
ブランドパートナー
報酬プラン

B-EPICワールドワイド社の強力なビジネスプラン



キャッシュ ボーナス
ダイヤモンド+レベルのワンタイムボーナス

が1回限り支払われます

クオリファイ ブルーダイヤモンドブランドパートナーレベルから、
各上位ランクに初めて到達した際に、

1回限りのキャッシュボーナスが支給されます。
このボーナスは、両チームの新規ボリュームのみに基づいています。

※お繰り越しは対象になりません。

20%
スポンサーマッチング ボーナス

直紹介ブランドパートナーのツーチームペイの

がスポンサーマッチング ボーナスとして
毎週得られます

毎週、スポンサーしたブランドパートナーが獲得し
たツーチーム ペイに対して、20％のマッチング

ボーナスが得られます。

20%
ツーチーム ペイ

ボリュームの少ないチームの

の週払いボーナスを得られます

ランクに基づき、コミッション対象ボリューム 
(CV) の少ないチームの10％～20％を

毎週 得られます。

$350
ライフスタイル ボーナス

月払い

月払いボーナスになります

クオリファイ製品パック以上を購入し、
ブランドパートナーをスポンサーします。

そしてその新規ブランドパートナーが同様にクオリファイ製品パック
以上を購入し,スポンサーできるようにサポートをすれば最高 $350

の月払いボーナスを獲得することができます。このボーナスは、
あなたが クオリファイとなっている限り 毎月得られます。

10%
世代マッチング ボーナス

最大4世代のゴールドリーダーの
週払いマッチを得られます

クオリファイのゴールドブランドパートナーまたはそれ以
上のランクを維持している限り、毎週、チーム内の最

大４世代のゴールドまたはそれ以上のランク（ツー
チーム ペイに基づくクオリファイ）が獲得したツーチーム

ペイの10%のマッチを得ることができます。

2%
グローバルボーナス  プール
会社全体のコミッション
ボリューム(CV)の

がシェアとしてクオリファイダイヤモンドブランド
パートナーに支払われます

クオリファイダイヤモンドブランドパートナーと
して、毎週、その週に発生したB-ECOの
全体のコミッション ボリューム（CV）の2%の

グローバル ボーナスプールのシェアを得られます。

50%
カスタマー ボーナス

すべてのカスタマー注文に対して

の利益率が発生します

カスタマーがあなたのB-ECOウェブサイトから
製品を購入する度に、購入額の50%が
カスタマーボーナスとして支払われます。

50%
ファストスタート ボーナス

直紹介の初回注文ブランドパートナーの

が紹介したブランドパートナーの利益になります 

ブランドパートナーをスポンサーするたびに、 
チームの一員となり、新規ブランドパートナーの

初回注文のCV50％が支払われます。

B-ECOブランドパートナーとして、大きなコミッションを獲得することができます。
さらに、B-ECOを共有するだけで、ボーナスを受け取る機会もたくさんあります。

小売顧客ベースを獲得し、チームを構築することで、あなたの収入の可能性は飛躍的に高まります！

B-ECO の8種類の収入

最大 最大

まで
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まで



B-ECOブランドパートナーはすぐにでも収入を得ることができます
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カスタマーへの小売りで、すぐに収入を得ることができます。
ブランドパートナーの専用オンラインストアから購入されたすべての小売り注文に対して、

50%のボーナスを獲得できます。

小売りカスタマー ボーナス

B-ECOフューエル タブ（1パック） $12.50 3 CV

7 CV$30.00B-ECOフューエル タブ（3パック）

パック詳細 小売りコミッション ツーチームCV

$ = 米ドル

ブランドパートナーの専用オンラインストアから購入されたすべての
小売注文に対して、50%のボーナスを即座に獲得できます。

さらに、注文された各小売品購入のCVがペイチームに加算されます。

（小売CVはその週のコミッションランごとに計算され加算されます）。

B-ECO フューエル タブ

小売り用１パック

$24.95

B-ECO フューエル タブ

小売り用３パック

$59.95
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B-ECOのブランドパートナーとして登録すると、製品を愛用するだけですぐに節約できます！
そしてお友だちや家族に製品を紹介するだけで、すぐに収入を手にすることができます。
登録は迅速かつ簡単です! そして、1回の製品注文からビジネスをスタートできます。

