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1. アソシエイトの申込み 
次の手順で、アソシエイトへの会員登録を申込みで
きます。

• アソシエイト会員登録申込書兼同意書を記入お
よび署名し、ユサナへ提出する

• 正しい個人情報や連絡先を提供する
• 会員登録料を払う

アソシエイト登録申請書兼同意書と会員登録に必要
な情報を含むご紹介キットをスポンサーからお受け
取りください。会員登録料のお支払以外、アソシエ
イトになるために、製品または資料を購入する義務
はありません。

2. 最低年齢 
20歳未満または学生は、アソシエイトとして会員登
録できません。また、故意に未成年の人を勧誘また
はスポンサー、または試みてもいけません。

3. [予備] 

4. 仮の会員登録 
新規登録はアソシエイト会員登録申込書兼同意書が
未提出の場合、30日間の仮登録期間中に、アソシ
エイト登録の契約条件に同意する必要があります。
アソシエイトが30日間の、アソシエイト登録の条
件に同意しなかった場合、会員資格は保留となり、
解約されることがあります。

5. アソシエイトの権利と特典 
アソシエイトには、次の特典と権利が付与されます:

• 愛用価格でユサナ製品を購入できる
• ユサナのコンペンセーションプランに参加でき

ます（公平なルールの範囲で、ボーナスとコミ
ッションを受け取れます）

• 他の個人をカスタマ会員またはアソシエイトと
してスポンサーすることで、ユサナのコンペン
セーションプランを通じて、チームを構築でき
ます

• ユサナ製品を小売り販売し、利益を得ることが
できます

• プロモーション、インセンティブコンテストお
よびその他のプログラムに参加できます

• 世界中で開催されるユサナのコンベンションや
イベントに参加できます（自己負担）

• 該当する場合、適切な料金を支払った上で、ユ
サナが主催するサポート、サービス、トレーニ
ング、モチベーションおよび表彰イベント等に
参加できます

本契約に基づく、上記活動への継続的な参加は、そ

の他特典の受諾、本契約および本利用規約、ならび
に全ての更新および修正の受諾を構成します。

6. 個人事業主 
アソシエイトは独立した個人事業主です。本契約お
よび会員規約は、当社とアソシエイトの間に雇用
主/従業員の関係、代理店、パートナーシップ、ま
たは合弁事業を構築するものではありません。アソ
シエイトは、自身の所得税と各種必要とする税金の
支払い、および自身の事業費の負担を負います。ア
ソシエイトは、ユサナが従業員に提供する特典を受
ける権利はありません。 アソシエイトは、会社の承
認無しで、ヘルパーまたはアシスタントを雇うこと
ができますが、そのようなヘルパーまたはアシスタ
ントの活動に全責任を負います。そのような人物に
よる違反行為についても、雇っているアソシエイト
の行為とみなされます。アソシエイトは、税務上の
理由またはその他の理由に関わらず、従業員には該
当しません。
アソシエイトは、契約を遵守する限り、独自の目
標、時間、事業所、販売方法を確立するものとしま
す。 アソシエイトは、本契約に基づく活動に関して
行われたすべての決定および発生したすべての費用
に対して単独で責任を負います。 すべてのアソシエ
イトは、本契約に関連するすべての活動およびビジ
ネス上のリスクを負います。 アソシエイトは、居住
地以外の国でビジネスを行うために必要となる可能
性のある資格に限定されず、必要とされる場合、該
当する国または地方のライセンス、許可、およびそ
の他の政府の承認を取得する責任があります。

7. アソシエイトによる会員解約 
アソシエイトは、次の方法で自主的に会員資格を解
約することができます。

• 書面による通知  アソシエイトは、理由に関係なく、
いつでも会員資格を解約できます。解約は、会社へ
EメールcustomerserviceJP@usanainc.comを
送信、またはユサナのオフィスへ書面で提出する
必要があります。

• 会員資格の未更新  ビジネス契約の未更新。
• 契約に関する再確認の不履行　随時、アソシエイ

トは本契約の適用と遵守を再確認するよう求めら
れる場合があります。同意しない場合、アソシエ
イトの会員資格が終了する場合があります。

8. コンペンセーションプランの順守 
アソシエイトは、ユサナの公式資料に記載されてい
るコンペンセーションプランの条件を遵守する必要
があります。アソシエイトは以下の行為に従事して
はいけません:

• 現在または将来の顧客やアソシエイトに対し
て、コンペンセーションプランとは異なる方法
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で、ユサナに参加することを要求または奨励する
• アソシエイトまたはカスタマ会員になるため

に、ユサナ公式の契約以外の契約を実行するよ
う、現在または将来の顧客やアソシエイトに要
求または奨励する

• 現在または将来の顧客やアソシエイトに対し
て、ユサナ公式資料に記載された購入または支
払い以外、他の組織からの購入や支払いをする
よう要求または奨励する

• 顧客リストを他のアソシエイトに販売、または
販売しようとする

• 独自の会員登録書面を作成すること。アソシエ
イトのオンライン登録は、ユサナのウェブサイ
トまたはアソシエイトのユサナパーソナルウェ
ブページからのみ可能です。会員登録のページ
は、ユサナパーソナルウェブページにのみリン
クすることができます。

9. アソシエイトが作成した制作物 
アソシエイトは、以下の条件を含め会員規約のすべ
ての条項に準拠している場合、独自の広告またはト
レーニング資料を作成できます:

• The Hub（ハブ:ユサナの会員専用ページ）か
らダウンロードできる資料にUSANAのアソシ
エイトロゴを追加することにより、資料がアソ
シエイト個人によって作成されたことを明確に
します。アソシエイトは、個人の広告やトレー
ニング資料にユサナの公式企業ロゴを使用して
はいけません。

• 専門的かつ適切な表現で制作され、ユサナに悪
い影響を与えないもの。これには、会社の方向
性、落胆、詐欺、誤解を招く、違法、わいせ
つ、非倫理的、攻撃的、または不道徳とみなさ
れる資料が含まれます。

• 内容が真実であり、誇張した収入やライフスタ
イルの主張、治療の主張を行っていないこと

• 雇用を示唆するものではないこと
• 広告および倫理的なビジネス慣行に適用される

すべての法律および行動規則に従うこと
• 会社または第三者の知的財産権を侵害していな

いこと
• そのような資料がユサナによって承認、承認、

生産、または推奨を意味するものではないこと
• 利益のために他のアソシエイトに販売されてい

ないもの
• アソシエイト自身のアップラインおよびチーム

内でのみ共有されるもの

ユサナの広告ルールに準拠するために、独自の制作
物を作成したいアソシエイトは、これらの会員規約
およびハブにある広告チェックリストの条件を満た

し、遵守する必要があります。チェックリストを満
たすと、アソシエイトは広告資料を作成できます。
ユサナでは、アソシエイトが作成したウェブサイト
またはブログのURLを、サイトが公開される前に、
または既存の承認済みサイトに変更が加えられたら
すぐに、倫理および教育部門に提出する必要があり
ます。違反すると、アソシエイトは処分を受ける場
合があります。アソシエイトが個人的に作成した広
告資料を、ユサナの倫理＆教育部による審査を受け
たい場合、ethics @ usanainc.comへ送信してく
ださい。ユサナは、独自の裁量により、内容を編集
または削除することを検討および要求する権利を留
保します。

10. 製品に関する説明 
アソシエイトは、ユサナ製品が病気、病気の症状、
疾病、または怪我の治療、治療、診断、緩和、また
は予防に有用であると主張できません。アソシエイ
トによる不適切な説明は、ユサナの製造物責任保険
をアソシエイトが利用できないようになります。
アソシエイトは、製品が規制当局に登録または承認
されていることを主張または暗示してはいけませ
ん。

11. 収入やライフスタイルの表現 
ユサナのビジネスチャンスまたはコンペンセーショ
ンプランを説明または提案する場合、アソシエイト
は、虚偽収入の説明、表明、または証言（総称して
「収入の説明」）を行うことはできません。
虚偽収入の説明は、ユサナのビジネスチャンスに関
連して、書面または口頭を問わず、以下のいずれか
に関連する説明、証言、声明、またはその他の表現
が含まれます：

