共有+ 獲得
ブランドパートナーの概要
と報酬プラン

B-Epicへようこそ！ B-Epicブランドパートナーになることを決めていただき、誠にありがとうございます。そし
て、おめでとうございます！B-Epicのブランドパートナーになるには、費用は一切かからず、事前の経験も必
要ありません。また、好きな時に好きな場所で働けるので、自分のライフスタイルやニーズに合ったビジネ
スを構築することが可能です。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ために、業界で最も
高水準の報酬プランをご用意しました。さらに、世界中の人々の生活の質の向上を支援することを約束して
いるブランドを代表して、本当に素晴らしいもの一部になることができます。
独立したB-Epicブランドパートナーとして、あなたは収入を得るだけでなく、
さらに多くの特典を得ることができます。
• 製品の販売と新規会員登録に応じたコミッションやボーナス。

• すべての製品、パック、およびプログラムを割引価格で購入可能。
• 特別割引や期間限定のキャンペーンへの独占アクセス。

また、ツール、
トレーニング、サポートなど、B-Epicビジネスを成功させ
るために必要な全てのものを手に入れることができます。
• あなたのビジネスを促進するため専門的に設計された個人的なB–Epicのウェブサイト。

• B-Epic eコマースストア、専用のカスタマーサポート、受注から配送までのフルフィルメントサービス。
• 完全なオンラインビジネスおよび顧客/注文管理システム。

• 注文、売上追跡、支払いのための、使いやすいクラウドベースのツール。

• マーケティングとビジネス構築のためのリソース、
トレーニング、サポート。
今日、最もエキサイティングなクラウドベースのビジネスチャンスをお見逃しなく。今すぐ bepic.comでブラ
ンドパートナーとして登録するか、B-Epicを紹介してくれた人に連絡して、今すぐ始めましょう。あなたが私た
ちのチームに参加し、成功することを楽しみにしています！
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速やかに収入を得る
独立したブランドパートナーとしてB-Epicに参加すると、製品やビジネスチャンスを他の
人に紹介するだけで、すぐに収入を得ることができます。登録はとても簡単です。
たった1つの製品を注文することからビジネスを始めることが可能です。
カスタマーボーナス

50%

すべてのお客様の注文
についてB-Epicのウェブサイトから購入されたお客様
には、購入時の小売価格の50％をお支払いします。

ファストスタートボーナス

50%

新規サインアップの最初の注文について
新規契約の1回目の注文に対して新規ブランドパート
ナーを契約するたびに、そのパートナーは、あなたのチ
ームの一員となり、あなたにはそのパートナーの初回注
文のCVの50％が支払われます。

あなたのビジネスとチームが成長し続けると、さらに多くの収入を得ることができます。あなたのチームの
ボリュームのパーセンテージを得ることができるだけでなく、実質的なコミッションやボーナスを通じて、追
加の収入を得ることができます。
ツーチームペイ

スポンサーマッチングボーナス

あなたの毎週のコミッション
小規模なチームのボリューム

ウィークリーチェックマッチ
チームの報酬について

小さいチームのボリュームに対して毎週最大20％までのウィー
クリーコミッション、
小さいチーム
（少ないボリューム）
のブラン
ドパートナーが生成したコミッション可能なボリューム
（CV）
の
10％〜20％
（あなたのランクに基づいて）
が支払われます。

毎週20％のチェックマッチが支払われます
すべての2チームペイで 個人的にスポンサーされてい
るすべてのブランドパートナーが獲得します。

20% まで

20%

ランクが上がるにつれて、あなたの収入は増加します。それに伴いボーナスも増量するでしょう。
組織が成長し続けるにつれて、B-Epicビジネスの収入は増加します。
ジェネレ ーションマッチングボーナス

グローバ ルボーナスプール

ウィークリーチェックマッチで
ゴールドの4世代まで

ウィークリーシェア
全社ボリューム

ゴールド認定ブランドパートナーまたはそれ以上のランク
として（そしてあなたがランク以上を維持している限り）
、
毎週10％のチェックマッチが支払われます
最大で獲得した2チームペイ 組織内の4世代以上のゴール
ド（2チームペイに基づいて認定されたバイナリー）。

