
ブランドパートナー報酬プラン

WWW.BEPIC.COM 

共有 + 獲得

待つのをやめる。生活を始めます。
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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。

始めるためにお金はかかりませんし、初心者でも大丈夫です。
さらに、好きな時に好きな場所で働けるので、

あなた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できます。
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、

私たちは業界で最も安定した高収入を得られる報酬プランを用意しています。
さらに、世界中の人々の生活の質を向上させるために、

尽力しているブランドの代表として大きく貢献することできます。

現在、最もエキサイティングなクラウド型ビジネスの１つに参加するチャンスをお見逃しなく！ 
今すぐbepic.comからブランドパートナーとして登録するか、
あなたにB-EPICを紹介してくれた人に連絡を取ってください

あなたがB-EPICチームの一員に加わることを楽しみにしています！

独立したB-EPICブランドパートナーとして、収入を得ることができ、さらに多くの特典を得ることができます。

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ものがすべて揃っています。

•  製品販売やブランドパートナー登録に対するコミッションやボーナス。

•  すべての製品、パック、プログラムを割引価格で購入。

•  特別価格や期間限定のキャンペーンへのアクセス。

•  プロがデザインしたB-ECOのパーソナルウェブ サイトが、あなたのビジネスをサポートします。

•  自分のB-EPICオンラインストア、専用カスタマーサポート、製品配送サービス。

•  完全なオンラインビジネスと顧客・注文管理システム。

•  注文、販売追跡、支払のための使いやすいクラウド型ツール。

•  マーケティングおよびビジネス構築のためのリソース、トレーニング、サポート。
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速やかに収入を得る

免責事項: これは簡単な一般的な概要です。追加の特定の詳細については、次のページとこのドキュメント全体で説明します。

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。 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。 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。

50%
カスタマーボーナス

 

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。 

50%
ファストスタートボーナス

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。

20%まで
ツーチームペイ

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

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。

20%
スポンサーマッチングボーナス

ウィークリーチェックマッチ
チームの報酬について

 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。

10%
ジェネレーションマッチングボーナス

ウィークリーチェックマッチで
ゴールドの4世代まで 

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、
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。

最大$700
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 $700

の月払いボーナスを獲得することができます。

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。

2%
グローバルボーナスプール

ウィークリーシェア
全社ボリューム

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。
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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。

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

得します。

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。）

グローバルボーナスプール
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。

マンスリーライフスタイルボーナス
70 CV（$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

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。 

ボーナスに使用されるボリュームは,

両方のレッグの新しいボリュ

ームのみに基づいています。

キャリーオーバーボリュー

ムはカウントされません。
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月払いのライフスタイル ボーナス

1

2

3

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：

B-EPIC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-EPIC
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！

注: Fuel Tabs 3 パック ($50 USD) を注文すると、毎月のミニ ライフスタイル ボーナスを獲得できます。これは通常のライフスタイル ボーナスの半額です。

$89.95（70 CV）のパックを購入する

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

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、$89.95 (70 CV)
 クォリファイパック以上を購入する）

$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

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。
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ツーチームペイ

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-EPIC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-EPIC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70CV（
$89.95）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
––280CVを生み出しました。つまり、20%の支払いで、今週は
ツーチーム ペイだけで$56.00を獲得することになります。

ツーチームペイの力により、ご自身のB-EPIC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-EPIC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.5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。
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あなた

70CV

70CV 70CV

70CV 70CV

70CV

70CV 70CV

70CV少ないボリューム＝280CV X 20％ ＝$56の収入

右側チームのスピルオーバー = 70 CV

直紹介 ダウンライン スピルオーバー



２種類の週払いマッチング ボーナス

5 $1,000 $200

$2,000

$5,000

$10,000

$25,000
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50

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%週払い
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。
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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

#1. スポンサーマッチング ボーナス

#2. 世代マッチング ボーナス

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。

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。

$ = 米ドル
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ダイヤモンド+レベルのワンタイム ボーナス
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$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

$150,000
グリーンダイヤモンド

１回限りのボーナス

ボーナスに使用されるボリュームは、両方のレッグの新しいボリュームのみに基づいています。キャリーオーバーボリュームはカウントされません。

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。



ビジネスランクと報酬

B-EPIC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。

$  = 米国ドル

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。

ランク 達成条件 カスタマー
ボーナス 

ファストスタート
ボーナス

ツーチームペイ
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
特別 ボーナス

パートナー

ブランド
パートナー

なし PVの50％

PVの50％
CVの50%

初回注文時

CVの50%
初回注文時

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

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。

クオリファイ
ブランドパートナー

PVの50％ CVの50%
初回注文時 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

PVの50％ CVの50%
初回注文時 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

$89.95 USD (70CV) 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

PVの50％ CVの50%
初回注文時 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世代で10％　

$89.95 USD (70CV) 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

PVの50％ CVの50%
初回注文時 最大18％まで

直紹介ブランド
パートナーに対して

20%

$89.95 USD (70CV) 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

PVの50％

PVの50％

PVの50％

PVの50％

PVの50％

PVの50％

CVの50%
初回注文時

CVの50%
初回注文時

CVの50%
初回注文時

CVの50%
初回注文時

CVの50%
初回注文時

CVの50%
初回注文時

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%

$89.95 USD (70CV) 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。

$89.95 USD (70CV) 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。

$89.95 USD (70CV) 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。

$89.95 USD (70CV) 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。

$89.95 USD (70CV) 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。

$89.95 USD (70CV) 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
250,000CV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世代で10％　

ゴールド以上の
4世代で10％　

ゴールド以上の
4世代で10％　

ゴールド以上の
4世代で10％　

ゴールド以上の
4世代で10％　

ゴールド以上の
4世代で10％　

ゴールド以上の
3世代で10％　
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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、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-EPIC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。

待つのをやめる。生活を始めます。毎日をエピックに。

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.bepic.com で利用規約を参照してください。
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