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免責事項 
 

本資料の文章内容は、アイブーメラン本社の公式資料を基本として制作をしており
ますが、アップデートに対する時間差が生じたり、内容の誤認に伴い、実際のもの
と異なって伝わってしまう可能性が十分考えられます。したがって、あくまでも参
考資料としてお取り扱いくださいますようお願いいたします。

正確な情報は、直接本社宛にお尋ねいただき、ご自身で必ず確認を取るようにお願
いいたします。万一本文に記載した内容が原因でトラブルが発生した場合、著者は
いかなる場合も責任を負わないものとさせていただきます。何卒ご理解の上、ご利
用いただきますようお願いいたします。

また、アイブーメランビジネスに参加する者は、海外のオンラインビジネスに自主
的に参加することとなりますので、その旨ご理解のほどよろしくお願いします。

DISCLAIMER
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1. 会社概要とサービスについて 

企業名：アイブーメラン、iBuumerang Ltd  
本社サイト：https://home.ibuumerang.com/ 
代表者について：CEO: Holton Buggs  
フェイスブック　インスタグラム もご覧ください。  
ビジネス情報を集約した公式サイトはこちら：https://www.ibuumhub.com/

所在地： 
米国本社：アメリカ合衆国テキサス州ヒューストン市  
　　　　　 3033 Chimney Rock Rd. Suite 516, Houston, Texas U.S.A. 77056 
　 
登記地：UK 
iBuumerang Ltd　 
Office 15, 321-323 High Road, Chadwell Heatth, Essex., RM6 6Ax, United Kingdom 
 
沿革： 
2019年2月創業、3月オンラインサービス開始（旅行関連）、9月グランドオープ
ン、12月新サービス（ライドシェア）の導入、2020年3月ビジネスメンバーが世界
で4万人を超え、180カ国以上に広がり、顧客は50万人を超えました。この成長ス
ピードは業界でトップクラスとなっています。 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ビジネスフォーホームの記事 
https://www.businessforhome.org/companies/ibuumerang/

 
Holton Buggs氏は、2020年において、世界の直販およびネットワークマーケティン
グ業界で29年以上の業歴を持つ、業界のアイコン的な存在の人物です。2019年に初
めて自分自身が会社を創業することになりましたが、それまでの過去10年間で関
わっていた企業では、300万を超える販売代理店のネットワークを構築し、30億ド
ルを超える売上を生み出しています。 

しかしながらバグス氏は、公営団地で幼少期を育つなど、非常に謙虚な暮らしから
人生を始めています。彼は自分の原点を忘れたことはなく、思いやりの気持ちを大
切にし、地道に成功をし、今日の成功は他の人の助力なしには成し得ることはな
かったことを大切にしているため、周りの人々を助け続けています。彼の人生の目
標の1つは、「1億人の人生に、経済的にも精神的にも前向きな変化をもたらすこ
と」です。 

バグス氏はまた、ミリオネア誌の「ビリオネア」版にも取り上げられ、ネットワー
キングタイムズ誌の表紙を飾った最初のディストリビューターです。成功に関する会
話では、バグズ氏とジムローン氏、ジョングレイ氏が取り上げられました。バグス
氏は、OG Cares Foundationの創設メンバーであり、理事会の会長でもあります。そ
の中で、彼は戦略を開始し、多くの状況で、世界中に大きな影響を与えました。 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バグス氏は、業界に関する知識、高い道徳基準、ビジネス倫理、および学習意欲の
ある人と情熱を共有し、数々の賞を受賞し、直接販売業界で最も賞賛され成功して
いるリーダーの1人として、今日多くの人々から尊敬されています。

子どもを対象としたの２つの財団の会長であることに加えて、バグス氏が長年支援
してきたプロジェクトのいくつかには、恵まれない子どもたちへの奨学金の提供
や、テキサス州ニューオーリンズにおけるハリケーンカトリーナの犠牲者への緊急
援助の組織化などの災害救援プロジェクトなどが含まれています。

 
 
サービス 
 
「会員制の旅行予約プラットフォームiGo4Less（アイゴー・フォーレス）」 
TSA用　https://members.igo4less.com/ 
顧客用　https://bookings.igo4less.com/ 
 
「ライドシェアプラットフォームVibeRide（バイブ・ライド）」 
 
＊将来的には、第３、第４の様々な産業がプラットフォーム上に組み込まれる予定
です。
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1-1. iGo4Less（アイゴーフォーレス：通称iGo[アイゴー]） 
 
1-1-1. iGo4Lessとは？ 
iGo4Lessは英語で「私は節約します」という意味があります。その名の通り、節約
をメインにしたWEBサービスを提供します。iGo4lessは、完全会員制のインター
ネットサービス（予約プラットフォーム）で、会員になると旅行周辺のサービスを
ディスカウント価格で予約し、利用することができます。（最安値と大差のない場
合もあります） 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旅行周辺サービスとは、ホテルや旅館などの宿泊施設（様々なランク）、レンタ
カー、船旅（海のクルージング、川のクルージング、帆船およびヨット、リゾートス
テイ付き船旅パック）、航空券、リゾートでの１週間宿泊、貸切一軒家、旅先での
各種体験活動、レストラン割引券、ワインクラブ会員権、ワールドワイドツアー、
高級リゾートバケーションハウス、スターバックス、アマゾン、アイチューンズのギ
フトカードなどの利用を意味します。 
2020年6月現在掲載件数は数百万件です。世界中の物件が検索対象となっています。 
 