Aダイヤモンド認定ブランドパートナー 毎週のように
その週に生成された会社全体のコミッション可能なボ
リューム（CV）の2％のグローバルボーナスプール。

10%

2%
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マンスリーライフスタイルボーナス
B-Epicで収入を得る素晴らしいチームを構築するための、最も速く、最も簡単で、最も楽しい方法の1つ
B-Epicライフスタイルボーナス付きです。たった3つの簡単なステップで、最大700米ドルのボーナスを獲
得できます。 さらに、資格があると毎月このボーナスが支払われます。

3つの簡単なステップ：

1

$89.95ドル（70PV)以上の対象パックを購入する。

他のブランドパートナーをスポンサー…2、3、4、
または5
2 （ボーナス額はスポンサーになった数によって変動します）
。

3

それぞれに同じことをするように教えます
つまり、購入してスポンサーになってもらい、
それぞれが対象パック以上のものを購入してもらいます）
。

2X2 ボーナス

3X3 ボーナス

4X4 ボーナス

5X5 ボーナス

毎月のボーナス

毎月のボーナス

毎月のボーナス

毎月のボーナス

対象となる製品パックでそれぞれ
2つのブランドパートナーを獲得
する2つのブランドパートナーが
いるときに毎月$100ドルのボー
ナスが支払われます。

対象となる製品パックでそれぞれ
3つのブランドパートナーを獲得
する3つのブランドパートナーが
いる場合、毎月$300ドルのボーナ
スが支払われます。

対象となる製品パックでそれぞれ
4つのブランドパートナーを獲得
する4つのブランドパートナーが
いる場合、毎月$500ドルのボーナ
スが支払われます。

対象となる製品パックでそれぞれ
5つのブランドパートナーを獲得
する5つのブランドパートナーが
いる場合、毎月$700ドルのボーナ
スが支払われます。

$100 $300 $500 $700
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B-Epicで収入を得る8つの方法
独立したB-Epicブランドパートナーとして素晴らしいコミッションを得ることができます。
さらに、B-Epicをシェアするだけで、ボーナスを得る機会が何度もあります。
小売顧客を獲得してあなたのチームを構築すると、あなたの収入の可能性が急上昇します。

1
2
3
4
5

カスタマーボーナス

インターネットによる小売で、すべての顧客の購入でPV（または金額）の50％を獲得します。
（また、CV
の20％がツーチームペイに入ります。）

ファストスタートボーナス

個人的にスポンサーとなっているすべてのブランドパートナーの最初の注文でCVの50％を獲得しま

ツーチームペイ

ボリュームの少ないチームのCVで毎週10％から最大20％を獲得できます。サイクルなし。* 最大二つ
のチームペイは週20,000米ドルです。

スポンサーマッチングボーナス

直紹介のブランドパートナーが獲得したツーチームペイ報酬の20％を個人スポンサーが獲得します。
（報酬はツーチームペイの組織に基づいています。）

ジェネレーションマッチングボーナス

ゴールド資格を持つブランドパートナー以上のランク
（およびランク以上を維持している限り）
として、
あなたの組織内のゴールド以上のランクの最大4世代に支払われる週10％のチェックマッチを獲得で
きます。
（ツーチームペイに基づくバイナリー資格）。
（マッチは2チームペイのみに基づいています。）

6
7

グローバルボーナスプール

8

マンスリーライフスタイルボーナス

ダイヤモンド認定ブランドパートナーになると、毎月全世界売り上げのCV合計の2％をダイヤモンドラ
ンクのすべての人で分配を獲得してください。

ダイヤモンド+レベルのワンタイムボーナス

ブルーダイヤモンド認定ブランドパートナーレベルからスタートし、
ブルーダイヤモンド=
$10,000
USD、
ダブルブルーダイヤモンド= $20,000 USD、
ブラックダイヤモンド= $40,000 USD、
ダブルブラッ
クダイヤモンド= $75,000 USD、
グリーンダイヤモンド= $150,000 USDと、
それぞれの上位ランクを初
めて獲得したときに、一回限りのキャッシュボーナスを受け取ることができます。

