登録申請の流れ

オンライン登録のメリット

・手続きが簡単で迅速
・クレジットカードでお支払いできます
・必要な書面にすべてアクセス可能
・お荷物のお届け時間帯を選択できます
・24時間、いつでも登録可能

コンサルタント登録申請書
WEB登録

紹介者から概要
書面を受け取り、
必ず内容を確認
してください。

郵便・FAX・メール
での登録

ロダン＋フィールズ
公式ページより
コンサルタント
申請ページを選
択してください。

必要な情報を
すべて入 力して
ください。

同封されている
本コンサルタント
申 請 書 にした
がって必要な情
報を全て記入し
てください。

同封されている封
筒にて登録申請書
をカスタマーサー
ビスに郵送するか、
FA X・メールにて
お送りください。

CONSULTANT APPLICATION FORM
登録完了
登録 後 確認が 完
了すると、
当社より
メールにてお知ら
せが届きます。ま
た、
契約書面が郵
送されます。

当社により仮設
定された パ ス
ワードを変 更し
てください。

登録前の確認リスト

・ コンサルタント登録申請書は必ず申請者本人が記入、署名してください。
・ 満20歳以下または学生の方はコンサルタント登録申請はできません。
・ オンライン以外での申請の際は、ロダン＋フィールズ公式サイトの最下部にある「方針と規約」をよくお読み
の上、登録申請書に署名してください。

ご記入前に最新の概要書面の内容をよくお読みください。

・ 契約に関する詳しい情報は申請書裏面より「コンサルタント契約要項」をご覧ください。

ロダン＆フィールズジャパン合同会社

〒150-0044 東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー2階

https://www.rodanandﬁelds.co.jp

TEL : 0120-775-588（カスタマーサービス代表電話）10:00～18:00（土日・祝日・年末年始を除く）
FAX : 050-3450-5473

Eメール : consultantsupportjp@rodanandﬁelds.com（コンサルタントサポート）

6003-08-0005

コンサルタント登録申請書の記入例
① 戸籍上の氏名を漢字、カタカナ、ローマ字でご記入
ください。
② 生年月日をご記入ください。
③ 申請者の住所をご記入ください。建物名、部屋番
号も必ずご記入ください。
④ お届け先が登録住所と異なる場合ご記入ください。
⑤ 連 絡がつきやすい電話 番 号をご記 入ください 。
携帯・固定、どちらでも構いません。

⑨パルスプロは規約をよくお読みください。

●
●
●

ご記入の前に必ず「概要書面」を受け取り、よくお読みください。
ご記入の際には必ず黒ボールペンではっきりとご記入ください。
※印の欄は必ずご記入ください。 また、□には該当する項目に□をお願いします。
ロダン＋フィールズ コンサルタント登録申請書は登録者本人が記入してください。
本人控えを必ずお受け取りください。

ロダン＆フィールズジャパン合同会社
〒150-0044 東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー2階 https://www.rodanandﬁelds.co.jp
TEL : 0120-775-588（カスタマーサービス代表電話） 10：00～18：00（土日・祝日・年末年始を除く）
FAX : 050-3450-5473 Eメール : consultantsupportjp@rodanandﬁelds.com（コンサルタントサポート）

※

Step1 基本情報
フリガナ

シブヤ

申請者氏名

渋谷 花子

ローマ字

SHIBUYA HA NAKO

※

※
※

ハナコ

hanako @ xxxxxx.jp

E メ ー ル

※選択されたお支払い方法は、
ご登録いただくEメールアドレスに送付されます。
※クレジットカードでの支払いをご希望の方は、
ロダン＋フィールズ公式ページより登録してください。

メールマガジンの配信を希望します。

フリガナ

ペイジーとは?

1 5 0 0 0 0 0 フリガナシブヤク
登録住所

※

東京

都道
府県

渋谷区

シブヤ

渋谷100-1

※建物名、部屋番号も必ずご記入ください。

電話番号

※

生年月日
※

概要書面
※
番号

（

123）4567― 8910
1980 6 6

西暦

年

月

12345678

配 送 先

左記の登録
情 報と異 な
る場合はご
記入ください。
※

日

スポンサー
※
情報

※ 1ヵ月の無料期間終了後、パルスプロの月々のお支払いはクレジットカードのみとなります。無料期間後もパルスプロの継続利用
をご希望の方は、
ロダン＋フィールズ公式ページよりクレジットカードを登録してください。
※ 登録が完了してコンサルタントになると、パルスプロを1ヵ月無料でお試しいただけます。ただし、毎月20日以降に登録完了した
場合は翌月20日までが無料期間となります。