ファストスタート

*CVの100%はツーチーム ペイ対象になります。

**初回注文はファストスタートに支払われ、ツーチーム組織のボリュームとしてカウントされます。

B-ECOフューエル タブ（1パック）
*ツーチームを通して

 支払われます
15 CV

7 CV

11 CV

$17.50 

$27.50

B-ECOフューエル タブ（3パック）

B-ECOフューエル タブ（8パック）

パック詳細 ファスト スタート ツーチームCV**

（初回注文に対して）

あなたのオンラインストアで購入された3パックと8パックの初回注文に対して、
即座にファストスタートコミッションを獲得することができます。

1パックの注文のCVは全てツーチーム組織に加算され、毎週のツーチームの
報酬で支払われます。

2回目以降の注文のCVは全てツーチーム ペイ報酬対象となります。

B-ECO フューエル タブ

8パック (55 CV)

$110.00

B-ECO フューエル タブ

1パック(15 CV)

$19.95

B-ECO フューエル タブ

3パック (35 CV)

$50.00

B-ECOブランドパートナーはすぐにでも収入を得ることができます
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$50 
2X2

月払いのミニライフスタイル ボーナス

が毎月支払われます

2人のブランドパートナーをスポンサーし、

その2人がクオリファイ製品パックを購入

する2人ずつのブランドパートナーを

スポンサーすると$50のボーナスが

毎月支払われます。

$150 
3X3

月払いのミニライフスタイル ボーナス

が毎月支払われます

3人のブランドパートナーをスポンサーし、

その3人がクオリファイ製品パックを購入

する3人ずつのブランドパートナーを

スポンサーすると$150のボーナスが

毎月支払われます。

$250 
4X4

月払いのミニライフスタイル ボーナス

が毎月支払われます

4人のブランドパートナーをスポンサーし、

その4人がクオリファイ製品パックを購入

する4人ずつのブランドパートナーを

スポンサーすると$250のボーナスが

毎月支払われます。

$350 
5X5

月払いのミニライフスタイル ボーナス

1

ミニライフスタイル ボーナスを得るための3つのシンプルなステップ：

$50（35 CV）のパックを購入する

2 新規ブランドパートナー2人、3人、4人、5人でもスポンサーする

3 新規ブランドパートナーが同じことできるようにおしえる
(購入とスポンサー活動、$50 (35 CV) クォリファイパック以上を購入する）

が毎月支払われます

5人のブランドパートナーをスポンサーし、

その5人がクオリファイ製品パックを購入

する5人ずつのブランドパートナーを

スポンサーすると$350のボーナスが

毎月支払われます。

B-ECOで収入を稼ぎ、素晴らしいチームを作るための最も早く、最も簡単で、最も楽しい方法の1つは、
B-ECOの50%ライフスタイル ボーナスを活用することです。

たった3つのシンプルなステップで、最大$350のボーナスを獲得することができます！
そして、両方のクオリファイパックをご注文の場合、両方のボーナスを獲得することができます！

月払いのミニライフスタイル ボーナス



$100 
2X2

ライフスタイル ボーナス

が毎月支払われます

2人のブランドパートナーをスポンサーし、

その2人がクオリファイ製品パックを購入

する2人ずつのブランドパートナーを

スポンサーすると$100のボーナスが

毎月支払われます。

$300 
3X3

 ライフスタイル ボーナス

が毎月支払われます

3人のブランドパートナーをスポンサーし、

その3人がクオリファイ製品パックを購入

する3人ずつのブランドパートナーを

スポンサーすると$300のボーナスが

毎月支払われます。

$500 
4X4

 ライフスタイル ボーナス

が毎月支払われます

4人のブランドパートナーをスポンサーし、

その4人がクオリファイ製品パックを購入

する4人ずつのブランドパートナーを

スポンサーすると$500のボーナスが

毎月支払われます。

$700 
5X5

 ライフスタイル ボーナス

1

ライフスタイル ボーナスを得るための3つのシンプルなステップ：

$110（55 CV）のパックを購入する

2 新規ブランドパートナー2人、3人、4人、5人でもスポンサーする

3 新規ブランドパートナーが同じことできるようにおしえる
（購入とスポンサー活動、$110 (55 CV) クォリファイパック以上を購入する）

が毎月支払われます

5人のブランドパートナーをスポンサーし、

その5人がクオリファイ製品パックを購入

する5人ずつのブランドパートナーを

スポンサーすると$700のボーナスが

毎月支払われます。

B-ECOで収入を稼ぎ、素晴らしいチームを作るための最も早く、最も簡単で、最も楽しい方法の1つは、
B-ECOのライフスタイル ボーナスを活用することです。

たった3つのシンプルなステップで、最大$700のボーナスを獲得することができます！　 
そして、両方のクオリファイパックをご注文の場合、両方のボーナスを獲得することができます！