70 PV（$89.95 USD）以上の対象製品パックを購入し、同じことをする他のブランドパートナー（購入と
スポンサー-対象パック以上）
をスポンサーすることで、最大$700 USDの月額ボーナスを獲得できます
。
このボーナスは、毎月、その資格を得た場合に支払われます。

• (2x2) $89.95 USD以上のパックで2人からまた各2人を獲得 = $100 USDボーナス/月
• (3x3) $89.95 USD以上のパックで3人からまた各3人を獲得 = $300 USDボーナス/月
• (4x4) $89.95 USD以上のパックで4人からまた各4人を獲得 = $500 USDボーナス/月
• (5x5) $89.95 USD以上のパックで5人からまた各5人を獲得 = $700 USDボーナス/月
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報酬プラン

B-Epicの報酬プランは、すべてのブランドパートナーが最大限に収入を得ることができるように設計されています。
業界をリードするボーナスプログラムなど、複数の方法で収入を得ることができます。
※すべてのドル金額はUSDで表示されます。

ランク
お客様

資格

スポンサー
マッチング
ボーナス

ジェネレーション
マッチング
ボーナス

ダイヤモンド+レベルのワンタイム
ボーナス

なし

なし

なし

なし

なし

なし

アクティブな注文があり。

PVの50％

CVの50%
初回注文時

없음

すべてのパーソナリテ
ィーの20％

なし

なし

アクティブな注文があり、左チームに少なくとも
1つのブランドパートナー、右チームに少なくと
も1人のブランドパートナーを個人的にスポン
サーしています。

PVの50％

CVの50%
初回注文時

最大10％まで

すべてのパーソナリテ
ィーの20％

なし

なし

シルバー認定
パートナー

アクティブな注文があり、資格を持ったブラン
ドパートナーのランクを維持し、週に1,000CV
のボリュームが少ないチームに所属している
こと。

PVの50％

CVの50%
初回注文時

最大12％まで

すべてのパーソナリテ
ィーの20％

なし

なし

ゴールド認定
パートナー

$89.95 USD ドルの認定パックを注文し、認定
ブランドパートナーを維持し、ボリュームの少
ないチームで週に2,500CVのボリュームを持
っている。

PVの50％

CVの50%
初回注文時

最大15％まで

すべてのパーソナリテ
ィーの20％

ゴールド以上の
2世代で10％

なし

プラチナ認定
パートナー

$89.95 USD の認定パックを注文し、認定ブラ
ンドパートナーのランクを維持し、ボリューム
の少ないほうのチームで週に5,000CVのボリ

PVの50％

CVの50%
初回注文時

最大18％まで

すべてのパーソナリテ
ィーの20％

ゴールド以上の
3世代で10％

なし

ダイヤ モンド認定
パートナー

$89.95 USD 米ドルの認定パックを注文し、認
定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で週に7,500CVのボリュ
ームを持っています。

PVの50％

CVの50%
初回注文時

最大20％まで

すべてのパーソナリテ
ィーの20％

ゴールド以上の
4世代で10％

グローバル・ボーナス・プールの2%のシェア
すべてのDiamond認定パートナーと賞品、
賞状

ブルーダイアモン
ド認定ブランド
パートナー

$89.95 USD ドルの認定パックを注文し、認定
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。

PVの50％

CVの50%
初回注文時

最大20％まで

すべてのパーソナリテ
ィーの20％

ゴールド以上の
4世代で10％

$10,000ドルのワンタイムボーナス。
ランク賞、賞状

ダブルブルーダイヤモン
ド認定ブランド
パートナー

$89.95 USD ドルの認定パックを注文し、認定
ブランドパートナーのランクを維持し、ボリュー
ムの少ないチームで5週連続で週に25,000CV
を持っています。