※建物名、部屋番号も必ずご記入ください。

（

）

xxxxxxxx

―

※ PWSとは会社から提供される専用の個人WEBサイト
（パーソナルWEBサイト）
のことで、
コンサルタントはPWSより直接お客様
に製品を販売することができます。

コンサルタント氏名

コンサルタント登録料
（ビジネスポートフォリオ代金として） 6,700円
（税込）※コンサルタント登録の際必要となります。
登録と同時に製品購入をご希望の方は、
下記3つのエンロールメントキットからお好きなスキンケア・プログラムを
※登録時に1回限り1つだけのご注文となります。
1つお選びください。ただし、
購入は義務ではありません。
アルティメットキット
137,900円
（税込）
/QV：900/CV：120,000円

□ディファイン

□ブライトーン

□スーズ

コアキット
93,900円
（税込）
/QV：600/CV：80,000円

□ディファイン

□ブライトーン

□スーズ

パーソナルリザルツキット
49,900円
（税込）
/QV：300/CV：40,000円

□ディファイン

□ブライトーン

□スーズ

6,700円（税込）

※初回送料はロダン＋フィールズが負担します。

合計金額

49,900
56,600円

※

PWS（パーソナルWEBサイト）の
ご希望のドメイン名（アルファベット）

渋谷 円

https://

※利用不可の場合は連絡いたします
※

エンロールメントキット
（購入希望の方）

パソコンやスマートフォン、
ATMやコンビニから
各種料金などの支払いができるオンライン決済サービスです。

パルスプロは、あなたのビジネスをいつでもどこでも、どんなデバイスからでも管理できるツールです。初回1ヶ月※は
無料で、パルスベーシックの全機能の他、ご自身のEコマースサイトとして使用できるパーソナルWEBサイト（PWS）、
ビジネスをサポートする数々のレポート、スキンケアカスタマイズ用ロダン＋フィールズ ソリューションツールなどがご
利用になれます。

都道
府県

コンサルタントID

※

Step4 パルスプロ

フリガナ

Step2 登録・製品購入

コンサルタント登録料

Step3 支払い情報（下記よりいずれか1つお選びください）

□ 銀行振込（ペイジー※ を利用してのお振込となります）
□ コンビニ払い

□ プロモーション、キャンペーン情報などの

※

電話

⑧合計金額にはコンサルタント登録料［6,700円（税
込）］を足した金額をご記入ください。

●

会社提出用 原本

住所

⑦ 登録時にエンロールメントキットの購入を希望す
る場合は、ご希望の製品にチェックを入れてくだ
さい。

●

氏名

⑥ メールアドレスをご記入ください。
当社からのメール
配信を希望する場合は該当ボックスにチェックを
ご記入ください。

ロダン＋フィールズ コンサルタント登録申請書

shanako

.myrandf.jp

Step5 署名
ロダン＋フィールズのコンサルタントに登録する場合は、こちらに□を入れてください。

□「コンサルタント契約要項」を読み、その内容に同意します。
□ ロダン＋フィールズ公式サイトの最下部にある「方針と規約」を読み、その内容に同意します。
□「パルス利用規約」を読み、その内容に同意します。
□ 私は20歳以上で学生ではありません。
□ 概要書面にあるプライバシーポリシーを読み、それに同意します。

申請日

円

西暦

署名

2020 3
年

月

3

日

渋谷 花子

ロダン＋フィールズ コンサルタント登録申請書
●
●
●
●
●

会社提出用 原本
ロダン＆フィールズジャパン合同会社

ご記入の前に必ず「概要書面」を受け取り、よくお読みください。
ご記入の際には必ず黒ボールペンではっきりとご記入ください。
※印の欄は必ずご記入ください。 また、□には該当する項目に□をお願いします。
ロダン＋フィールズ コンサルタント登録申請書は登録者本人が記入してください。
本人控えを必ずお受け取りください。

〒150-0044 東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー2階 https://www.rodanandﬁelds.co.jp
TEL : 0120-775-588（カスタマーサービス代表電話） 10：00～18：00（土日・祝日・年末年始を除く）
FAX : 050-3450-5473 Eメール : consultantsupportjp@rodanandﬁelds.com（コンサルタントサポート）

※

Step1 基本情報
フリガナ

※

□ プロモーション、キャンペーン情報などの

※

申請者氏名

氏名

※

※選択されたお支払い方法は、
ご登録いただくEメールアドレスに送付されます。
※クレジットカードでの支払いをご希望の方は、
ロダン＋フィールズ公式ページより登録してください。

メールマガジンの配信を希望します。

※

ローマ字

□ 銀行振込（ペイジー※ を利用してのお振込となります）
□ コンビニ払い

@

E メ ー ル

フリガナ

ペイジーとは?