月払いのライフスタイル ボーナス
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チームの力

ツーチーム ペイの力により、ご自身のB-ECOビジネスで収入を得 
ることはシンプルです。

成功のカギは、共通のビジョンを共有する献身的なブランドパート
ナーのチームを構築することです。

最初は、やるべきことにフォーカスしましょう：自分自身がクオリファ
イブランドパートナーとなり、他のクオリファイブランドパートナーを紹
介してください（2つのチームに半分ずつ配置されます）。

そして、それぞれに同じことをするように指導します。とてもシンプル
です。

B-ECOのツーチーム ペイでは、各ブランドパートナーに、２つの
チームのうち小さい方のチームですべてのブランドパートナーが生み
出したCV（コミッション対象ボリューム）の寛大なパーセンテージを
支払います（ボリュームは無限大に計算され、フラッシュはありませ
ん）。

ランクに応じた支払いパーセンテージの詳細については、P.8の「ビ
ジネスランクと報酬」の表を参照してください。 

(注意：ツーチーム ペイの上限は週$20,000です。)

シンプルでパワフルなツーチームプランでは、左側にチーム、右側に
チームが存在します。

新規ブランドパートナーを紹介するとき、2つのチームのいずれかに
配置することができます。

そして下位のブランド パートナーの努力に加え、スポンサー（また
はあなたの上にいるブランドパートナー）により、新しいブランドパー
トナーがあなたのチームに配置されることもあります。

クオリファイブラントパートナー以上のランクになると、ボリュームの
少ないチームのCVの最大10%～20%（ランクに基づく）を毎週獲得
することができます。

コミッションやボーナスは毎週計算され、支払われます。

また、あなたが以下のランクを維持している限り、大きなチームか
ら支払われなかった余分なボリュームは翌週に繰り越されます。

つまり、ランクを維持し、ブランドパートナーにもランクを維持するよ
う指導することが重要なのです。非常にシンプルです。

さらに、ツーチームプランの強力なパワーはこれだけにとどまりません。

B-ECOを他の人に紹介することで、報酬が得られるだけでなく、
チーム全員にも適用されます。

つまり、より多くのブランドパートナーの登録とランク取得を指導す
ればするほど、あなたの収入も増える可能性があるのです。

左の例は、B-ECOのツーチームプランがいかに強力であるかを示
しています。

これは、ブランドパートナーがそれぞれ15CV（$19.95）の月間クオリ
ファイ注文をした場合のものです。

この例では、ボリュームの少ないチーム（左側）が合計で225CVを
生み出しました。

つまり、10%の支払いで、今週はツーチーム ペイだけで$22.50を獲
得することになります。

直紹介 ダウンライン スピルオーバー

右側チームのスピルオーバー = 5 CV

少ないボリューム＝225CV X 10％ ＝$22.50の収入

You

35 CV

35CV 55CV

15CV 35CV

35 CV

35CV 35CV

15CV55CV

55CV

15CV

35CV

ツーチーム ペイ詳細
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B-ECOのマッチングボーナスは、他の人の成功を支援することがあなたの報酬につながります。
毎週、チームの実績に応じて2つのマッチング ボーナスを獲得することができます。

ブランドパートナーとして、あなたがスポンサーするすべて
のブランドパートナーが毎週獲得するツーチーム ペイの
合計額に対して、毎週20%のマッチングボーナスが支払
われます。

右の図に示すように、チームを構築すると、この週払い
ボーナスの金額は急速に上昇します。

さらに、ブランドパートナーになるだけでこのボーナス対象
となり、他の資格は必要ありません。

ゴールドクオリファイ ブランドパートナーまたはそれ以上のランクになり維持している限り、あなたのスポンサーツリーのゴールドまたは
それ以上のランクの最大4世代に毎週支払われるツーチーム ペイの合計額に対して、毎週10%のマッチング ボーナスを受けるこ
とも可能です。

このボーナスは、左の例に示すように、各世代多くのブランドパートナーが存在している結果、B-ECOビジネスで毎週多額の収
入を生み出すことができます。

２種類の週払いマッチング ボーナス

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

第1世代

第2世代

第3世代

第4世代

ゴールドクオリファイブランドパートナーを表します
レ
ベ
ル

世代とスポンサーシップツリー

「スポンサーシップツリー」は、あなたが直接スポンサーとなったす
べてのブランドパートナーと、そのパートナーがそれぞれスポン 
サーとなったすべてのブランドパートナーで構成されています。

スポンサーシップツリーでは、あなたが直接スポンサーとなったブ
ランドパートナーは第１レベルに配置され、彼らがスポンサーとな
るブランドパートナーはあなたの第２レベルに配置されます。