• 誇張または保証された収入、稼ぎまたは利益
• 何らかの形で誤解を招くような、仮想的、潜在

的または推定の収入、稼ぎまたは利益
• アソシエイトが継続または無制限の収入を得

る、または彼らの主な収入に置き換える可能性
があるという主張

• アソシエイトが経済的自由を得る可能性がある
という主張

• アソシエイトの一般的な収入または収益結果を
誤って表現する、その他の不誠実、虚偽、不完
全または誤解を招く、または誤解を招く可能性
のある情報

虚偽をさけるため、収入に関する説明には、以下の
要件を遵守してください： 

• 説明が一般的なものでない限り、アソシエイト
は、usanaincome�comにある最新バージョン
の収入免責事項を含める必要があります。 現在
の収入免責事項はハブから入手できます。

mailto:ethics @ usanainc.com
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• アソシエイトは、ユサナからのボーナス、コミ
ッション、またはその他の報酬の金額を開示、
銀行取引明細書、税務申告書、または同様の財
務記録を共有しないこと

• アソシエイトは、収入免責事項に文章を追加す
るなど、変更したり口頭で装飾したりすること
はできません

アソシエイトは、虚偽の「ライフスタイル」、収入
の説明（ライフスタイル説明）を行うことはできま
せん。ライフスタイル説明とは、アソシエイトが非
一般的な結果を達成できることを暗示したり述べた
りする声明または描写です。虚偽的なライフスタイ
ルの例には、ユサナのビジネスチャンスによる以下
の表現や声明が含まれますが、これらに限定されま
せん:

• 早期退職またはフルタイムの仕事を辞めること
ができる

• フルタイムのキャリアに相当する収入（「キャ
リアレベルの収入」）

• 贅沢なライフスタイル
• 家や車を購入する収入
• 長期休暇
• アソシエイトの一般的な収入または収益の誤っ

た表現、それに類似したもの

さらに、アソシエイトは、例えば、ソーシャルメデ
ィアで贅沢なライフスタイルを示唆する投稿でユサ
ナを言及するなど、暗示的な意味で、いかなる欺瞞
的な収入またはライフスタイルに関連して、ユサナ
を紹介または言及してはいけません。
アソシエイトは、収入またはコンペンセーションプ
ランを説明または提案する際に、ユサナで収入を得
るには固い決心、努力、販売スキルが必要であるこ
とを、相手へ明確に伝えなければなりません。アソ
シエイトは、熱心にビジネスに取り組むことで本業
ほどの収入が得られ、または収入が保証されること
を決して表明してはいけません。

12. ソーシャルメディア 
アソシエイトは、作成および/または投稿するすべ
てのコンテンツと素材、および所有、運営、または
管理しているソーシャルメディアサイトへのすべて
の投稿が、これらの会員規約に準拠していることを
確認する責任があります。ソーシャルメディアプラ
ットフォームの例には、ブログ、Facebook、Inst
agram、Twitter、LinkedIn、YouTube、WeCh
at、Pinterestなどが含まれますが、これらに限定
されません。

13. 販売価格 
アソシエイトは、自由な価格で製品を販売できま
す。アソシエイトは、製品とともに次のような特典

を追加して広告することができます; 送料無料、無
料または割引ロゴグッズ、および製品サンプル。

14. Eメール/SNSを使った勧誘 
法律を遵守し、ユサナブランドを守るために、アソ
シエイトは、Facebook、Instagramなどのソーシ
ャルネットワーキングサイト（総称して「SNS」）
を使用して、迷惑メールを送信したり、ビジネスチ
ャンスに関する情報を希望していない相手へ、送信
および宣伝することを禁止しています。 特定商取引
法および電子広告法に基づいて、そのような情報を
受信希望している個人の記録を保持することが必要
です。 Eメール/ SNS受信者によるEメール/ SNSの
停止要求には、すぐに対応する必要があります。

15. メディアからの問い合わせ 
アソシエイトは、ユサナが事前に承認しない限り、
メディアへのインタビュー、出版物の記事、ニュー
スレポート、ブログ、またはその他の公開情報、貿
易、または業界情報ソースを通じて製品またはビジ
ネスチャンスを宣伝することはできません。アソシ
エイトがメディアまたはメディア関連企業から問い
合わせを受けた場合、ethics@usanainc.comへ相
談する必要があります。

16. 知的財産 
ユサナは、ユサナ製品名、商標、商号、トレードマ
ーク、特許、著作権、企業秘密（総称して「知的財
産」）を含む、すべてのユサナ知的財産の唯一かつ
独占している所有者です。アソシエイトには、これ
らの規約に従って、ユサナの製品およびビジネスを
宣伝するために、知的財産を利用するための限定的
な許可が付与されます。アソシエイトは、その他の
目的で知的財産を使用することはできません。知的
財産を使用する各アソシエイトの制限付き許可は、
アソシエイトのビジネスの終了（何らかの理由で、
終了が自発的または非自発的である）と同時に終了
します。限定許可が終了すると、元アソシエイトは
知的財産の使用を直ちに中止し、知的財産のハード
コピーをすべてユサナに返却し、知的財産の電子コ
ピーを永久に削除する必要があります。以下の行為
は禁止されています：

• あらゆる国で知的財産を登録または販売するこ
と

• 法人名、ウェブサイトURL、ソーシャルメディ
アハンドル名またはユーザー名、またはEメー
ルアドレスに、知的財産、その派生物または紛
らわしい類似のバリエーションを使用すること

• ユサナの代表者、従業員、またはその他アソシ
エイトによるユサナのイベントまたはプレゼン
テーションの資料を録音（音声または視覚）ま
たは複製すること

• 個人および/またはユサナからの書面による許

mailto:ethics @ usanainc.com
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可なしに、書面または電子メディアで、ユサナ
に関連する個人の名前、写真、肖像、著作物、
または財産を公開、または公開させること

• ユサナからの書面による許可なしに、ユサナの
著作権で保護された資料または財産を、書面ま
たは電子メディアで公開、または公開させるこ
と

アソシエイトは、次の場合に限りソーシャルメ
ディアのユーザー名またはプロファイル名に
「USANA」を使用できます:

• ユサナに登録されている名前または商号に含ま
れている

• プロフィールに独立したユサナアソシエイトで
あることを明確に表記している

ソーシャルメディアページがプライベートまたは一
般のグループ向けである場合、経歴またはプロフィ
ールに含まれる最低1名の連絡先が必要です。

17. アソシエイト名、肖像および画像の使用 
アソシエイトは、ユサナにアソシエイトの名前、製
品体験、絵、写真、画像、ビデオ、および/または
音声記録、ならびにユサナの販促資料において、ア
ソシエイトの肖像を使用する永久かつ取消不能の許
可を付与します。アソシエイトは印刷物の肖像権を
放棄し、さらにユサナによる当該素材の使用に対す
る補償のすべての権利を放棄します。

18. サービス関連施設 
アソシエイトは、主にサービス関連ビジネス（サー
ビスが主な収益源であるビジネスとして定義されて
いる）である施設でのみ製品を展示および販売する
ことができます。認定施設には、ヘルススパ、美容
室、医師およびカイロプラクターのオフィスが含ま
れますが、これらに限定されません。製品を購入す
るために施設に一般大衆を引き付けるような方法
で、製品バナーまたは他のユサナ広告資料を一般大
衆に表示することはできません。アソシエイトは、
他のタイプの小売店（つまり、サービスが主な収益
源ではない非サービス関連事業）で製品を販売する
ことはできません。禁止されている小売店舗には、
ドラックストアやキオスクが含まれますが、これら
に限定されません。

19. オンラインでの販売 
アソシエイトは、ソーシャルメディアやアソシエイ
トの管理下にある個人のウェブサイトなどのオンラ
イン機能を介して、製品を販売できます。ユサナお
よびアソシエイトのブランドとビジネスを守るた
め、インターネットに分類される広告サイト、オー
クションサイト、eコマースショッピングサイト、
具体的にはAmazon、eBay、Craigslist、楽天、
メルカリ、Taobaoが含まれますが、これらに限定

されず、これらのサイトでの販売は厳しく禁止され
ています。承認されたオンラインメディアを介した
製品のプロモーションは、これらの会員規約に含ま
れるプロモーションおよびマーケティングポリシー
を遵守する必要があります。アソシエイトがソーシ
ャルメディアサイトを通じて製品を販売する場合、
サイトを通じて購入される販売は、アソシエイトが
保持するビジネスセンターのいずれかに割り当てら
れます。これらの販売分を他のアソシエイトのビジ
ネスセンターに割り当てたり、1つの注文を複数の
ビジネスセンターに分散したりすることはできませ
ん。