顧客用の実サイトを閲覧サンプルとしてご確認ください。 
アクセス先　https://bookings.igo4less.com 
 
ログイン情報　E-mail: officeniji@gmail.com  パスワード: 322zX6sw
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1-1-2. iGoで旅費を節約する 
TSAは最大で約70%ディスカウントを実現し、無料顧客は最大で約35%ディスカウ
ントとなります。

顧客は登録費用も維持費用も完全に無料で、ディスカウントを受けることができま
す。

節約額は、インターネット上に同時掲載されている他社予約サイトの価格と比較し
て、最安値からどれだけ割り引かれるかリアルタイムで表示される仕組みとなって
います。iGo4Lessを利用するとリワードクレジットと呼ばれるポイントを獲得する
ことができるようになっており、貯めて次のサービス利用に使えます。 





1-1-3. iGoの「価格保証」
ホテルとレンタカーとリゾート（週滞在パッケージ）のみになりますが価格保証が
あります。同じ条件で他社のウェブサービスで提示をしている価格の方が安い場合
は、安くしてもらうことができます。クレームを申し立てる場合は、写真を撮影
し、ルールに基づく方法で提出すると、差額に10%を上乗せした旅行ポイントが計
算され、あなたに支払われます。
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これにより実質的な価格保証をうけることができます。航空券、クルーズなどのメ
ニューは様々なバリエーションがあることから最安値表示や保証はありません。
しかし、これらのサービスを利用した場合は、リワードクレジットが比較的多く発
生します。詳しくは利用規約を熟読してください。
 
 
価格については、iGoは全て税金や手数料などを全て含めた実際に支払いをする最終
価格を表示させています。これに対して他社では税抜き、サービス料抜きで表示
し、見せかけの安さを提示している場合もありますので、よく注意してご確認くだ
さい。


1-1-4. 顧客登録の方法（無料） 
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無料顧客になるには、ライセンスを持つ者（TSA）からの紹介が必須となります。 
TSAがビジネス用の管理画面（バックオフィスのダッシュボード）でアクセスコー
ド（6桁の数字）を発行して、顧客になりたい人に教えます。
登録する者は、6桁の数字を、 

iGoの登録フォーム（https://igobuum.com)に入力
し、有効化手続きを行います。名前、メールアドレス、携帯番号を入力することで
ユーザー登録完了となります。完了時に、パスワードが自動で発行されますので、
控えを取ります。 
 
サービスの利用はiGo4Lessのウェブサイトにアクセスして行います。
 
アクセス先


https://bookings.igo4less.com  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1-2. 新移動サービスVibeRide（バイブライド）について 
 

https://viberides.com/ 
 
VibeRideは、近年急速に世界中に市場が広がっているライドシェアサービス（移動
サービス）を提供するためのプラットフォームです。運転手をしたい者はVibeRide
の窓口に申請をして審査を受けます。審査に合格することによって運転手ビジネス
をすることができるようになります。
　このサービスでは運転手も乗客も両方が、VibeRideのアプリをスマートフォンに
ダウンロードし、利用者として設定をするところから始まります。

 
アプリの画面で、配車してほしい（迎えに来てほしい）車両の種別や運転手の性
別、車内のBGMを選択して注文します。注文を受けた該当車両は、乗客の待つ場所
へと向かいます。場所はナビゲーターが知らせます。 
 
配車が完了したら、乗客が車両に乗り込み、行き先を運転手に伝えます。運転手は
行き先まで乗客を乗せて移動します。 
目的地まで移動したら決済と評価を行います。乗客はあらかじめ登録しておいたク
レジットカードまたはデビットカードで自動決済により支払いを実行します。最後
に、乗客と運転手の双方が互いの評価を入力してサービス完了となります。 
 
料金体系は、サービスが行われるエリアによって違いますが、それぞれの街におけ
る類似交通サービスの価格と比較し、公的機関との協議の上で妥当な価格に設定さ
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れます。 
 
アイブーメラン社の試算によれば、平均的な乗車料金は、１乗車につき15ドル
（1600円程度）とされています。 

乗車料金のうちの75%は運転手が受け取り、13%は運営費、 12%は紹介報酬プラ
ンへ配分されるとされています。 
 
このサービスについての詳細や報酬プランについては随時アップデートが行われて
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配信されることとなっていますので、本資料もアップデートがされ次第、編集して
ゆく予定です。 
 
2020年6月現在、このサービスが開始した都市は、アメリカ合衆国フロリダ州全
域、テキサス州ヒューストン市です。そのほかにも大きな都市でサービス導入のた
めの協議が前向きに行われています。 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2.ビジネスについて 
 
2-1. ビジネスメンバーの名称 
 
アイブーメランのユーザーのうち、ビジネスライセンスを持つ者のことを　　　
TSA = Travel Savings Ambassador = 旅費節約案内人と呼びます。