フリガナ

登録住所

配 送 先

※

※建物名、部屋番号も必ずご記入ください。

電話番号

※
※

）

西暦

―
年

月

概要書面
※
番号

電話

生年月日

（

左記の登録
情 報と異 な
る場合はご
記入ください。
※

日
スポンサー
※
情報

※ 登録が完了してコンサルタントになると、パルスプロを1ヵ月無料でお試しいただけます。ただし、毎月20日以降に登録完了した
場合は翌月20日までが無料期間となります。

コンサルタントID

―

※ PWSとは会社から提供される専用の個人WEBサイト（パーソナルWEBサイト）のことで、コンサルタントはPWSより直接お客
様に製品を販売することができます。

コンサルタント氏名

PWS（パーソナルWEBサイト）の
ご希望のドメイン名（アルファベット）
※利用不可の場合は連絡いたします

Step2 登録・製品購入

※

コンサルタント登録料
（ビジネスポートフォリオ代金として） 6,700円
（税込） ※コンサルタント登録の際必要となります。
登録と同時に製品購入をご希望の方は、
下記3つのエンロールメントキットからお好きなスキンケア・プログラムを
※登録時に1回限り1つだけのご注文となります。
1つお選びください。ただし、
購入は義務ではありません。
アルティメットキット
137,900円（税込）/QV：900/CV：120,000円

□ディファイン

□ブライトーン

□スーズ

コアキット
93,900円（税込）
/QV：600/CV：80,000円

□ディファイン

□ブライトーン

□スーズ

パーソナルリザルツキット
49,900円（税込）
/QV：300/CV：40,000円

□ディファイン

□ブライトーン

□スーズ

コンサルタント登録料

※ 1ヵ月の無料期間終了後、パルスプロの月々のお支払いはクレジットカードのみとなります。無料期間後もパルスプロの継続利用
をご希望の方は、ロダン＋フィールズ公式ページよりクレジットカードを登録してください。

※建物名、部屋番号も必ずご記入ください。

）

6,700円（税込）

※初回送料はロダン＋フィールズが負担します。

エンロールメントキット
（購入希望の方）
合計金額

パソコンやスマートフォン、ATMやコンビニから
各種料金などの支払いができるオンライン決済サービスです。

パルスプロは、あなたのビジネスをいつでもどこでも、どんなデバイスからでも管理できるツールです。初回1ヶ月※は
無料で、パルスベーシックの全機能の他、ご自身のEコマースサイトとして使用できるパーソナルWEBサイト（PWS）、
ビジネスをサポートする数々のレポート、スキンケアカスタマイズ用ロダン＋フィールズ ソリューションツールなどがご利
用になれます。

都道
府県

（

※

Step4 パルスプロ

フリガナ

住所

都道
府県

Step3 支払い情報（下記よりいずれか1つお選びください）

※

https://

Step5 署名
ロダン＋フィールズのコンサルタントに登録する場合は、こちらに□を入れてください。

□「コンサルタント契約要項」を読み、その内容に同意します。
□ ロダン＋フィールズ公式サイトの最下部にある「方針と規約」を読み、その内容に同意します。
□「パルス利用規約」を読み、その内容に同意します。
□ 私は20歳以上で学生ではありません。
□ 概要書面にあるプライバシーポリシーを読み、それに同意します。

申請日

円
円

.myrandf.jp

西暦

署名

年

月

日

ロダン＋フィールズ コンサルタント登録申請書
●
●
●
●
●

本人控え
ロダン＆フィールズジャパン合同会社

ご記入の前に必ず「概要書面」を受け取り、よくお読みください。
ご記入の際には必ず黒ボールペンではっきりとご記入ください。
※印の欄は必ずご記入ください。 また、□には該当する項目に□をお願いします。
ロダン＋フィールズ コンサルタント登録申請書は登録者本人が記入してください。
本人控えを必ずお受け取りください。

〒150-0044 東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー2階 https://www.rodanandﬁelds.co.jp
TEL : 0120-775-588（カスタマーサービス代表電話） 10：00～18：00（土日・祝日・年末年始を除く）
FAX : 050-3450-5473 Eメール : consultantsupportjp@rodanandﬁelds.com（コンサルタントサポート）

※

Step1 基本情報
フリガナ

※

□ プロモーション、キャンペーン情報などの

※

申請者氏名

氏名

※

※選択されたお支払い方法は、
ご登録いただくEメールアドレスに送付されます。
※クレジットカードでの支払いをご希望の方は、
ロダン＋フィールズ公式ページより登録してください。

メールマガジンの配信を希望します。

※

ローマ字

□ 銀行振込（ペイジー※ を利用してのお振込となります）
□ コンビニ払い

@

E メ ー ル

フリガナ

ペイジーとは?