20.  不正な勧誘; 
他のダイレクトセリング会社への参加 

契約期間中および当該会員による契約の満了または終
了後からいずれか12か月間、アソシエイトは他のアソ
シエイトまたはカスタマ会員を、他のダイレクトセリ
ング会社へ参加または製品を購入させるために直接的
または間接的に勧誘することはできません。
「リクルート」という用語は、直接的または間接的
に、実際に誘いにのるまたは誘われた、スポンサー
シップ、勧誘、登録、奨励、または他の方法で影響
を与える行動を意味します。これには、アソシエイ
ト、カスタマ会員とユサナとの間のビジネス関係が
終了、または縮小を起こす行動が含まれます。「宣
伝」という用語は、ウェブサイトの使用が含まれ
ますが、これに限定されない手段を通じて、競合す
るダイレクトセリング会社の製品を現在のアソシエ
イトまたはカスタマ会員へ、直接または間接的に販
売、購入の提案、または宣伝することを意味しま
す。 その手段は、ウェブサイト、ブログやソーシャ
ルメディア上で、ビジネスチャンスについて話し合
ったり宣伝したり、購入について話し合ったり宣伝
することも含まれます。
アソシエイトは、これらの会員規約に準拠している
限り、他のダイレクトセリング会社に参加できま
す。その場合、他のダイレクトセリング会社に登録
してから、5営業日以内にユサナへ通知することが
必要です。ただし、他のダイレクトセリング会社に
参加するアソシエイトは、次の権利が無くなります;

• チームマネージャーに含まれる機密情報、会
員・顧客リスト等に限定されませんが、ユサナ
の会員情報へのアクセス

• インセンティブ旅行、イベントでのスピーチな
どを含む、表彰や特典

• 会員資格の譲渡
• ユサナのリーダーシップボーナスまたはエリー

トボーナスの獲得

ユサナは、アソシエイトに対し、当社にとって価値
がある機密情報へのアクセス、および専門的なトレ
ーニング、販売およびマーケティング戦略を提供し
ています。アソシエイトは、この規定が公正かつ合
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理的であり、当社およびその関連会社のビジネスを
保護するために必要であり、アソシエイトの生計に
とっても影響しないことに同意します。

21. 競合製品および非勧誘 
アソシエイトは、他のダイレクトセリング会社へ参
加または他のダイレクトセリング会社の商品やサー
ビス購入が、ユサナへの登録要件であるとを告げた
り、暗示したりしてはいけません。 アソシエイト
は、ユサナで収入を得るためには、ユサナ以外の商
品またはビジネス参加を推奨、奨励、または不可欠
であると述べてはいけません。 アソシエイトは、ユ
サナが推奨していないトレーニングプログラムへ、
アソシエイトまたはカスタマ会員を参加させたり、
提案したりしてはいけません。

22. クロスライン勧誘(ラインを超えた勧誘) 
クロスライン勧誘は固く禁じられています。 「クロ
スライン勧誘」とは、他のラインに登録している既
存のアソシエイト、カスタマ会員または過去6か月
以内に登録した個人または法人に対する会員登録ま
たは会員登録を試みる行為です。

• アソシエイトは、他のアソシエイトを誘うた
め、最初に登録したアソシエイトのチームや個
人に対して、侮辱、毀損や関係を解消する行為
は禁止されています。

• アソシエイトは、他のチームよりも自分のチー
ムの方が、より成功できると約束してはいけま
せん。

• アソシエイトが他ラインのアソシエイトを誘っ
た場合、または他ラインのアソシエイトから誘
われた場合、アソシエイトを元のチームに戻る
よう伝え、勧めてください。

• アソシエイトまたはカスタマ会員の登録候補者
が、ユサナのミーティングまたは集まりにアソ
シエイトと同伴する場合、他のアソシエイト
は、その日から14日間勧誘できません。もしく
は、候補者と同伴したアソシエイトのもとで、
候補者が登録しないことを選択し、当該アソシ
エイトへ通知した日、いずれか早い日から、他
のアソシエイトは、当該候補者へ勧誘活動がで
きます。この条項への違反は、他のアソシエイ
トとの関係、ビジネスの成長や販売に悪い影響
を及ぼします。

23. 誹謗中傷 
アソシエイトは、ユサナ、他のアソシエイト、製
品、コンペンセーションプラン、ユサナの従業員、
他の企業（競合他社を含む）の商品やサービス、ビ
ジネス活動、または他の企業の製品に対して、非
難、冷笑、信用の低下、ばかにする、あざ笑う、
非難、または不公平な行動をしてはいけません。こ
の条項で使用されている「誹謗」とは、そのような

行為が真実であるかどうかにかかわらず、悪質や否
定的なものを意味します。この条項のいかなる内容
も、アソシエイトが地域の執行機関に本会員規約の
権利放棄条項の有効性に対する異議申し立てを含む
請求や苦情を提出すること、または金銭的救済の権
利を放棄し、地域の執行機関によって実施される調
査に参加すること、またはその他の方法で裁判所ま
たは法律で要求されている真実の証言または情報を
提供する義務を遵守すること、を禁止するものでは
ありません。

24. 各個人に一つのアソシエイト資格 
アソシエイトは、会員、個人事業主、株主、受託
者、または受益者として、法的または衡平法のもと
で、１つの会員資格を運営し、報酬を受け取り、所
有権を有し、補償を受けることができます。ただ
し、夫婦の場合、夫婦で１つの会員資格のみ保有で
きます。このため、夫婦のいずれかが会員資格を保
有している場合、夫婦の一方は既存の会員資格に、
共同申込者として加入することができます。夫婦の
いずれかが会員資格を喪失した場合、会員資格を有
していない一方も同様に会員資格を喪失したとみな
します。

25. 会員資格の譲渡 
アソシエイト（「譲渡人」）は、ユサナに申請して
承認を受けた場合、個人、パートナーシップ、信託
または企業（「譲受人」）に会員資格を売却または
譲渡することができます。この承認はユサナ独自の
判断で決定します。ユサナは譲渡申請書や必要なす
べての書類や情報が揃うまで、審査および承認手続
きを開始しません。
ユサナは、下記に該当する場合は会員資格の売却ま
たは譲渡を承認しません。

• 現在契約に違反している、または調査中のアソシ
エイト

• 既存のアソシエイト、ビジネスの会員資格を有す
る個人や団体、または以前にアソシエイト資格を
有していた、または運営していた個人または団体

• 譲渡人または譲受人が他のダイレクトセリング会
社に参加している

• 譲渡人が会員資格の購入資金を提供している場合
• 譲受人による購入または譲受人への譲渡が、会員

資格のアップラインまたはダウンラインのアソシ
エイトに対し、良い影響がないと判断した場合

譲渡人は、譲受人に「現状」で会員資格を譲渡する
ものとします。 譲渡により、スポンサーシップの
ラインが変更されることはありません。 譲渡、ま
たは会員資格の売却または譲渡の一部として譲受人
から支払われるべき金額は、譲渡日またはそれ以
前に全額支払う必要があります。 会員資格の譲渡
後、譲渡人は、譲渡後の会員資格または譲受人から
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の支払いに限定されず、会員資格に対する金銭的利
害関係を持ちません。 譲渡人はまた、譲渡日以降に
発生した販売に対していかなるコミッションも受け
取れません。 さらに、譲渡人は、譲受人への一般的
なビジネスアドバイスの提供に限定されず、譲渡日
以降の会員資格の管理またはビジネス運営に参加す
ることはできません。
譲渡の承認に関する追加の対価として、許可されて
いる場合、ユサナの会員規約に記載されている解約
したアソシエイトの制限に加えて、譲渡人は、ユサ
ナ会員資格を譲渡後1年間、従業員や独立した個人
事業主として、他の競合するダイレクトセリング会
社へ参加してはいけません。譲渡人は、ユサナと譲
受人の会員資格および所有権を保護するために、競
合するダイレクトセリング会社へ参加する制限が合
理的であることを表明し、同意します。譲渡人はさ
らに、この1年間の制限期間が合理的であり、この
制限を明示的に遵守することが負担にならないこと
を表明、承認、および同意します。両当事者は、譲
渡人がこの規定に違反して競合するダイレクトセリ
ング会社のために、または競合するダイレクトセリ
ング会社と協力する場合、ユサナは譲受人の契約を
終了し、その他の損害または救済を求めることがで
きる権利があることを理解し、同意します。ユサナ
はまた、譲渡人が契約またはユサナの規約の条項に
違反した場合、または譲渡手続きに虚偽または不備
が判明した場合、譲受人の契約を終了し、損害賠償
またはその他の救済を求める権利を留保します。
会員資格を第三者へ譲渡する前に、ユサナは会員資
格を取得する先買権を有します。ユサナは、以下の
いずれか少ない額において会員資格を取得する権利
を有します。

