシック油、ゴマ油、オレイン酸、ワセリン、サ

リチル酸メチル、ステアリン酸ステアリル、ステアリン酸エチルヘキ

シル、パルミチン酸エチルヘキシル、アジピン酸ジエチルヘキシル、

ラノリン、アラントイン、カルボマー、安息香酸Ｎａ、ソルビン酸Ｋ、

フェノキシエタノール

内容量：120mL

特長：アロエベラ液汁（保湿成分）65％配合。天然植物保湿成分（ア

ロエベラ液汁）を配合した、さわやかな使い心地のボディ用のマッ

サージローションです。肌をたっぷりとうるおし、カサつきがちな

肌もすこやかに保ちます。〈パラベンフリー〉

フォーエバー シャンプー
配合成分：水、アロエベラ液汁、ラウレス硫酸Ｎａ、コカミドプロピ

ルベタイン、ココイルグルタミン酸ＴＥＡ、コカミドＤＥＡ、ホホバ

種子油、ツバキ種子油、アボカド油、シア脂、加水分解コラーゲン、

キハダ樹皮エキス、コンフリー葉エキス、ベタイン、アルギニン、ア

スパラギン酸、グリシン、アラニン、セリン、バリン、トレオニン、

プロリン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、オレンジ

果皮油、ＰＣＡ、水酸化Ｎａ、塩化Ｎａ、ポリクオタニウム－１０、

コカミドメチルＭＥＡ、クエン酸、ＰＣＡ－Ｎａ、乳酸Ｎａ、クエン

酸Ｎａ、ＢＧ、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、ソルビン酸Ｋ、安息香酸Ｎａ、フェ

ノキシエタノール

内容量：500mL

特長：アロエベラ液汁（天然植物保湿成分）37% 配合。アロエベ

ラ液汁を配合した髪にも頭皮にもやさしいシャンプーです。たっぷ

りの泡で髪のうるおいを守りながら汚れをやさしく落とし、すっき

りと洗い上げます。＜パラベンフリー、シリコーンフリー＞

フォーエバー ヘアコンディショナー
配合成分：水、アロエベラ液汁、セテアリルアルコール、グリセリン、

ＤＰＧ、パルミチン酸エチルヘキシル、ホホバ種子油、ツバキ種子油、

アボカド油、シア脂、加水分解シルク、加水分解ハチミツタンパク、

コンフリー葉エキス、ポリクオタニウム－６１、ヒアルロン酸ヒドロ

キシプロピルトリモニウム、パンテノール、アルギニン、アスパラギ

ン酸、グリシン、アラニン、セリン、バリン、トレオニン、プロリン、

イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、オレンジ果皮油、ダ

イマージリノール酸（フィトステリル／イソステアリル／セチル／ステ

アリル／ベヘニル）、イソプロパノール、ジラウロイルグルタミン酸

リシンＮａ、ココイルアルギニンエチルＰＣＡ、ＰＣＡ、クエン酸、

ヒドロキシエチルセルロース、水酸化Ｎａ、ＰＣＡ－Ｎａ、乳酸Ｎａ、

クエン酸Ｎａ、ＢＧ、乳酸、ベヘントリモニウムクロリド、ステアル

トリモニウムブロミド、ステアルトリモニウムクロリド、ＥＤＴＡ－２

Ｎａ、ソルビン酸Ｋ、安息香酸Ｎａ、エタノール、フェノキシエタノール

内容量：500mL

特長：アロエベラ液汁（天然植物保湿成分）33% 配合。アロエベ

ラ液汁を配合したヘアコンディショナーです。髪にうるおい、ハリ、

コシを与え、ツヤのあるまとまりのよい髪へ導きます。＜パラベン

フリー、シリコーンフリー＞

フォーエバー ＡＰスキンクリーム
[ ボディ用クリーム ]