PVの50％

CVの50%
初回注文時

すべてのパーソナリテ
ィーの20％

ゴールド以上の
4世代で10％

$20,000ドルのワンタイムボーナス。
ランク賞、賞状

ブラックダイアモン
ド認定ブランド
パートナー

$89.95 USD ドルの認定パックを注文し、認定
ブランドパートナーのランクを維持し、ボリュー
ムの少ないチームで5週間連続で週に
50,000CVを取得します。

PVの50％

CVの50%
初回注文時

最大20％まで

すべてのパーソナリテ
ィーの20％

ゴールド以上の
4世代で10％

$40,000ドルのワンタイムボーナス。
ランク賞、賞状

ダブルブラックダイヤモン
ド認定ブランド
パートナー

$89.95 USD の認定パックを注文し、認定ブラ
ンドパートナーのランクを維持し、ボリューム
の少ないチームで8週間連続して週に
100,000CVを取得します。

PVの50％

CVの50%
初回注文時

最大20％まで

すべてのパーソナリテ
ィーの20％

ゴールド以上の
4世代で10％

$75,000ドルのワンタイムボーナス。
ランク賞、賞状

グリーンダイヤモン
ド認定ブランド
パートナー

$89.95 USD の認定パックを注文し、認定ブラ
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週に250,000CVを12週
間続けて所有します。

PVの50％

CVの50%
初回注文時

最大20％まで

すべてのパーソナリテ
ィーの20％

ゴールド以上の
4世代で10％

$150,000ドルのワンタイムボーナス。
ランク賞、賞状

ブランドパートナー
ブランド認定
パートナー

なし

カスタマー ファストスタート
ツーチームペイ
ボーナス
ボーナス

最大20％まで

グローバルボーナスプールは上位のダイヤモンドランクのキャッシュボーナスの仕組みが異なるためダイヤモンド認定ブランドパートナーのみを対象としています。**
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2つのチームの力
２チームペイの説明

ツーチームペイの力により、ご自身のB-Epicビジネ
スでお金を稼ぐことは簡単です。成功の鍵は、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。まず、1つのことに集
中してください。自分自身が認定ブランドパートナー
となり、他の認定ブランドパートナーをサインアップ
してください（2つのチームに半分ずつ配置してくだ
さい）。そして、それぞれに同じことをするように教え
ます。
これほど簡単なことはありません。
B-Epicのツーチームペイは、CVコミッション可能ボ
リュームの非常に寛大なパーセンテージ（ランクに
基づ いて最大10％〜20％）を支払いますランクに
よるペイアウト率の詳細については、前ページのラ
ンク資格・報酬表をご参照ください。(注)ツーチーム
ペイの上限は週20,000ドルです。
このシンプルでありながら強力な計画では、左側に
チームがあり、右側にチームがあります。個人的に他
のブランドパートナーに申し込むときに、2つのチー
ムのいずれかに配置できます。組織内のあなたの下
にあるブランドパートナーの取り組みに加えて、スポ
ンサー（またはあなたの上にいる他の人）が新しい
メンバーをチームに配置することもできます。

個人スポンサー

スポンサー付き
ダウンライン

スピルオーバー

認定ブランドパートナー以上のランクに到達すると、毎
週の支払い期間ごとに、ボリュームの少ないチームで
CVの最大10％〜20％（ランクに基づく）
を獲得します。
これらの給与期間は毎週計算され、
あなたに支払われ
ます。認定ブランドパートナー以上のランクを維持して
いる限り、
より大きなチームから支払われない追加の
ボリュームは、次の週に持ち越されます。
ですから、資
格を持ったままでいることには価値があります...そして
、あなたのチームメンバーにも資格を持ったままでい
ることを教えてください。
非常にシンプルです。
さらにすばらしいのは、
2つのチーム構造がビジネスに
他の人を紹介し、
彼らが成功するのを助けることに対し
て報酬を与えるだけでなく、個人的にスポンサーする
すべてのブランドパートナーに適用されることです。
し
たがって、あなたとあなたのチームがB-Epicの導入を
支援するメンバーが増えるほど、収入を増やすための
機会が増えます。
以下の例は、B-Epicの2チームプランがいかに強力か
を示しています。
これは、
ブランド・パートナーがそれぞ
れ70件のCV (89.95ドル)認定月間注文を受けているこ
とに基づいています。
この例では、
出来高の少ないチー
ム(右側に)が合計280 CVを生成しました。
したがって、
20%の支払いで、今週のツーチームペイだけで56
USDを獲得できます。