• 実行する準備、意向及び能力のある第三者に対し
て提案され、また、受諾されたものと同じ条件：
または

• ユサナ及びアソシエイト双方により合意されたプ
ロフェッショナルの事業評価者により確認された
会員資格の公正な市場価値。評価を取得するため
の費用はユサナが負担するものとします。

26. ビジネスパートナーの解消 
共同運営のビジネスが解散、または元の所有者の一
部が譲渡された場合、元のビジネスの所有権を放棄
した個人または団体は、ユサナのビジネス活動がな
い6か月間が経過後、新しいアソシエイトとして申
請できます。この無活動には、トレーニング、製品
またはビジネスチャンスの宣伝、およびリクルート
が含まれますが、これらに限定されません。

27. スポンサー/プレースメントの変更 
ユサナは、以下の場合を除き、プレースメントやス
ポンサーの変更を許可しません。

• アソシエイトが不正または非倫理的にユサナへ

の入会を誘導された場合
• アソシエイトの誤りが原因で、間違ったプレー

スメント/またはスポンサーを訂正する場合、
会員登録から10日以内の変更申請が必要です。

• アソシエイトの会員資格が6か月連続して「非
アクティブ」な場合、アソシエイトは既存の会
員資格を解約し、すぐに別のスポンサーの下で
再登録を申請することができます。この「非ア
クティブ」とは、アソシエイトのビジネスセン
ターで製品購入がないことを意味します。

アソシエイトが書面で会員資格を解約する場合、ア
ソシエイトは、解約日から6か月間の非アクティブ
期間が経過後、別のスポンサーの下で再登録するこ
とができます。しかし、この6か月間は、自分自身
または他のアソシエイトのために間接的に、ユサナ
の活動（このセクションで定義されている）に参加
することはできません。

28. 競合する会員登録 
すべてのアソシエイト候補者は、自分のスポンサー
を選ぶ絶対的な権利を持っています。一般的な規則
として、アソシエイト候補者とビジネス活動をする
最初のアソシエイトは、スポンサーに対する最初の
権利を持っているとみなされます。アソシエイト候
補者、またはアソシエイト候補者に代わってアソシ
エイトが、それぞれに異なるスポンサーを記載し
た複数のアソシエイト申込書をユサナに提出した場
合、ユサナは、アソシエイト候補者が10日以内に別
の方法で要求しない限り、最初に受理および受信し
た申込書を処理します。アソシエイトのスポンサー
に関して質問がある場合、最終決定はユサナが判断
します。

29. 操作の違反 
ダイレクトセリング企業に適用される法律を確実に
遵守するため、アソシエイトまたは他の第三者を通
じたアソシエイトによるコンペンセーションプラン
の操作は、固く禁じられています。
操作には次のものが含まれますが、これらに限定さ
れません。

• 虚偽または不完全な連絡先情報や身分証明書、
または合理的に検証できない情報の使用を含
む、架空の登録

• 登録を認識していない個人、またはビジネスに
ついてほとんど、もしくは全く知識のない個人
を登録する

• カスタマ会員になりたい個人をアソシエイトと
して登録する

• コンペンセーションプランのコミッション、ボ
ーナス、または資格を得るためだけに、ユサナ
の判断による製品の過剰購入または製品贈与。
アソシエイトは、4週間に合理的に販売または
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個人的に消費できるよりも多くの製品を購入す
ること

• 払い戻しに対する不正な返品
• ダウンライン購入への参加（実際に製品購入が

発生していないビジネスセンターで注文を行う
こと）

• アソシエイト会員登録申込書兼同意書およびカ
スタマ会員登録申込書の提出遅延

• 他の違法、詐欺的、または非倫理的な行為

アソシエイトは、報酬の受領者が操作に加担したか
どうかに関係なく、会社がコンペンセーションプラ
ン操作の結果として与えられた報酬を調整または回
収できることに同意しています。アソシエイトは、
コンペンセーションプラン操作の結果として授与さ
れたと、ユサナが判断した金銭を返還するか、また
はユサナがアソシエイトへ将来支払われる金銭を差
し抑え可能にするため、必要な処理を履行すること
に同意しています。

30. 許可されている販売行為 
アソシエイトは、ここで定義されているように、消
費者へ製品を販売することのみが許可されていま
す。 アソシエイトは、製品を再販する意図を知って
いる、または知る理由がある個人または団体に製品
を販売または譲渡してはいけません。 アソシエイト
は、個人が4週間で消費できる量を超える製品を個
人に販売または譲渡することはできません。

31. 第三者の行動 
アソシエイトに代わって、アソシエイトの積極的ま
たは消極的な支援、もしくは知識を持って活動する
第三者が、これらの会員規約に違反する行為に従事
する場合、第三者の行為は、アソシエイトに帰属
し、会員資格は終了する場合があります。不正行為
の「知識」は、実際の知識に限定されません。アソ
シエイトおよび第三者が不正行為に従事した場合、
第三者がこれらの会員規約に違反していたとして、
その行為は当該アソシエイトが責任を負い、違反行
為の知識があったと判断されます。

32. 国際的なビジネス展開 
アソシエイトは、ユサナが公式発表し、ビジネス展
開が承認されている国でのみ、製品、ビジネスチャ
ンス、およびサービスを販売および宣伝したり、ア
ソシエイトまたはカスタマ会員候補者を勧誘または
登録ができます。アソシエイトは、登録国外および
居住外の認可された国でビジネスを行う場合、その
国に適用されるすべての法律および規制を遵守する
必要があります。 その規制には、特定の市場向けラ
ベルが付いた製品も含まれます。

33. BABYCARE 
BabyCareのアソシエイトとして、中国で登録され
た中国籍の会員のみが中国でビジネスを行うことが
できます。 BabyCareに登録されていないアソシエ
イトは、中国でのビジネス活動を行うことはできま
せん。これには、中国でのトレーニング、プロモー
ション、勧誘が含まれますが、これらに限定されま
せん。アソシエイトは、ユサナ製品を中国に送るこ
とはできません。

34. 法律の遵守 
アソシエイトは、アソシエイトのビジネスに適用さ
れるすべての法律、規制、条例に従う必要がありま
す。

35. 製品の取扱いと品質管理 
アソシエイトは、ユサナ製品、情報、材料、パッケ
ージ、またはプログラムのラベルを、いかなる方法
でも再ラベル付け、変更、または改ざんすることは
禁止されています。ユサナ製品は、本来のパッケー
ジでのみ販売できます。このような改ざんは、アソ
シエイトにまで及ぶ製造物責任保険の適用範囲を無
効にし、アソシエイトに厳しい民事および刑事罰を
科す可能性があります。アソシエイトは、製品を受
け取ったらすぐに、製品とそのパッケージに損傷、
欠陥、シールの破損、改ざんの形跡、またはその他
の不適合（「欠陥」）がないかどうかを確認する必
要があります。欠陥が確認された場合は、製品を販
売せず、直ちにユサナにご報告ください。またアソ
シエイトは、在庫を定期的に確認して、期限切れま
たは期限切れが近い製品を探し、それらの製品を在
庫から取り除く必要があります。アソシエイトは、
保管期間が経過した、期限切れ、または賞味期限や
使用期限から90日以内の製品を販売することは避
けてください。製品は、直射日光を避け、製品およ
び製品のパッケージが物理的な損傷を受けにくい環
境で、涼しく乾燥した場所に保管する必要がありま
す。 アソシエイトは、製品のリコールやその他の消
費者の安全情報の普及活動に関して、ユサナと協力
する必要があります。
ユサナに起因する理由がある場合にのみ、アソシエ
イトは、欠陥によりアソシエイトが直接かつ実際に
被った損害について、製品価格の金額までユサナへ
請求することができます。
アソシエイトが欠陥を発見した場合、製品の受領か
ら6か月以内にそのような欠陥をユサナに通知しな
い限り、そのような欠陥を理由として、履行、損害
賠償、または購入のキャンセルを請求することはで
きません。 
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36. 小売販売 
アソシエイトは、コミッションの資格を得るため
に、4週間ローリング期間ごとに少なくとも5人の顧
客へ製品を販売するよう推奨しています。これらの
顧客は、小売客、カスタマ会員、またはこの2つの
組み合わせのいずれかです。アソシエイトは、小売
客へ2枚のユサナの公式小売伝票を渡す必要があり
ます。アソシエイトは、すべての小売伝票を2年間
保持し、要請に応じてユサナに提供しなければなり
ません。