 
2-2. 特定負担 

TSAになるためには、初期費用と月々のライセンス維持費用の特定負担が必要とな
ります。

登録時にアイブーメラン社との間で結ぶ契約事項に全て同意をする必要がありま
す。契約は全てインターネットを通じて電子的契約で行われます。

諸事情があり、登録を他人に代行依頼をした人についても、登録後は、全ての契約
事項を同意したものとみなされますので、予めご承知の上、後になって紛争を起こ
さないことを前提に契約をしてください。


2-2-1. 初期費用と月々の費用 
 
スタンバイとパッケージを同時に購入します。

スタンバイ:$49.95（全クラス共通） 
パッケージ:$1000, $500, $250から選択する

ファーストクラス　価格　$1000 (1000QV、600CV） 
ビジネスクラス　　価格　$500 (500QV、300CV） 
コーチクラス　　　価格　$250 (250QV、150CV) 
*QVはクオリファイボリュームの意味でタイトル計算に使用されます。

*CVはコミッションボリュームの意味で報酬計算に使用されます。 
月々の費用は、全クラス99.95ドルを支払います。


 
2-2-2. パッケージの違い（詳しくは表をご確認ください） 

 
> iGoサービスでメリットを最大限に受けられるメニューの違い 
 
コーチクラス：ホテル＋航空券＋レンタカー 
ビジネスクラス：コーチ＋クルージング 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ファーストクラス：ビジネス＋ホームズ＋１週間バケーション＋マーケットプレイ
ス＋ライフスタイル＋タイムシェア 
 
＊ファーストクラスがサービス内容としては最も充実しています。


 
> 顧客紹介用ブーメランの初期個数の違い 
 
ファーストクラス：50個 
ビジネスクラス：25個 
コーチクラス：10個 
*通常１個あたりの単価は5ドル（キャンペーンでは、このほどではありません）


 

>トラベルセービングボーナスの受け取り金額の違い 
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ファーストクラス：受取可能なボーナスの100%　

ビジネスクラス：受取可能なボーナスの100% 
コーチクラス：受取可能なボーナスの50% 
*同じ努力で受け取る金額が異なることを示しています。  

> デュアルチームコミッションの報酬率の違い 
 
ファーストクラス　15% 
ビジネスクラス　12% 
コーチクラス　10% 
*同じ努力で受け取る金額が異なることを示しています。 

 
> 豪華体験の有無の違い 
 
ファーストクラス：VIPレベル1での予約＋2週間前優遇表示

ビジネスクラス：VIPレベル2での予約＋1週間前優遇表示 
コーチクラス：一般予約と同等 

2-2-3.アップグレード制度について 

パッケージは最初に3種から一つ選択して購入しますが途中のアップグレードは可能
です。
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登録時間から起算して60日以内ならば、上位グレードとの差額を支払えばアップグ
レードできます。60日を過ぎた場合は全額を支払うことでアップグレードできま
す。バックオフィスに1秒刻みのカウントダウンタイマーが表示されますのでご確認
ください。


2-2-4.月々のライセンス維持費用とその内訳について 

$99.95（一部の国において、コーチクラスに限り$49.95） 
100QV、75CVが発生します。  
＊この費用のことをマンスリーサブスクリプションと言います。

 
初期費用を支払った日から起算して、30日後が初回のマンスリーサブスクリプショ
ンの支払日となります。 
ただし、登録日が登録月の25日から31日に該当する場合は、マンスリーサブスクリ
プションの決済日が25日に設定されます。 

 
＊マンスリーサブスクリプションの支払いが遅延した者について

 
1.バックオフィスへのアクセス制限がかかります。

2.報酬はファストスタートボーナスの受取のみに制限されます。  
3.iGoサービスと、iDecideツールへのアクセス権を喪失します。

4.未払いの累積ボリューム（報酬に影響を及ぼす）を喪失します。  
5.再参加には追加費用として$99.95に加えて$4.95のメンテナンス手数料が合算請求
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されます。（$104.9の請求） 
 
アイブーメランの決済システムは、最初にewallet（電子財布）残高からマンスリー
サブスクリプションを自動的に処理するように設計されています。


ewalletがマンスリーサブスクリプションの全額を利用できない場合、支払いはファ
イルに登録されているクレジットカード（またはデビットカード）から処理されま
す。


最初の決済実行でマンスリーサブスクリプションが処理されない場合、2日以内に2
回目の決済実行をします。2回目で支払いが処理できない場合、ビジネスアカウント
は保留状態になります。


7日間何も操作しないと、iGo4LessおよびiDecideへのアクセス権が保留されます。
この時点で再アクティベーション（有効化）を希望する場合は、バックオフィスへ
ログインし、ダッシュボード＞サブスクリプションタブをクリックして、アカウン
トを再開するための決済を行う必要があります。

月額料金99.95ドルに4.95の延滞料/サービス料金が加算されて決済が実施されま
す。 

 
＊サブスクリプションが正常に支払われるためのアドバイス 
1.電子財布（イーウォレット）内の残高を保持してください。（報酬獲得が必要） 
2.クレジットカードまたはデビットカードを数種類登録しておいてください。 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3.クレジットカードまたはデビットカードの有効期限など正しいか再確認してくだ
さい。 
 