配合成分：アロエベラ液汁、ステアリン酸グリセリル、ＰＧ、セタノー

ル、ステアリン酸ＰＥＧ－１００、ラノリン、プロポリスエキス、ソル

ビトール、アジピン酸ジエチルヘキシル、ステアリン酸エチルヘキシ

ル、パルミチン酸エチルヘキシル、アラントイン、ラノリンアルコー

ル、ジメチコン、トコフェロール、力ロチン、ローマカミツレ花エキス、

ＴＥＡ、アスコルビン酸、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、安息香酸Ｎａ、ソルビ

ン酸Ｋ、メチルパラベン、プロピルパラベン、フェノキシエタノール、

水、香料

内容量：113g

特長：アロエベラ液汁（保湿成分）73％配合。天然植物保湿成分（ア

ロエベラ液汁）を主原料とした保湿クリームです。天然植物エキス

とプロポリスがお肌を保護し、すこやかに保ちます。

フォーエバー ブライト
[ 歯みがき ]

配合成分：アロエベラ液汁、ソルビトール、グリセリン、含水シリカ、

ラウリル硫酸Ｎａ、カラギーナン、香料（ペパーミントタイプ）、サッ

カリンＮａ、安息香酸Ｎａ、ソルビン酸Ｋ、プロポリスエキス、（ク

ロロフィリン／銅）複合体

内容量：130g

特長：アロエベラ液汁（保湿成分）35％配合。アロエベラ液汁（保

湿剤）を配合した歯みがきです。ペパーミントの香りでお口をさわ

やかにし口臭を防ぎます。虫歯の原因となる歯垢を取り除きお口の

中を清潔にします。歯石の沈着を防ぎ、歯を白く保ちます。いつま

でも歯の健康を保つためにフォーエバー ブライトで毎食後ていねい

に歯を磨きましょう。

フォーエバー リップクリーム
[ リップケア化粧品 ]

配合成分：ミネラルオイル、ホホバ種子油、ワセリン、ヒドロキシス

テアリン酸エチルヘキシル、ミツロウ、ダイズ油、キャンデリラロウ、

ミリスチン酸ミリスチル、カルナウバロウ、オゾケライト、アロエベ

ラ葉エキス、香料、プロピルパラベン、アラントイン

内容量：4.25g × 6 本

特長：アロエベラ抽出液（保湿成分）27％配合。天然植物保湿成分

（アロエベラ抽出液）を配合したリップクリームです。アロエベラと

ホホバオイル、ミツロウがなめらかな唇を保ちます。
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商品販売ルール

COMPANY POLICIES（概要書面の一部）

フォーエバーリビングプロダクツ　ジャパン
東京都江東区青海2-4-24青海フロンティアビル18F
〒１３５‐００６４　TEL（０３）６４５７‐２５００（代表）

定価：本体150円（税込）

本誌内容の無断転用転載は固くお断りします。

本文と同じ紫 本文と同じ赤

フォーエバー商品の販売・会員登録の斡旋についての説明書

※この商品販売ルールは、商品リーフレットと一対として「概要書面」となるものです。

フォーエバービジネスオーナーは、このCOMPANY POLICIES・
商品販売ルール（概要書面の一部）をよく読んで十分に理解して
ください。このCOMPANY POLICIES・商品販売ルール（概要書
面の一部）は、フォーエバービジネスオーナー（以下、FBO）登
録を希望される方に対して、フォーエバー商品の販売または会員
登録の斡旋等についての説明をするものです。
なお、フォーエバーカスタマー（以下、FC）についてはFBOの
顧客に当たることから必要な限度でその説明をいたします。

弊社は、本書面に記載された商品販売等の規則（以下、「本ルー
ル」と称します）の変更権を有し、本ルールを改正する場合、弊
社のウェブサイト、www.flpj.co.jpに掲載し、掲載から30日後に
実行します。その後、会員が異議を述べることなく、次の取引を
行った場合は、当該変更を承諾したものとみなします。