37. コミッションと調整 
コミッションとボーナスは、製品の販売に対して支
払われます。したがって、ユサナは、返品または返
金が発生した場合、支払い済みのコミッションとボ
ーナスを調整します。ユサナは、払い戻し/返金が
処理された後、返品/返金された製品に起因するポ
イントを、アップラインのグループボリュームから
差し引きます。
ユサナのコミッションは週払いです。アソシエイ
トは、コミッション明細書の発行日から30日以内
に、コミッションを確認し、エラーや相違点をユサ
ナに報告する必要があります。 30日間の期間内に
ユサナへ報告のないエラーまたは相違点は、アソシ
エイトによって放棄されたとみなされます。
配達時を除き、販売のためにアソシエイトが金銭を
支払ったり、受け取ったりしてはいけません。
法律で別段の定めがない限り、ユサナがアソシエイ
トへ連絡したにもかかわらず、アソシエイトに支払
うことができないコミッションやボーナスは、保留
となります。

38. 消費税 
ユサナは、アソシエイトに代わって、適用税率に応
じて購入された合計額から消費税を徴収し、納税し
ます。

39. 配達と紛失のリスク 
ユサナは、一般の運送業者を使いアソシエイトに製
品を配送します。 ユサナが一般の運送業者で製品を
発送する場合、アソシエイトは、ユサナの倉庫から
アソシエイトの配送先住所に商品を配送するため、
運賃、手数料、およびその他の関連する送料を支払
うことに同意します。 ユサナが製品を一般の運送業
者へ渡し、製品の配達が完了すると、その時点で、
アソシエイトへ製品の所有権が移り、製品の紛失ま
たは損傷に対する責任を負います。

40. 返品ルール 
満足保証：ユサナは、スターターキットを含む初回
注文の製品または販売促進ツールに対して無条件の
返金保証を提供しています。何らかの理由で購入者
が製品または販売促進ツールに満足していない場

合、購入者は購入日から30日以内に交換または100
％の払い戻し、または販売ツールまたは未使用の製
品と交換できます。
アソシエイトは、小売客に対してこの返金保証を説
明する必要があります。 何らかの理由で、小売客
が購入したユサナ製品に不満がある場合、製品を購
入したアソシエイトに製品を返品することができま
す。 小売客が返金を希望した場合、販売したアソシ
エイトは、小売客の購入価格を直ちに返金する必要
があります。 小売客は、製品を販売したアソシエイ
トへ製品を返品する必要があります。 ユサナは、小
売客から直接返品を受け付けていません。 その後、
アソシエイトはカスタマーサービスに連絡して、同
じ製品と交換を依頼することができます。
満足保証は、アソシエイトではない個人から購入し
た製品および販売促進ツール、またはAmazonや
eBayを含みますがこれらに限定されない無許可の
販売先を通じて購入した製品には適用されません。
製品または販売促進ツールの返品:　購入者は、製品
が再販売可能な状態にある場合、購入日から最大1
年間、製品を返品して100％の返金（送料を除く）
を受けることができます。製品は、未開封、未使
用、包装およびラベル付けが変更または損傷されて
おらず、再販売可能な状態が条件です。
販売促進ツールは、販売可能な状態である場
合、100％の返金を受けることができます。現在販
売可能な状態であるためには、販売促進ツールが：

• 未開封、未開封;
• 損傷または変更されない;
• 合理的に通常価格で再販売できる状態 

であること

アソシエイトの場合、アソシエイト契約を解約した
日から12か月以内に購入した販売促進ツールであれ
ば、返品の対象となります。 ただし、特定商取引法
に基づくクーリングオフが適用される場合は、下記
の規定が適用されるものとします。

クーリングオフについて
Ⓐ カスタマ会員のクーリングオフ
クーリングオフについて記載された書面、もしく
はユサナ社の製品を受領した日のどちらか遅い方
の日から起算して、30日以内にユサナ社に対し
て、クーリングオフしたい旨を記載した通知書を
送付してください。

• いかなる理由であっても会員登録及びユサナ社
の製品の売買契約を解除することができます。

• クーリングオフの効力は、書面を発信したとき
（郵便消印日付）から発生します。

• 損害賠償または違約金の支払いを請求されるこ
とはありません。

• 製品の返送料は、ユサナ社が負担します。
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41. 不正な返品 
ユサナは、アソシエイトが満足保証を不適切に使用
していると判断した場合、セクション40に従って
返金され、アソシエイトの会員資格を解約する場合
があります。

42. ユサナビジネスの期間および更新 
アソシエイト契約の期間は1年です（これらの条件
および会員規約に従って事前に終了する場合があり
ます）。ユサナは、アソシエイトに年間更新料と適

用される税金を請求します。ユサナは、オートオー
ダーを継続し、クレジットカードを利用されている
場合、ユサナへ入会した月に、登録されているア
ソシエイトのクレジットカードへ自動的に請求しま
す。ユサナは、会社が以下を選択した場合、30日
間の通知によりアソシエイトとの契約を終了する権
利を留保します。（1）事業運営を停止する（2）事
業体として解散。または（3）ダイレクトセリング
を介した製品および/またはサービスの提供を終了
する。

43. 規約違反の調査と通知 
ユサナは、アソシエイトが会員規約に違反してい
る、または違反に足りる理由があると判断した場
合、倫理＆教育部によって違反行為の調査を実施し
ます。調査結果は、倫理委員会へ提出されます。調
査内容を検討した結果、解約処分が妥当であると、
倫理委員会が判断した場合、倫理＆教育部はアソシ
エイトへ、アソシエイト資格の強制解約を含む処分
を通知します。書面による通知は、登録されている
アソシエイトのメールアドレスへ送信されるメール
を含む、合理的な手段で通知されます。

44. コンプライアンス 
会員規約の違反、違法、詐欺、不正または非倫理的な
ビジネス行為により、アソシエイトによる行為が、ユ
サナの評判または信用を損なうと合理的に判断し、ア
ソシエイトの会員解約、活動休止処分、またはユサナ
が適切と考えるその他の措置を判断します。

45. 異義申し立て 
アソシエイトまたは元アソシエイトは、ユサナ倫理
委員会へ、解約処分に対する異議申し立てができま
す。アソシエイトの申し立ては書面で行わなければ
ならず、アソシエイトが解約処分の通知を受け取っ
た日から15日以内に、倫理＆教育部への提出が必要
です。すべての補足資料を含む申し立てが15日以内
に提出されない場合、解約処分は最終的な決定とな
ります。アソシエイトが期間内に申し立てた場合、
倫理＆教育部によって再審査され、倫理申し立て委
員会へ提出されます。倫理申し立て委員会は、倫理
委員会によって決定された解約措置を再検討および
再議論し、その他の適切な措置を検討し、その決定
をアソシエイトへ通知します。その際、倫理委員会
の決定が最終決定となります。公的な訴訟を起こす
前に、アソシエイトはユサナへの異議申立てを行う
ことが必要です。

46. 解約の影響 
何らかの理由でアソシエイトの会員資格が終了後、
当該アソシエイトは、当該アソシエイトが運営し
ていたチーム、または他のすべてのチームに対し
て、彼/彼女のビジネスに対する権利、タイトル、
主張、または利益は無くなります。何らかの理由で

• すでにユサナ社が受け取っている製品代金は、
速やかにその全額をお支払いします。

• 上記クーリングオフの行使を妨げるために不実
のことを告げられ、そのために誤認し、または
威迫され、そのために困惑してクーリングオフ
を行わなかった場合は、スポンサーからクーリ
ングオフ妨害の解消のための書面が交付され、
かつその内容について説明を受けた日から起算
して8日間を経過するまでは書面によりクーリン
グオフすることができます。

• 過去1年以内に2回以上ユサナ社の製品を購入し
ていた場合、継続的な購入とみなされクーリン
グオフは適用されません。

Ⓑ アソシエイト会員のクーリングオフ
「スターターキット」の引渡しを受けた日、また
はアソシエイト会員として、ユサナ社の製品の最
初の引渡しを受けた日のどちらか遅い方の日から
30日以内にユサナ社に対して、クーリングオフし
たい旨を記載した通知書を送付してください。