＊マンスリーサブスクリプションの内訳について  
1. PRIBシステム利用料 
　　対顧客：顧客の自動管理、データ分析、AI技術を用いた販売促進 
　　対TSA組織：初期研修、イベントセールス、教育 
2. 顧客用ブーメランを10個配布（$50相当）、$49.95の会員は5個配布（$25相当） 
3. 顧客のiGo4Less利用料金無償化の実現 
4. iGoへのTSA価格でのアクセス権、ビジネスツールへのアクセス権 

2-2-5.ビジネス対応エリアおよび普及エリア 
ビジネスは全世界に対応しています。 
普及エリアは2020年4月現在で188カ国です。(世界に196ヶ国あります） 

2-3. 返金保証ポリシー 
ビジネス登録する者は、3日間の返金保証について理解をした上でTSAの登録をする
ものとする。 
紹介者は、返金保証制度のことを提案時に説明する義務があります。

アイブーメランは、すべてのお客様に購入日または最後に発生した請求から3日間
(72時間)の全額返金保証を提供します。返金は領収書の発行から起算して7～10営業
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日以内に処理されますが、銀行または金融機関によっては、1回の完全な請求期間の
アカウントまたは明細書に反映されない場合があります。


申告の日が3日を超えた場合 

3日間の期間外に申告する場合、その案件は紛争とみなされ、書面で提出する必要が
あります。この際、払い戻しの目的に加えて、最終的な取引識別情報、クレジット/
デビットカード情報、および要求に応じたその他の文書（これらに限定されない適
切な文書を含む）が提出されなければならない。リクエストされた情報を提供し、
リクエストが承認された後、払い戻しは7から10営業日以内に処理されますが、銀
行または金融機関によっては、1回の完全な請求サイクルのアカウントまたは明細書
に反映されない場合がありますので予めご了承ください。


マンスリーサブスクリプションの支払いは、通常返金不可ですが、会社はケースバ
イケースでこれらのリクエストを確認の上対応することがあります。


カード発行会社の紛争：TSAがアイブーメランに関連する料金を巡って銀行または
金融機関と紛争を起こした場合、紛争/返金の解決プロセスが長引く可能性がありま
す。長期に渡る返金プロセスに加えて、TSAのアイブーメラン社へのアクセスは直ち
に停止されます。サービスの復元には、全額の支払いと50ドルの復元料金が必要と
なりますので予めご承知おきください。


払い戻しのリクエストは、Refunds@ibuumerang.com 宛にメールで送信してくださ
い。

その際に下記項目については必須事項となりますので、わかりやすくご記入くださ
い。

名前：

TSA番号：

連絡先：

Eメール：

払い戻しの目的：

払い戻しのリクエスト額： 
支払いに用いたカードの最後の4桁：

トランザクションID番号（最終トランザクション）： 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2-4. 報酬プラン 

報酬プランは、6種類あります。

1.リファードトラベルボーナス（オーダーメイド旅行紹介ボーナス） 

2.トラベルセービングスボーナス（旅費節約ボーナス） 

3.ファーストスタートエクセレレーターボーナス 
　（ユニレベル式直紹介ボーナス） 

4.デュアルチームボーナス（バイナリー式ボーナス） 

5.ユニレベルペイアウト 

6.リーダーシップデベラップメントボーナス（リーダー育成ボーナス） 

重要事項 
1と3以外の報酬を受け取る条件として、TSAのポジションは有効化されていなけれ
ばなりません。

 
有効化の条件 
3ヶ月間で200PQV（Personal Qualifying Volume：認定数値）を獲得しなければなり
ません。＊コーチクラス以上を購入すれば、200PQVは達成済み。 

ボーナス支給スケジュール  
1.リファードトラベルボーナス（月払い＊月末締めの翌月20日払い）
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2.トラベルセービングスボーナス（月払い＊ただし、旅行が完了した後、提携先の
旅行会社から手数料が振り込まれた後に提供されます）

3.ファーストスタートエクセレレートボーナス（アメリカ中央時間、日曜日、終日締
め、翌々週の月曜日払い）

4.デュアルチームボーナス（アメリカ中央時間、日曜日、終日締め、翌々週の月曜日
払い）

5.ユニレベルペイアウト（月払い＊月末締めの翌月20日払い）

6.リーダーシップデベラップメントボーナス（月払い＊月末締めの翌月20日払い） 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2-4-1. リファードトラベルボーナス（オーダーメイド旅行紹介ボーナス） 
Xstream（エクストリームトラベル社）にオーダーメイド旅行を計画している個人や
グループを紹介し、実際に企画が採用されて旅行が行われた場合、売上金額の25%
を報酬として受け取ることができます。 
 
大人数のグループ、結婚旅行、家族の記念旅行、教会等の団体旅行等におすすめして
ください。 

 
＊エクストリームトラベル社を通じて企画されるオーダーメイド旅行では、同じ宿
泊施設だとしても、iGoを通して表示される価格とは異なりメリットがでる場合があ
ります。（団体によるスケールメリットや旅行企画のプロが関与することによる大
幅な特別割引が適用される場合もあります） 

2-4-2. トラベルセービングスボーナス（旅費節約ボーナス） 
顧客がiGo旅行予約プラットフォームを使って節約した際に発生するボーナスです。 
あるサービスの利用代（例えば宿泊代金）に対して、アイブーメランが会社として
ディスカウント可能な最大額を100%とした場合、顧客はその金額の50%を受けま
す。残りの50%は、顧客の直紹介者へ25%（顧客の節約額の50%）、その他の報酬
プランや会社の運営費へ全体の25%が配分されます。
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報酬は現金で支払われます。 
報酬額に上限はありません。 
 