君は

70 CV

70CV

70CV

70 CV

70CV

70CV

70CV

より少ないボリューム= 280 CV x 20％= $56 USDの収益
左チームの70 CVキャリーオーバー
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70CV

70CV

ツーマッチングボーナス
B-Epicのマッチングボーナスは、他の人の成功を助けることであなたに報酬を与えます。
毎週、チームのパフォーマンスに応じて2つのマッチングボーナスを獲得することができます。

1

2

スポンサーマッチングボーナス
ブランド・パートナーになると、個人的にスポ
ンサーとなっているブランド・パートナー全
員が毎週獲得している2つのチーム・ペイの
合計額の20%が毎週チェックマッチとして
支払われます。 右図の例に示すように、チー
ムを作ると、
この週次ボーナスの金額は急激
に増加します。 さらに、
ブランド・パートナー
になるとすぐにこのボーナスの資格を得るこ
とができます。

# 個人的に
スポンサー
ブランドパートナー

彼らの合計
組み合わせ
2チームペイ

あなたの20%の
ウィークリー
チェックマッチ

5

$1,000

$200

25

$10,000

$2,000

50

$25,000

$5,000
米ドル金額での例。

ジェネレーションマッチングボーナス

また、ゴールド資格を持つブランドパートナー以上のランク
（そしてランク以上を維持している限り）
と
して、あなたのスポンサー組織のゴールド以上のランクの最大4世代（2チームペイに基づくバイナリ
ー資格）で毎週支払われる集合的な2チームペイに10％のチェックマッチが支払われます。
このボー
ナスは、各世代が下記の例のように多くのブランドパートナーを表すことができるため、
このボーナス
はB-Epicビジネスで毎週かなりの追加収入を生み出す可能性があります。

レベル

1

ゴールド認定ブランドパートナーを表します

第1世代

2
3
4
5
6

第2世代

7
8
9
10
11

第3世代

12
13
14
15
16

第4世代

世代の説明
およびスポンサーシップ 組織
個人スポンサーのブランドパートナーはすべて、
「スポンサー組織
」の一部です。
スポンサーシップ組織では、個人的にスポンサーす
るすべてのブランドパートナーが最初のレベルに配置され（水平
方向の拡張の可能性は無制限）
…個人的にスポンサーするすべて
のブランドパートナーは2番目のレベルに配置されます。
B-Epicマッチングボーナスプログラムでは、
スポンサー組織のブ
ランドパートナーが獲得した2つのチームペイで、2つの異なる強
力なマッチングボーナスを獲得できます。
まず、
個人がスポンサー
となっているすべてのブランドパートナーについて、週に20％の
報酬を取得します。
次に、
シルバー認定ブランドパートナー以上の
ランクに達すると、
スポンサー組織の最大4世代のシルバー認定
ブランドパートナー以上のランクで毎週10％の報酬が支払われ
ます。
注：対戦はツーチームペイのみに基づいています。
「世代」は、
スポンサー組織のブランドパートナーが毎週の支払い
期間中にシルバー認定ブランドパートナー以上のランクに達した
ときに始まります。マッチングボーナスには、追跡システムがシル
バー認定ブランドパートナー以上のランクにある同じチームレッ
グ内の別のブランドパートナーに遭遇するまで、
スポンサー組織
のチームレッグ内のすべてのブランドパートナーが含まれます。
そのブランドパートナーはあなたの次の世代を開始します。
例に示すように、世代はブランドパートナーの大規模なグループ
を表すことができるため、マッチングボーナスは、B-Epicビジネス
で毎週かなりの量の追加収入を生み出す可能性があります。