• いかなる理由であっても会員登録の解除及びユ
サナ社の製品の売買契約の解除ができます。

• クーリングオフの効力は、書面を発信したとき
（郵便消印日付）から発生します。

• 契約の解除に伴う、損害賠償または違約金の支
払いを請求されることはありません。

• すでに受領している「スターターキット」及び
製品の返送料は、ユサナ社が負担します。

• すでにユサナ社が受け取っている会員登録料、
及び製品代金は、速やかにその全額をお支払い
します。

• 上記クーリングオフの行使を妨げるために不実
のことを告げられ、そのために誤認し、または
威迫され、そのために困惑してクーリング

オフを行わなかった場合は、スポンサーからクー
リングオフ妨害の解消のための書面が交付され、
かつその内容について説明を受けた日から起算し
て20日間を経過するまでは書面によりクーリング
オフすることができます。
アソシエイトの返品は、製品を購入した会員資格
の所有者が手続きを行うことが必要です。
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会員資格が解約後、当該アソシエイトは、ユサナア
ソシエイトとして表明できず、ユサナ製品またはサ
ービスを販売する権利を持たず、ユサナと表明する
ものを公の場から削除し、ユサナに関する資料等の
使用を中止する必要があります。これらにはユサナ
のロゴ、商標、またはサービスマーク等が含まれま
す。自発的に解約したアソシエイトは、解約する前
の最後の1週間だけコミッションとボーナスを受け
取れます。
ユサナにより会員資格が解約されたアソシエイト
は、解約される前の最後の週のコミッションとボー
ナスのみを受け取れます。ただし、調査中に報酬の
支払が保留だった場合でも、アソシエイトは、解約
が自発的であるか非自発的であるかに関係なく、そ
れらの金銭を受け取る権利がありません。アソシエ
イトには、解約後コミッションまたはボーナスを受
け取る権利はありません。

47. 機密情報の保護 
ユサナの機密情報には、ユサナが管理するアソシエ
イトおよび/または小売客のリスト、およびアソシ
エイトが所有する可能性のあるすべての個人情報ま
たは系列レポートに含まれるデータが含まれます
が、これらに限定されません。アソシエイトは、ビ
ジネス以外の目的でユサナの機密情報を使用するこ
とはできません。アソシエイトは、アソシエイト自
身または第三者に代わって、以下を行ってはいけま
せん：

• 機密情報を第三者に開示する
• アソシエイトのビジネスを構築または運営する

以外の目的で、レポートまたはレポートに含ま
れる情報を使用する

この規定は、アソシエイト契約の終了後または満了
後も存続します。

48. 補償 
アソシエイトは、アソシエイトの会員規約違反、製
品の誤使用、または法律違反、およびビジネスを
行う過程および範囲で生じる合理的な弁護士費用請
求、損害、損失、罰金、罰金、判決、和解金、また
はこれらに限定されず、その他の費用に関して、
ユサナへ補償および責任を問わないことに同意しま
す。この規定は、アソシエイト契約の終了後も存続
します。

49. 修正 
ユサナは、その裁量により、これらの会員規約およ
び契約を随時修正する場合があります。修正は、修
正の通知がメールで通知およびハブに掲載されてか
ら30日後に有効となります。アソシエイトは、そ
のような通知の30日後、変更が有効になり、効果
的かつ拘束力のある条項として規約と契約に組み込
まれることに同意します。アソシエイトとして活動

し続けることにより、ビジネス活動に従事するこ
と、または変更が有効になった後にコミッションや
ボーナスを受け入れ、新しい会員規約と契約条件の
承認とみなします。
アソシエイトは、通知を受けた修正の実施日より前
に契約を終了することにより、通知された修正をオ
プトアウトすることができます。 修正の実施日以
降、アソシエイトの継続的なビジネス参加は、修正
された契約の受諾とみなします。 アソシエイトによ
って明示的に同意されない限り、修正の実施日より
前に発生した行為に対し遡及しません。

50. 活動に伴うリスク 
アソシエイトは、ユサナ関連の会議、イベント、ア
クティビティ、ワークショップ、リトリート、また
は集まりに出入りする際、ユサナの代理人、従業員
としてではなく、独立した事業者として参加するこ
とを理解しています。その出席の全体または一部
は、ユサナからの招待または会社との合意に基づい
ている場合があります。当該会員は、そのような旅
行に対するすべてのリスクと責任を負います。

51. スポンサーシップ変更への免責 
アソシエイトが、不正にスポンサーを変更した場
合、ユサナはアソシエイトが、誤ったスポンサーシ
ップにより拡大したチームに対して、最終処分を決
定する唯一かつ排他的な権利を留保します。アソシ
エイトは、ユサナ、その役員、ディレクター、所有
者、従業員、およびチームの処分に関するユサナの
意思に関連する、またはそれから生じる、あらゆる
請求を放棄します。

52. 統合された契約 
契約とコンペンセーションプランを含む契約は、契
約で触れられたすべての事項に関するアソシエイト
と会社との間の理解と合意の最終的な内容であり、
この合意内容を優先します（両方口頭および書面）
。本契約に合意した後、以前に交わしたすべてのメ
モ、デモ、議論、および説明は無効となります。本
契約で規定されている場合を除き、本契約を変更ま
たは修正することはできません。本契約の存在は、
過去の同時期の口頭または書面による同意の申し立
ての証拠と矛盾することはありません。本契約の条
件と、会社の従業員または別のアソシエイトが行っ
た口頭での表現との間に矛盾がある場合、書面によ
る明示の条件および要件が優先されます。

53. 不可抗力 
ユサナは、合理的な制御が及ばない状況による責
務の不履行や遅延について責任を負いません。こ
のような状況には、以下の不可抗力による事象
が含まれますが、これらに限定されません;（b）
洪水、火災、地震、津波、伝染病、パンデミック
（COVID-19または同様の感染症を含む）、その他
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の災害;（c）戦争、侵略、テロリストの脅迫または
行為、暴動、またはその他の市民の不安;（d）政府
の命令（政府によって発表された緊急命令の声明
を含む）または法律;（e）本契約の日付以降に発令
される禁輸または封鎖; （f）政府当局による行動;
（g）国または地域の緊急事態; （h）ストライキ、
労働力の停止または減速、またはその他の産業上の
混乱。（i）十分な電力または輸送施設の不足;（j）
ユサナの合理的な制御が及ばないその他の出来事。

54. 分離性 
既存または修正される可能性のある条件、会員規約
または契約の何らか一部が、何らかの理由で無効、
違法、または執行不能であると判明した場合、無効
な部分のみが条件および会員規約から削除されま
す。残りの会員規約と条件は完全に有効であり、そ
のような無効、違法、または法的強制力のない条項
は、契約条件および契約の一部を構成するものでは
ないと解釈されます。

55. 存続 
セクション20、31、32、46、48、49、62に記載
されている本契約の規定、およびその違反に対する
救済措置は、本契約の終了後または満了後も存続す
るものとします。

56. 免除 
ユサナが行使に失敗したり、行使が遅れたりするこ
となく、本契約に基づく権利または救済は、免除と
して対応されます。 また、本契約の条項違反に対す
る単一または部分的な免除は、その後の違反の免除
扱いと解釈されません。 また、本契約の権利または
救済の単一または部分的な行使が、本契約または法
律によって付与された行使、権利または救済を妨げ
ることはありません。稀に条項が免除される場合、
そのような免責は書面で明記され、ユサナの社員に
よる署名が必要です。免除はその特定のケースにの
み適用されます。

57. 専門的な助言 
アソシエイトは、ビジネスに関連する専門的なアド
バイス（法律、財務、税など）を、専門家へ求める
必要があります。ユサナはアソシエイトへ専門的な
アドバイスを提供しません。

58. 見出し 
これらの会員規約の見出しは、参照のみを目的とし
ており、実質的な効果を与えるものではありません。

59. 翻訳 
英語版と日本語版の会員規約と方針、その翻訳に相
違がある場合、日本語版が優先されます。

60. 大文字の用語 
ここで使用されている大文字の用語や会員規約と方
針に別途定義されていない大文字の用語は、コンペ
ンセーションプランに記載されています。

61. 個人情報とプライバシーの権利 

アソシエイトの個人データ
ユタ州の企業であるユサナヘルスサイエンス社とユ
サナ（総称して「UHS」）は、データ管理者であ
り、アソシエイトの個人データに責任を負います。