事例： 
例えば、ある宿泊予約の案件があり、ネット上の他社最安値（Public Price）が
$1046だったとする。ここでTSAのあなたが紹介をした顧客がiGoを利用して$212を
節約した(Savings)とする（20%OFF、$834を旅費として支払う）と、あなたには顧
客の節約額($212)の50%に相当する$106が発生します、またこの時、顧客の節約額
の35%に相当する$74は、TSAの報酬プラン（ユニレベルペイアウト及びリーダー
シップデベラップメントボーナス）に配分されます。（これをオーバーライドボーナ
ス：間接的ボーナスと呼びます）
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シミュレーション1：個人戦 
顧客1名の1年間の節約額が$600（およそ66000円）とする（統計値より引用）  
あなた（TSA）が10名の顧客を紹介したとする 
1年間の顧客の節約額の合計は、$600×10名= $6000（およそ66万円） 
あなたが獲得するトラベルセービングスボーナス（TSB）の金額は？ 
1年間に$3000（およそ33万円）である。 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シミュレーション2：チーム戦 
顧客1名の1年間の節約額が$600（66000円）とする（統計値より引用） 
あなた（TSA）が300名のTSAグループを保有していたとする。 
また各TSAが10名の顧客を紹介したとする。 
あなたから見た顧客の数は300名×10名＝3000名 
 
1年間の顧客の節約額の合計は、$600×3000名= $1,800,000（1億9800万円） 
1日あたり、あなたに対して発生する報酬換算値は1日に3262CVとなる。 
ここで、あなたが獲得するトラベルセービングスボーナス（TSB）の金額は？ 
1日あたり$326である。（およそ33000円） 
1ヶ月あたり$9786である。（およそ100万円） 
1年間に$117,439である。（およそ1290万円） 
＊300名のビジネスメンバーは3レベル以内に存在するものとする（オーバーライド
ボーナス適応10%） 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2-4-3. ファストスタートエクセレレーターボーナス（ユニレベル式直紹
介ボーナス） 

 
ファストスタート・エクセレレーター・ボーナスは、別名ユニレベル・ファスト・
スタートボーナスと言います。2020年2月23日に開催された世界コンベンション
（米国テキサス州）の後で発表された報酬プランです。


TSA（ビジネスメンバー）がビジネス参加をする際に支払う初期費用を原資として1
回支払れます。あなた自身のクラスは問いません。 
 
あなたが直紹介をした人（これを1レベル目という）がビジネス参加をする場合、相
手が選択するパッケージのクラスによってあなたに発生する報酬は下記のとおりで
す。

ファーストクラスを選択した場合は、$90

ビジネスクラスを選択した場合は、$45

コーチクラスを選択した場合は、$22.5


次に、間接的な紹介報酬が発生します。 
間接的な報酬を受け取るには、あなた自身の直紹介人数が報酬受け取り条件を満た
している必要があります。
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多段階の報酬を受け取る条件


2レベル目(あなたの直紹介が2名以上でかつアクティブであること)

3レベル目(あなたの直紹介が2名以上でかつアクティブであること)

4レベル目(あなたの直紹介が4名以上でかつアクティブであること)

5レベル目(あなたの直紹介が6名以上でかつアクティブであること)

6レベル目(あなたの直紹介が8名以上でかつアクティブであること)

7レベル目(あなたの直紹介が10名以上でかつアクティブであること)

 
あなたから見て2レベル目の人々がビジネス参加した時に、あなたに対して発生する
ボーナスは、

2レベル目の人が、

ファーストクラスを選択した場合は、$18

ビジネスクラスを選択した場合は、$9

コーチクラスを選択した場合は、$4.5

 
3レベル目～　6レベル目の人が、 
ファーストクラスを選択した場合は、$12

ビジネスクラスを選択した場合は、$6

コーチクラスを選択した場合は、$3


7レベル目の人が、 
ファーストクラスを選択した場合は、$24

ビジネスクラスを選択した場合は、$12

コーチクラスを選択した場合は、$6 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2-4-4. デュアルチームボーナス（バイナリー式ボーナス、段数無制限、
週MAX25000米ドル） 

デュアルチームボーナスは、TSAが登録する際に支払う初期費用を原資とするボーナ
スです。

このボーナスの計算は各自のバイナリーマップを使い計算されます。

バイナリーボーナスの上限は1週間に最大25000米ドル（2750万円相当）まで受け取
れます。


バイナリーマップとは、左右2系列に分けられた組織図のことで、自分を中心に1レ
ベル目には左右に1ポジションずつ計2ポジションがあります。2レベル目には左右に
2ポジションずつ計4ポジションがあります。


このように、レベルが進むごとに、上位れべの2倍に等しいポジション数が存在し、
新規メンバーが登録をすると、ポジションが埋まってゆきます。


報酬対象は、自分が紹介したメンバーはもちろん、紹介したメンバーが紹介した
人、その先に入ってきたメンバーが対象となるほか、自分のスポンサーやスポン
サーの上位スポンサーが紹介したメンバーも、自分の組織図内にポジショニングす
る可能性があります。
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このボーナスは、上位、下位全ての人が協力し合って複合的に獲得するボーナスで
す。