ページ 7 | ブランドパートナーの概要と報酬プラン | WWW.BEPIC.COM

ダイヤモンド+レベルのワンタイムボーナス
Diamondレベルに到達すると、次の場合に大きなボーナスを受け取ります。
ダイヤモンドの上位ランクを獲得します。
これには成績証明書も含まれます。
(下記参照)、多額の現金賞与** (USD) (下記参照)。
ダイヤモンドレベルに到達すると、以下のような時にかなりのボーナスを受け取ることができます。ダイヤモンドランクが上がるごとに、そのランクを達成することができ
ます。
これにはランク達成証が含まれています。ランク認定賞（下記参照）、実質的な現金ボーナス**（USD）
（下記参照）。

ブル ーダイアモンド認定ブランドパートナー

ダブルブルーダイヤモンド認 定ブランドパートナー

ワンタイムボーナス

ワンタイムボーナス

$10,000

$20,000

ブラックダイアモンド認定ブランドパートナー

ダブルブラックダイヤモンド認定ブランドパートナー

ワンタイムボーナス

ワンタイムボーナス

$40,000

$75,000

グリーンダイヤモンド認定ブランドパートナー

$150,000
ワンタイムボーナス

B-Epic ダイヤモンドランク認定賞
あなたの功績を称えるために、
ダイヤモンド認定ブラン
ドパートナーのランクを初めて取得すると、あなたの名
前が刻まれたダイヤモンドランク認定賞が授与されま
す。そして、あなたが到達したダイヤモンドの各レベル
ランクで、あなたは賞のベースに磁気的に結合するラ
ンク固有の六角形の部品を受け取ります。貴殿の長年
のご功績を称えるとともに、今後のご活躍を称えるため
に、貴殿がこの賞を誇らしげに展示されることを心から
感謝いたします。
ページ 8 | ブランドパートナーの概要と報酬プラン | WWW.BEPIC.COM

コミッション払出のスケジュール
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ま
す。それらはあなたのEウォレットに即座に反映されます。
ツーチームペイとマッチングボーナスの両方は、1週間遅れて毎週支払われます。
これ
らのコミッション対象週は、米国の水曜日の午前12:00 ESTから火曜日の午後11:59
ESTに実行され、対応するコミッションは次の水曜日にEウォレットに反映されます。
ライフスタイルボーナスとグローバルボーナスプールは両方とも毎月支払われます。
それらは、コミッション対象期間に続く月の15日後の最初の水曜日にEウォレットに入
力されます。
Eウォレットからいつでも支払いをリクエストできます。支払いは次の金曜日に行われ
ます。米国の木曜日の午前12:00までに週を通して提出されたそのようなすべてのリ
クエストは、その同じ週の金曜日に支払われます。

総支払いの60％ルール
ツーチームペイは、会社全体の総支払い額が会社全体の総CVの60％に達するまで、
少ないボリュームのチームのCVに最大20％を支払います。全社的な支払いの合計が
60％を超えると計算された場合、実際の個人的な支払いは、全社的な支払いの合計
が60％になるように調整されます。総支払い額が60％未満の場合、差額は会社の準
備金に入り、支払い額が高い週をカバーします。
これは、B-Epicが多額の支払いをせず
に常にブランドパートナーに可能な最大額を支払うことができるように設計されてい
るため、支払いプランの長期的な安定性を確保できます。

PVとCVとは何ですか？
すべての製品には、PVとCVの値が割り当てられています。個人のボリューム（PV）は、
その人が製品に対して購入した金額（購入価格）を反映しています。コミッション可能
ボリューム（CV）は、コミッションの計算のために製品に割り当てられたドル値です。
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