アソシエイトの個人データはどのように収集されます
か？
UHSは、UHSオンラインプラットフォーム、電子
通信、およびアソシエイトに提供される公式UHS資
料を含む、承認されたUHSチャネルを通じて、アソ
シエイトの特定個人データ（アソシエイトに関連す
る情報であり、アソシエイトを直接的または間接的
に識別できる情報）を収集します。

UHSはどのような個人データを収集しますか？
UHSは、次のようにグループ化されたさまざまな種
類の個人データを収集する場合があります。

• IDデータには、名、ミドルネーム、旧姓、姓、
ユーザー名または同様の識別情報、婚姻状況、
役職、生年月日、出生地、国籍、第一言語、年
齢、収入、性別が含まれます。

• 連絡先データには、請求先住所、配送先住
所、Eメールアドレス、電話番号が含まれま
す。

• 財務データには、金融口座とクレジットカード
の詳細が含まれます。

• 処理データには、アソシエイトとの間の支払い
に関する詳細、およびアソシエイトがUHSから
購入した製品およびサービス、その他の詳細が
含まれます。

• 技術データには、インターネットプロトコル
（IP）アドレス、アソシエイトのログインデー
タ、ブラウザーの種類とバージョン、タイムゾ
ーンの設定と場所、ブラウザーのプラグインの
種類とバージョン、オペレーティングシステム
とプラットフォーム、およびアソシエイトが
UHSのウェブサイトやオンラインサービスにア
クセスするために使用する端末のテクノロジー
が含まれます。

• プロファイルデータには、アソシエイトのユー
ザー名とパスワード、アソシエイトの関心、好
み、フィードバック、および調査の回答が含ま
れます。

• 使用状況データには、アソシエイトがUHSのウ
ェブサイト、製品、およびサービスをどのよう
に使用するかに関する情報が含まれます。
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• マーケティングおよびコミュニケーションデー
タには、UHS、第三者および受信希望をした発
信元から送信される、マーケティング情報が含
まれます。

UHSはアソシエイトの個人データをどのように使用し
ますか？
UHSは、本アソシエイト契約、本アソシエイト契
約に付随する項目、および製品またはサービスの供
給に関する契約を含む、アソシエイトとの契約の履
行に必要な目的でアソシエイトの個人データを処理
し、その法的義務を実行します。これには、コンペ
ンセーションプランに基づく収入を得るステータス
や支払いを含み、注文および一般管理の目的でアソ
シエイトの各種処理が含まれます。
UHSは、アソシエイトのプライバシー権に影響を与
えない範囲で、アソシエイトの正当な利益のために
アソシエイトの個人データを処理する場合がありま
す。 これには、マーケティング、ビジネス活動、開
発、統計、および各種処理の分析と追跡を含む管理
目的の処理、およびUHSがアソシエイトにより良い
サービスを提供できるようにするためのマーケティ
ングプロフィールの作成が含まれます。
UHSは、アソシエイトの同意を得て、特定の追加目
的のためにアソシエイトの個人データを処理する場
合があります。
UHSは、UHSがデータを使用する特定の目的に応
じて、複数の合法的な根拠に基づいて個人データを
処理する場合があります。

UHSがアソシエイトの個人データを使用する目的
法的に許可されている場合、UHSは以下の目的でア
ソシエイトの個人データを使用する場合があります:

• アソシエイト会員登録の処理
• 製品注文の処理、履行、およびアソシエイトへ

注文状況の通知
• ダウンラインレポートまたはその他の関連ビジ

ネスレポートの作成
• ミーティング、トレーニングの計画とプロモー

ションなど、アソシエイトへのサービス提供
• アソシエイト特典の管理
• 会員規約、マーケティングプラン、および戦略

の開発と実施
• 個人情報をUHSのニュースレター、販促資料資

料、会社およびグループ内のコミュニケーショ
ンで公開

• 参照の提供
• 適用される法律や規制を順守し、政府または警

察へ調査の協力
• 上記のいずれかに直接関連するその他の目的

UHSは、請求および不正防止の目的でアソシエイト

の財務データを使用します。

アソシエイトの個人データ共有
UHSは、合法的に許可されている場合、業務上の目
的で、アソシエイトの個人データを次の第三者と共
有する場合があります。

• 責務を履行するためにアソシエイトの個人情報
にアクセスする必要があるUHS担当者およびそ
の関連会社;

• UHSまたはその関連会社（物流センターを含
む）に配送、支払処理、ウェブツール、不正防
止、管理、マーケティング、販促、印刷、また
はその他のサービスを提供する業者、請負業
者、サプライヤー、ベンダー、または第三者の
物流センター、監査人、医療従事者、受託者、
保険会社、および保険数理人

• グループの営業活動とビジネス運営を把握する
ために、ダウンラインに属しているアソシエイ
トの個人情報が必要となるスポンサーやアップ
ラインのビジネスリーダー

• 法的な安全および規制要件を満たすための、政
府機関またはその他の適切な行政機関、警察、
または規制当局

• UHSにコンサルティング、銀行、法務、保険、
および会計サービスを提供する弁護士、金融機
関、監査人、保険会社を含む専門家のアドバイ
ザー

• アソシエイトへの特典を計画、提供、および/
または管理するためにUHSまたはその関連会社
によって任命されたコンサルタント/代理人

UHSは、UHSの売却、合併、統合、支配権の変
更、実質的な資産の譲渡、再編成、または清算の結
果として、またはその準備として、個人データを含
む情報を第三者に開示する場合があります。 この場
合、UHSは、この個人データ保護方針およびデータ
保護法に従って、個人データの継続的なセキュリテ
ィを確保するための適切な措置を講じます。 UHS
事業に変更が生じた場合、新しい所有者は、このプ
ライバシーポリシーに記載されているのと同じ方法
でアソシエイトの個人データを使用できます。

多国間のデータ処理
アソシエイト個人情報は、UHSが事業を展開して
いる国であればどこでも保存および処理できます。 
USANA Health Sciences、Incは米国に拠点を置
き、アソシエイトの個人データは米国に転送され、
処理されます。

データセキュリティ
UHSは、個人データが誤って紛失、使用、または
不正な方法でアクセス、変更、または開示されるリ
スクに対し、適切なセキュリティ対策を講じていま
す。 UHSは、個人データをビジネス活動に必要と
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するアソシエイトのみへ、アクセスを制限していま
す。 彼らはUHSの指示に基づいてアソシエイトの
個人データのみを処理し、機密保持の義務が課せら
れます。 UHSはまた、疑わしい個人データ侵害に
対処するための手順を定め、法的に義務付けられて
いる侵害についてアソシエイトおよび該当する規制
当局に通知します。

データ保持
UHSは、収集された目的を達成するために必要な
場合に限り、アソシエイトの個人データを保持しま
す。保持期間は、アソシエイトとUHSとの関係と期
間によって決定されます。
個人データの適切な保存期間を決定するため、UHS
は、個人データの量、性質および機密性、アソシエ
イト個人データの不正使用または開示による危害の
潜在的リスク、アソシエイト個人データを処理する
目的、および UHSは、他の手段および適用される
法的要件を通じてこれらの目的を達成できるか考慮
します。
状況によっては、UHSは個人データを匿名化または
仮名化して、アソシエイトに関連付けができなくす
る場合があります。その場合、UHSはアソシエイト
に通知することなく、そのような情報を使用するこ
とがあります。

アソシエイトの法的権利
アソシエイトの居住国に応じて、アソシエイトの個
人データに関して特定の法的権利を有します。
アソシエイトがさらに情報を受け取りたい場合、ま
たは個人データの処理に異議を唱える権利を行使し
たい場合、または個人データの処理への同意を撤回
したい場合は、ここをクリックするか、ユサナへご
連絡ください。 dataprivacy@usanainc.com�

顧客およびその他アソシエイトの個人データ
アソシエイトは、ユサナビジネスを展開する過程
で、お客様または他のアソシエイトを含む他の第三
者の個人データ（「第三者の個人データ」）を収集
および/または処理する場合、USANAに代わって、
適用されるデータ保護法の観点から責任を負い、特
定の目的のために、定められた手段に従って、個人
データ処理者として処理することに同意します。 ま
たは、適用されるデータ保護法に基づいて第三者の
個人データを処理する必要がない限り、これらの会
員規約と方針（データ管理者としてのUHSの書面に
よる指示を構成します）に従います。
アソシエイトは、承認されたユサナのサービス、ま
たはアソシエイトに提供された資料（顧客フォーム
など）を通じて収集された第三者の個人データのみ
処理できます。 アソシエイトは、ユサナの公式資料
に明記されている通り、第三者へ提供された個人情
報に関する通知に従って、関連する第三者との契約
の履行を含む、ビジネス展開および実行の目的にの
み第三者の個人データを処理できます。