計算方式は、ファーストクラスは600CV, ビジネスクラスは300CV, コーチクラスは
150CVのコミッションボリューム(CV)があり、この数値を使い報酬計算が1週間に1
回行われます。

 
自分を中心に見て、左右のチームに新規メンバーがポジショニングするごとに、CV
が貯蓄されてゆきます。 
ここで、ある週のボリュームが左チームで10000CVとし、右のチームで5000CVだっ
たとします。
 
その時の報酬は、左右の小さい方の数値をベースに計算されます。この場合は、右
のチームの合計が少ないので、5000CVで計算をします。 
 
この5000CVに対して、料率を掛け算します。 
1CV=1USDとして計算をします。 
料率は、あなたのクラスによって異なります。 
ファーストクラス　15% 
ビジネスクラス　12% 
エコノミークラス  10% 
その他、ランクアップによって最大20%まで受け取る権利が発生します。 
 
あなたがファーストクラスだった場合のデュアルチームボーナスは、 
5000CV(米ドル）×（15%）＝750米ドル（82500円相当） 
 
一度計算に使用されたCVは、2度以上は計算対象とはなりません。 
すなわち、左側の5000CVと右側の5000CVは使用済みとなります。  
 
左右の合計CVから差し引きをすると、 
残りは、左5000CV：右0CV となります。 
 
したがって、次週は使われなかったボリュームが累積して計算が開始されます。 

より理解を深めたい場合は、個別相談またはチームのトレーニングに参加を。
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2-4-5.ユニレベルペイアウト（最大７レベル） 

ユニレベルペイアウトの収入原資は、２つあります。 
1つ目は、ビジネスメンバー（TSA）が毎月支払う99.95米ドルのうちの75米ドル
（75CV）です。 
2つ目は、各ビジネスメンバーが紹介した顧客がサービスを利用して節約した時に発
生するトラベルセービングス（節約額）です。 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ユニレベルペイアウトは毎月１回締め日があり毎月一回支払われるボーナスです。 
このボーナスは、支払いが発生した月の月末に計算の締めが行われ、翌月の20日に
支払われます。 
 
ユニレベルボーナスは、 
自分の紹介系列に所属するメンバー（最大7レベル目までの範囲内に在籍している全
てのメンバー）による支払いが対象となります。 
 
1レベル目（あなたの直紹介）：対象額の10% (つまり月額7ドル50セント相当） 

2レベル目：対象額の10% 

3レベル目：対象額の10% 

4レベル目：対象額の8%    ＊あなたのタイトルがサファイア以上 

5レベル目：対象額の7%    ＊あなたのタイトルがエメラルド以上 

6レベル目：対象額の6%    ＊あなたのタイトルがルビー以上


7レベル目：対象額の5%    ＊あなたのタイトルがダイアモンド以上
 
 
計算例1：
 
計算の原資を、各ビジネスメンバーが支払う99.95ドルのうちの対象額75ドルとす
る。
 
あなたの直紹介が5名の場合＝$75*10%*5名＝37.5ドル 

2レベル目に30名の場合＝$75*10%*30名＝225ドル 

3レベル目に100名の場合＝$75*10%*100名＝750ドル


4レベル目に300名の場合＝$75*8%*300名＝1800ドル


5レベル目に500名の場合＝$75*7%*500名＝2625ドル  

6レベル目に700名の場合＝$75*6%*700名＝3150ドル
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7レベル目に1000名の場合＝75*5%*1000名＝3750ドル 
 
 
計算例2： 
計算の原資を、各ビジネスメンバーの顧客が節約した金額とする。 
あなたの直紹介の顧客が50名いてそれぞれの顧客が対象月に100ドル節約した場合
＝$100*50%*50名＝1250ドル（137,500円） 
 
2レベル目に顧客が300名いてそれぞれの顧客が対象月に100ドル節約した場合 
＝$100*10%*300名＝1500ドル（165,000円） 

3レベル目に顧客が500名いてそれぞれの顧客が対象月に80ドル節約した場合  
＝$80*10%*500名＝4000ドル（440,000円）


4レベル目に顧客が500名いてそれぞれの顧客が対象月に80ドル節約した場合  
＝$80*8%*500名＝3200ドル（352,000円）


5レベル目に顧客が1000名いてそれぞれの顧客が対象月に30ドル節約した場合  
＝$30*7%*1000名＝2100ドル（231,000円） 

6レベル目に顧客が500名いてそれぞれの顧客が対象月に100ドル節約した場合  
＝$100*6%*500名＝3000ドル（330,000円）


7レベル目に顧客が900名いてそれぞれの顧客が対象月に40ドル節約した場合  
＝$40*5%*900名＝1800ドル（198,000円） 

 サービス内容と報酬プラン 35



2-4-6.リーダーシップ・デベラップメントボーナス（リーダー育成報酬） 

リーダーシップデベラップメントボーナスは、あなたおよび、あなたが紹介をしたビ
ジネスメンバーたちがサファイア以上のランクを取得した際に、リーダーを育成し
たことに対する評価としてあなたに発生するボーナスです。  
この報酬の原資は、あなたのチーム内に発生した顧客の節約額、各ビジネスメン
バーの支払う月額支払い、再参加の支払いです。 
あなたの取得ランクがより高いランクになるに従い、より奥深くのレベルに在籍す
るランク保持者も計算対象とすることができ、最高で4レベル目までの範囲内に在籍
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しているランク保持者も計算の対象者と見なされます。 
あなたのタイトルがサファイアの場合、あなたからみて１レベル目の範囲内にいる
サファイアタイトル以上の保持者が獲得した対象ボーナスの2%があなたに発生しま
す。 
 