世代マッチングボーナスにおいては、チーム内のブランドパート
ナーが週払い期間中にクオリファイゴールドブランドパートナー以
上になるとそのブランド パートナーから１世代が始まります。
その下にクオリファイゴールドブランドパートナー以上が誕生する
と第２世代が始まります。

スポンサーマッチング ボーナス

世代マッチング ボーナス

1

2

$ = 米ドル

5 $1,000 $200

$2,000

$5,000

$10,000

$25,000

25

50

# of Personally
Sponsored Brand

Partners

Their Total
Combined

Two Team Pay

Your 20% Weekly
Check Match

直紹介ブランド
パートナー

人数

直紹介ブランド
パートナーの

チーム ペイ合計額

あなたの
20％払いマッチング

ボーナス



クオリファイダイヤモンドブランドパートナーは、毎週、その週に発生した会社全体のコミッションボリューム（CV)の合計の 2%のグローバルボーナ
スプールの分け前を受け取ります。このボーナスは、クオリファイダイヤモンドブランドパートナーラン クにのみ適用されます。クオリファイ ブルーダ

イヤモンドブランドパートナーレベルから、各上位ランクに初めて到達した際 に、1回限りのキャッシュボーナスが支給されます。

注： ボーナスに適用されるボリュームは、両チームの新しいボリュームのみに基づいています。お繰り越しボリュームはカウントされません。

ダイヤモンド+レベルのワンタイム ボーナス

$10,000
ブルーダイヤモンド

１回限りのボーナス 

$20,000
ダブルブルーダイヤモンド

１回限りのボーナス 

$40,000
ブラックダイヤモンド

１回限りのボーナス 

$75,000
ダブルブラックダイヤモンド

１回限りのボーナス 
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$150,000
１回限りのボーナス 

グリーンダイヤモンド



 ビジネスランクと報酬
B-ECOの報酬プランは、すべてのブランドパートナーの収入の可能性を最大限に引き出すように作られています。

業界をリードするボーナスプログラムを含む複数の方法で収入を得ることができます。

ランク 達成条件 ツーチームペイ
スポンサーマッチング

ボーナス
世代

マッチング ボーナス
ダイヤモンド+レベル

特別 ボーナス

パートナー

ブランド パートナー 該当なし 直紹介ブランド
パートナーに対して

20%

該当なし 該当なし

該当なし

該当なし 該当なし

クオリファイ ブランドパートナー 最大
10%まで

直紹介ブランド
パートナーに対して

20%

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

有効な注文があり、左側のチームに少なくとも1つのブランドパートナー、
右側のチームに少なくとも1つのブランドパートナーを個人的に後援しており、
それぞれに有効な注文があります。

シルバー クオリファイ ブランドパートナー 最大
12%まで

直紹介ブランド
パートナーに対して

20%

該当なし$19.95 USD (15CV) ドルの認定パックを注文し、
資格を持ったブランドパートナーのランクを維持し、
ボリュームの少ないチームに1,000以上のCVを維持する。
。

ゴールド クオリファイ ブランドパートナー 最大
15%まで

直紹介ブランド
パートナーに対して

20%

ゴールド以上の
2世代の10%

$19.95 USD (15CV) ドルの認定パックを注文し、
資格を持ったブランドパートナーのランクを維持し、
ボリュームの少ないチームに2,500以上のCVを維持する。

プラチナム クオリファイ ブランドパートナー 最大
18%まで

直紹介ブランド
パートナーに対して

20%

$19.95 USD (15CV) ドルの認定パックを注文し、
資格を持ったブランドパートナーのランクを維持し、
ボリュームの少ないチームに5,000以上のCVを維持する。

ダイヤモンド クオリファイ
ブランドパートナー

グリーンダイヤモンド クオリファイ
ブランドパートナー

ブルーダイヤモンド クオリファイ
ブランドパートナー

ダブル ブルーダイヤモンド クオリファイ
ブランドパートナー

ダブルブラック ダイヤモンドクオリファイ
ブランドパートナー

ブラックダイヤモンド クオリファイ
ブランドパートナー

最大
20%まで

最大
20%まで

最大
20%まで

最大
20%まで

最大
20%まで

最大
20%まで

直紹介ブランド
パートナーに対して

20%

直紹介ブランド
パートナーに対して

20%

直紹介ブランド
パートナーに対して

20%

直紹介ブランド
パートナーに対して

20%

直紹介ブランド
パートナーに対して

20%

直紹介ブランド
パートナーに対して

20%

$19.95 USD (15CV) ドルの認定パックを注文し、
資格を持ったブランドパートナーのランクを維持し、
ボリュームの少ないのチームで3週連続で週に7,500CVを持っています。