アソシエイトは、第三者の個人データの不正または
違法な処理のリスク、およびその個人データの偶発
的な損失、破壊、または損傷から保護するために、
ユサナによってレビューおよび承認された適切なセ
キュリティ対策を講じていることを確認します。 ア
ソシエイトは、第三者の個人データに関連するデー
タ侵害に気付いてから24時間以内に、できるだけ
早くユサナへ通知し、データ侵害、データ対象者へ
の対応に協力します。その協力には、データ保護法
の遵守に従い、データ対象者の権利保護が含まれま
す。アソシエイトは、ユサナが提供する形式で処理
活動の記録を保持します。
アソシエイトは、ユサナの安全なサーバーに保存す
るためにアップロードする以外の方法で、アソシエ
イトの居住国の外に第三者の個人データを転送する
ことはできません。 アソシエイトは、第三者の個
人データを処理する第三者を指名することはできま
せん。
この規約と方針内のプライバシーポリシーセクショ
ンの規定に加えて、第三者の個人データの処理の範
囲、性質、目的、期間、および処理される個人デー
タの種類はすべて、ユサナのプライバシーポリシー
に記載されている通りでなければなりません。 その
ウェブサイトで公開されているポリシーは、データ
処理者としてのアソシエイトに対するユサナの書面
による指示の一部を構成するものとします。
アソシエイト契約の終了時に、アソシエイトは、ユ
サナの書面による指示により、適用されるデータ保
護法の下で保持する必要がない限り、第三者の個人
データを削除します。

62. 紛争解決協定 
この事項は、アソシエイトとユサナおよび/または
関連当事者との間で発生する性質の論争、請求、ま
たは紛争に影響します。そのような紛争は権利、特
権、または利益、または法令、契約、不法行為、
慣習法、またはその他（「紛争」）に基づき、解決
されるものとします。 両当事者は、セクション62
が、本契約から分離可能であり、本契約や会員規約
と方針に含まれる他セクションの強制力に関係な
く、強制力のある個別の契約として機能することを
理解し、これに同意します。 両当事者は、関連する
契約の全体的または部分的な履行不能になり、この
セクション62の紛争解決条項も履行不能であるとい
う判断を支持しないことを理解し、同意します。 こ
のセクション62は、本契約の終了後も存続します。
すべての紛争は、第一に東京地方裁判所の専属管轄
権に従うものとします。
アソシエイトは、いかなる主張、弁護、または議論
の存在または性質を開示してはなりません。未開示
の内容は、アソシエイトがこれらの守秘義務の遵守
を保証する弁護士を除き、いかなる主張、弁護、議
論に関連して交換または提示された文書や通信、訴
状、ブリーフィング、展示、議論、証言、証拠や情

mailto:dataprivacy@usanainc.com
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報、または第三者に対する紛争における請求、抗
弁、議論の裁定、決定または結果が含まれます。 両
当事者は、上記の情報の機密性を保護するために必
要なすべての措置を講じることに同意します
この紛争解決条項に基づく訴訟は、訴訟原因が発生
してから1年以内に提起する必要があります。 訴訟
手続きを適時に開始できないことは、紛争に関す
る法的手続きの開始に対する絶対的な障害となりま
す。 両当事者は、時間が重要であることに同意し
ます。
ユサナとアソシエイトは、紛争の敗訴当事者が、か
かる紛争に関連して勝訴当事者が負担した合理的な
弁護士料金および費用を勝訴当事者へ払うことに同
意します。
この紛争解決条項は、理由の如何を問わず、アソシ
エイト契約の終了後も存続するものとします。
本契約のいかなる条項は、法的手続きの提出前、提
出中、または提出後においても、ユサナまたはアソ
シエイトが、管轄する裁判所からの差押え令状、一
時的な差し止め命令、予備的差止命令、永久的差止
命令、またはその他の利用可能な救済、ユサナまた
はアソシエイトの利益保護に対する申請や結果を得
ることを妨げるものではありません。
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63. 定義 
契約：会社とアソシエイト間の法的拘束力のある契
約であり、会員登録申込書、会員規約、コンペンセ
ーションプランで構成されます。

申請書（または「アソシエイト登録申請書兼同意
書」）：当社とアソシエイト契約を締結することを
希望する人が記入および署名した用紙。

アソシエイト：製品の購入および小売、他のアソシ
エイトの勧誘、および会社のコンペンセーションプ
ランに参加し、契約に基づいて会社によって承認さ
れた独立した個人事業主。会社とアソシエイトの関
係は、契約に準拠します。

オートオーダー価格：愛用価格よりも10％安い価
格。

ビジネス会員資格：個人または法人が会社と契約関
係を結んだときに作成される会員資格。

ビジネスセンター：アソシエイトのビジネス活動の
基本になるポジションであり、製品を購入し、販売
したポイントを蓄積する。

ビジネスチャンス：会社の製品またはコンペンセー
ションプランのプロモーションであると会社が決定
した活動。

コンペンセーションプラン：アソシエイト向けで、
会社が運営する報酬構造に関する詳細と要件の解
説。

競合するダイレクトセリング会社：栄養補助食品、
食品およびエネルギー商品、スキンケア商品、類似
または競合するその他の健康およびウェルネス製品
を販売するダイレクトセリング企業。

機密情報：書面、電子的、口頭、またはその他の形
式で、機密、専有、および/または一般に公開され
ていない、アソシエイトに提供または利用可能にな
る可能性のあるユサナのビジネスに関連する情報、 
ユサナの企業秘密、知的財産、アソシエイトおよび
顧客の身元と連絡先情報、および組織図レポートま
たはその他の非公開レポートに含まれるデータを含
みますが、これらに限定されません。

クロスライン組織：スポンサーのラインで、あなた
のアップラインまたはダウンラインにいないアソシ
エイトや組織。

小売客：個人的な使用を目的として製品を購入し、
第三者に製品を転売する意図がない製品愛用者。

ダイレクトセールス：ダイレクトセリング、ネット
ワークマーケティング、またはマルチレベルマーケ
ティング。

ダイレクトセリング会社：小売業以外の環境で、独
立した営業員を通じて消費者に直接製品やサービス
を販売する会社。

ダウンライン：スポンサーしたアソシエイトを含
む、傘下にある全てのアソシエイトや組織。

会員登録（入会）：独立した事業を運営するために
会社と契約する行為。

4週間ローリング期間：4つの連続したコミッショ
ンを得る権利がある期間（4つの金曜日）。

組織図レポート：会社によって作成されたレポート
で、アソシエイトのチームおよび販売情報に関連す
る専有データ。

グループボリューム：アソシエイトのチームによっ
て製品販売から計上されたコミッション対象のポイ
ント。

ハブ：ユサナの会員専用ページ。

公式ユサナ資料：製品およびビジネスチャンスに関
して当社が提供する広告および情報資料。

プレースメント：アソシエイトをスポンサーする時
に配置する情報。

カスタマ会員：個人消費のみを目的として製品をユ
サナから直接割引価格で購入する個人。カスタマ会
員は、製品の再販を許可されておらず、ビジネスに
参加できません。

製品：アソシエイトは、本契約に基づいて宣伝およ
び販売することができます。

関連当事者：ユサナの役員、取締役、所有者、従業
員、代理人、または関連団体のいずれか。 関連当
事者は、本規約セクション62の紛争解決契約を含
むがこれに限定されず、本契約の第三者受益者を対
象としています。

販売促進ツール：製品の販売、勧誘、またはアソシ
エイトのトレーニングを目的とした、会社が作成し
たあらゆる種類の資料。

セールスボリューム：アソシエイトによる製品販売
から計上されたポイント。
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スポンサー：ユサナを直接紹介したアソシエイト。

チーム：アソシエイトのチームは、販売組織でその
下にいるカスタマ会員とアソシエイトで構成されま
す。

アップライン：アソシエイトの上に位置するアソシ
エイトや組織。

ユサナまたは会社：ユサナヘルスサイエンスジャパ
ン合同会社。

スターターキット（会員登録料）：新しいアソシエ
イトが必ず支払う料金。登録料を支払後、会社から
スターターキットを送付します。



ユサナヘルスサイエンスジャパン合同会社
九段北4-1-9-2階  |  102-0073 東京都千代田区  

更新日：2022年1月31日
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