あなたのタイトルがルビーの場合、あなたからみて2レベル目の範囲内にいるサファ
イアタイトル以上の保持者が獲得した対象ボーナスの3%があなたに発生します。  
 
あなたのタイトルがエメラルドの場合、あなたからみて3レベル目の範囲内にいるサ
ファイアタイトル以上の保持者が獲得した対象ボーナスの4%があなたに発生しま
す。 
 
あなたのタイトルがダイヤモンド以上の場合、あなたからみて4レベル目の範囲内に
いるサファイアタイトル以上の保持者が獲得した対象ボーナスの5%があなたに発生
します。 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ランク達成条件 
１ヶ月のチーム売上高または、アクティブなビジネスメンバーの人数のどちらかが
基準値を達成すること。 
バイナリー組織図の左右に規定人数の直紹介のビジネスメンバーが在籍しておりア
クティブとなっていること。 
 
ランク名称：月の売上高、有効会員数、左直紹介、右直紹介 

ディレクター　　　　　　　：2500QV


シニアディレクター　　　　：5000QV 

エグゼクティブディレクター：10000QV 

サファイア　　　　：1万5千QV、100人、左2名、右2名 
 
ルビー　　　　　　：4万QV、　　250人、左3名、右3名 
 
エメラルド　　　　：8万QV、　　500人、左4名、右4名 
 
ダイアモンド　　　：20万QV、　1200人、左5名、右5名 
 
ブルーダイアモンド：50万QV、　3000人、左5名、右5名 
 
ブラックダイアモンド　　　　：100万QV、6000人、左5名、右5名 

プレジデンシャルダイアモンド：200万QV、12000人、左5名、右5名 

クラウンダイアモンド　　　　：500万QV、30000人、左5名、右5名 

ダブルクラウンダイアモンド　：700万QV、42000人、左5名、右5名 

トリプルクラウンダイアモンド：1000万QV、60000人、左5名、右5名 
 
以上 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成功者の戦略プラン例（マインドセット） 

 
行動目標 

・ビジネスに興味ある新規の人へのアプローチ（宣伝広告）：月々10人 

　ポリシーに準拠した方法であれば、どのようなアプローチをしても構いませんが
仮にインターネットの集客を基本としてアプローチをかけようと考えた場合… 

 
　インターネット広告の配信数 

　　表示数10000回/月（1日330回）、LPアクセス500 (1日17件)、問合せ10～20件/月 

　ブログの記事投稿　


　　1日1記事、月間30記事  

　フォロー数、フォロワー数 

　　フォロー数　1日20人（月600人）、フォロワー数　1日5人（月150人） 

　

・顧客に興味ある新規の人へのアプローチ（宣伝広告）：月々10人 

　インターネット広告の配信数 

　　表示数10000回/月（1日330回）、LPアクセス900 (1日30件)、無料登録 10人～20人/月 

　ブログの記事投稿　


　　1日1記事、月間30記事、LPアクセス数50/月、無料登録 10人/月 

　フォロー数、フォロワー数 

　　フォロー数　1日20人（月600人）、フォロワー数　1日5人（月150人） 

 
実績目標 

・顧客を獲得：月々10人、年間120人、3年間360人、5年間600人 

・ビジネス組織の構築：

保守派：１ヶ月に2人のビジネスメンバー　＋　10人の顧客 

積極派：直紹介をバイナリー左右に各20人、合計40人（20:20ビジョン）
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成功の鍵は『やり方：テクニック』ではなく『在り方：態度』である。 

モチベーション、エキサイトメントが全てと言っても過言ではない 
 
　　　・イベントやセミナーへ出席する、横の連携、縦の連携を深める


・ZOOMウェビナー（WEBセミナー） 

　チームの事業説明LIVE 土曜午後１時、午後9時　ほか随時確認を。 

　本社主催の土曜スクール 土曜　午後10時 
 
・世界大会（年間2回を予定） 

・TSAミーティング 

　日曜午後9時～ ZOOMにて開催


　　　  ・個別会話

　　　　　どんどんチームの連携を深めてください
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成功の４つのステップをマスターしよう！ 

　ステップ１：集客


　ステップ２：説明会（動画やウェビナー）＝情報提供


　ステップ３：クロージング（３者通話・グループ通話）


　ステップ４：プラグイン（所作を伝承する：ウェビナー参加、ステップを実践）
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ステップ１ 

集客

ステップ２ 

説明会

ステップ３ 

クロージング

ステップ４ 

プラグイン 
伝承



成功者７つのマインド 
1.失敗は成功のもと 
2.自分は自分らしくありのままで 
3.目標設定と行動設定（何）を（いつまで）に（どれくらい）を明確化を 
4.健康、調和、感謝の実践を 
5.問題は革新的な解決策を思いつくチャンス 
6.素早い決断、腹を決める 
7.常に学ぶ姿勢を 
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ビジネス報酬のイメージ 