$19.95 USD (15CV) ドルの認定パックを注文し、
資格を持ったブランドパートナーのランクを維持し、
ボリュームの少ないのチームで5週連続で週に15,000CVを持っています。***

$19.95 USD (15CV) ドルの認定パックを注文し、
資格を持ったブランドパートナーのランクを維持し、
ボリュームの少ないのチームで6週連続で週に25,000CVを持っています。***

$19.95 USD (15CV) ドルの認定パックを注文し、
資格を持ったブランドパートナーのランクを維持し、
ボリュームの少ないのチームで8週連続で週に50,000CVを持っています。***

$19.95 USD (15CV) ドルの認定パックを注文し、
資格を持ったブランドパートナーのランクを維持し、
ボリュームの少ないのチームで10週連続で週に100,000CVを持っています。***

$19.95 USD (15CV) ドルの認定パックを注文し、
資格を持ったブランドパートナーのランクを維持し、
ボリュームの少ないのチームで12週連続で週に255,000CVを持っています。***

全てのクオリファイダイヤモンドブランド
パートナーは、2％のグローバルボーナス

プールのシェアを獲得します***

1回限りのボーナス$10,000

1回限りのボーナス$20,000

1回限りのボーナス$40,000

1回限りのボーナス$75,000

1回限りのボーナス$150,000

ゴールド以上の
4世代の10%

ゴールド以上の
4世代の10%

ゴールド以上の
4世代の10%

ゴールド以上の
4世代の10%

ゴールド以上の
4世代の10%

ゴールド以上の
4世代の10%

ゴールド以上の
3世代の10%

有効な注文があり、
有効な注文を持つ少なくとも1つのブランドパートナーを個人的に後援しています。

なし

ボーナスに適用されるボリュームは、両チームの新しいボリュームのみに基づいています。お繰り越しボリュームはカウントされません。

**ボーナスに適用されるボリュームは、両チームの新しいボリュームのみに基づいています。お繰り越しボリュームはカウントされません。

***上位ダイヤモンドランクは別のキャッシュボーナス計算になっているため、グローバルボーナスプールはダイヤモンドクオリファイブランドパートナーのみに用意されています。

$  = 米国ドル
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コミッション スケジュール

カスタマーボーナスとファストスタートボーナスは、どちらもリアルタイムで支払われ、ブランドパートナーのE-ウォレットに即座に送金
されます。

ツーチーム ペイ、マッチングボーナス、グローバルボーナスプールは、1週間遅れで毎週支払われます。これらのボーナスは、水曜
日午前12時（米国東部準時）から火曜日午後11時59分（米国東部準時）までがボーナス支払週となり、翌週の水曜日にブ
ランドパートナーのE-ウォレットにボーナスが送金されます。

ライフスタイル ボーナスは毎月支払われ、コミッション対象期間の翌月15日以降の最初の水曜日にブランドパートナーのE-ウォ
レットに送金されます。

E-ウォレットからいつでも支払いを要求することができ、次の金曜日に支払われます。その週の木曜日午前12時（米国東部準
時）までの送金リクエストはすべて、同じ週の金曜日に送金されます。 

トータルペイアウトの60％ルール

ツーチーム ペイでは、会社全体の支払総額が会社全体のコミッションボリューム(CV)の60%に達するまで、ブランドパートナーに、
ボリュームの少ないチームのCVの最大20%まで支払われます。

    会社全体のコミッションボリューム(CV)の60%を超えるように計算された場合、実際の個々の支払額は、会社全体のコミッ
ションボリューム(CV)の60%になるように減額調整されます。

    60％を下回る場合、その差額は、支給額が増える週をカバーするために会社の積立金となります。

これは、B-ECOがブランドパートナーに対して、過剰な支払いをすることなく、常に最大限の支払いを行えるようにするためで、
長期的な支払いプランの安定性を確保するためのものです。

注：ツーチーム ペイの最大支払額は、週あたり$20,000です。

PVとCVの説明

すべての製品には、PVとCVの値が割り当てられている。 パーソナルボリューム（PV）は、お客様が製品を購入するために支払った
金額を意味します。  コミッションボリューム（CV）は、コミッションを計算するために製品に割り当てられたドル換算値です。

免責事項: すべてのブランド パートナーは、製品に参加または購入する前に、収益が保証されていないことを理解しています。 
www.becowwc.com で利用規約を参照してください。
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