収入免責事項
この計算はあくまでも概算です。実際には個人差、時間的条件、タイトル獲得条
件、直紹介人数などの組み合わせにより数値が異なる事がありますので、必ずこの
ような収益が発生する訳ではありませんので誤解のないよう、予めご承知のほどよ
ろしくお願いします。正確な数値は、会社の規約に基づいて厳正に計算されます。

アイブーメランビジネスでは合計6種類のボーナスが、ボーナス取得条件を満たすこ
とによって、複合的に発生することとなります。

(詳しくは別紙アイブーメランのサービスと報酬プランの日本語解説資料をお読みく
ださい)

ここでは、次の報酬を含みません。含むとより多くの収益が得られる可能性があり
ます。 
「顧客がiGo4less旅行予約インターネットサービス」を使って「節約する」ことに
より発生するボーナス(これをトラベルセービングスボーナスと言います)

および、団体客や結婚記念日や各種記念日を控えた顧客、を直接エクストリームト
ラベル社に紹介してオリジナル旅行企画をしてもらうことによる顧客斡旋報酬を
「含まない」ボーナス

また、新サービスの「VibeRide」の利用斡旋によるボーナスも含みません。

仮にそれらの含めた場合は収入は更に多く発生することは言うまでもありません
し、顧客によるサービス利用がこのビジネスの基本的な収入基盤となることが望ま
れます。

用語の意味

「ショット型収入」とは、1回限り発生する収入の事を意味します。
収入の原資はビジネスメンバーが参加時に1回支払うパッケージによるもの、アップ
グレードした際に発生するもの、顧客用ブーメランを追加購入する際に発生するも
の、および顧客がサービスを利用する時に発生する節約額によるものが主となりま
す。
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「ストック型収入」とは、繰り返し型の収入を意味します。
収入の原資は主にビジネスメンバーが支払う毎月の費用(月額99.95米ドル)が主とな
ります。

シミュレーションに用いる諸条件

1.ビジネスメンバー全員がファーストクラスとして登録した場合の計算

2.バイナリーボーナスは左右均等に配置されたと想定した場合の計算

3.自分の直紹介人数は、ビジネス組織が50名くらいまでは2名、100名の時には4
名、300名の時には8名、以降10名程度として計算。
より多く直紹介できる場合は収入は更に多く発生することは言うまでもありませ
ん。

4.顧客節約ボーナスは含めていません。含めた場合は、当然ですがこのイメージよ
りもすべてがより多く発生することとなります。

結果
1.組織人数14名　投資額の回収ライン　年収22万円
ショット型収入合計　12万円
ストック型収入合計　1.2万/月

2.組織人数60名　パートタイム労働1　年収70万円
ショット型収入合計　40万円
ストック型収入合計　3万/月

3.組織人数100名　パート労働2　年収150万円
ショット型収入合計　65万円
ストック型収入合計　8万/月

4.組織人数200名　フルタイム労働1  年収2～300万円
ショット型収入合計　130万円
ストック型収入合計　17万/月
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5.組織人数600名  フルタイム労働2   年収600～900万円
ショット型収入合計  350万円
ストック型収入合計　50万/月

6.組織人数1000名　年収が1000万円を超える
ショット型収入合計  600万円
ストック型収入合計  100万/月

7.組織人数2000名　年収が2500万円を超える
ショット型収入合計 1200万円
ストック型収入合計  220万/月

8.組織人数5000名　年収が6000万円を超える
ショット型収入合計　3000万円
ストック型収入合計　500万/月

9.組織人数10000名　年収が1億5000万円を超える
ショット型収入合計　6000万円
ストック型収入合計　1000万/月

10.組織人数　3万名　年収が4億円を超える
ショット型収入合計　1億8000万円
ストック型収入合計　3000万/月

11.組織人数　5万名　年収が9億円を超える
ショット型収入合計　3億円
ストック型収入合計　5000万/月

12.組織人数 10万名　年収が20億円を超える
ショット型収入合計　6億円
ストック型収入合計　1.5億/月

13.組織人数 100万名　年収が200億円を超える
ショット型収入合計　60億円
ストック型収入合計　15億円/月

上記はビジネス組織からなる収入イメージです。
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これに加える形で、

「顧客がサービスを使い節約した時に発生する収入などが、7段階のユニレベルボー
ナス及び、リーダーシップボーナスとして」発生する可能性があります。

また、

新サービスの、ライドシェアでは、顧客を紹介すると、その顧客が移動サービスの
乗客として行動するたびに、また運転手を紹介した場合は、運転手が労働をするた
びに、権利収入が各3%発生します。

さらに、オーバーライドボーナスと言い、運転手が紹介をした「運転手及び顧客」
のサービス利用により、間接的な収入が発生します。

収入免責事項

この計算はあくまでも概算です。実際には個人差、時間的条件、タイトル獲得条
件、直紹介人数などの組み合わせにより数値が異なる事がありますので、必ずこの
ような収益が発生する訳ではありませんので誤解のないよう、予めご承知のほどよ
ろしくお願いします。
正確な数値は、会社の規約に基づいて厳正に計算されます。

以上
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