フリガナ

登録住所

配 送 先

※

※建物名、部屋番号も必ずご記入ください。

電話番号

※
※

）

西暦

―
年

月

概要書面
※
番号

電話

生年月日

（

左記の登録
情 報と異 な
る場合はご
記入ください。
※

日
スポンサー
※
情報

※ 登録が完了してコンサルタントになると、パルスプロを1ヵ月無料でお試しいただけます。ただし、毎月20日以降に登録完了した
場合は翌月20日までが無料期間となります。

コンサルタントID

―

※ PWSとは会社から提供される専用の個人WEBサイト（パーソナルWEBサイト）のことで、コンサルタントはPWSより直接お客
様に製品を販売することができます。

コンサルタント氏名

PWS（パーソナルWEBサイト）の
ご希望のドメイン名（アルファベット）
※利用不可の場合は連絡いたします

Step2 登録・製品購入

※

コンサルタント登録料
（ビジネスポートフォリオ代金として） 6,700円
（税込） ※コンサルタント登録の際必要となります。
登録と同時に製品購入をご希望の方は、
下記3つのエンロールメントキットからお好きなスキンケア・プログラムを
※登録時に1回限り1つだけのご注文となります。
1つお選びください。ただし、
購入は義務ではありません。
アルティメットキット
137,900円（税込）/QV：900/CV：120,000円

□ディファイン

□ブライトーン

□スーズ

コアキット
93,900円（税込）
/QV：600/CV：80,000円

□ディファイン

□ブライトーン

□スーズ

パーソナルリザルツキット
49,900円（税込）
/QV：300/CV：40,000円

□ディファイン

□ブライトーン

□スーズ

コンサルタント登録料

※ 1ヵ月の無料期間終了後、パルスプロの月々のお支払いはクレジットカードのみとなります。無料期間後もパルスプロの継続利用
をご希望の方は、ロダン＋フィールズ公式ページよりクレジットカードを登録してください。

※建物名、部屋番号も必ずご記入ください。

）

6,700円（税込）

※初回送料はロダン＋フィールズが負担します。

エンロールメントキット
（購入希望の方）
合計金額

パソコンやスマートフォン、ATMやコンビニから
各種料金などの支払いができるオンライン決済サービスです。

パルスプロは、あなたのビジネスをいつでもどこでも、どんなデバイスからでも管理できるツールです。初回1ヶ月※は
無料で、パルスベーシックの全機能の他、ご自身のEコマースサイトとして使用できるパーソナルWEBサイト（PWS）、
ビジネスをサポートする数々のレポート、スキンケアカスタマイズ用ロダン＋フィールズ ソリューションツールなどがご利
用になれます。

都道
府県

（

※

Step4 パルスプロ

フリガナ

住所

都道
府県

Step3 支払い情報（下記よりいずれか1つお選びください）

※

https://

Step5 署名
ロダン＋フィールズのコンサルタントに登録する場合は、こちらに□を入れてください。

□「コンサルタント契約要項」を読み、その内容に同意します。
□ ロダン＋フィールズ公式サイトの最下部にある「方針と規約」を読み、その内容に同意します。
□「パルス利用規約」を読み、その内容に同意します。
□ 私は20歳以上で学生ではありません。
□ 概要書面にあるプライバシーポリシーを読み、それに同意します。

申請日

円
円

.myrandf.jp

西暦

署名

年

月

日

コンサルタント契約要項
序文

申請者
（以下、
申請者）
が署名したインディペンデントコンサルタント
（独立事業主のことです。
以下コンサルタント）
登録申
請書
（以下、
申請書）
は、
ロダン&フィールズ合同会社
（以下、
ロダン＋フィールズ）
が審査のうえ、
適切と認めた場合には受理
します。
ロダン＋フィールズがこの申請書を受理することを条件として、
申請者はコンサルタント契約にあるすべての条項に
従うことに同意します。
コンサルタント契約は、
『方針と規約』
（以下、
P&P）
を含む、
以下の利用規約により構成されます。
利用規約はロダン＋フィールズにより随時修正されることがあります。
申請者はP&Pを読み、
セクション18iに規定さ
れた紛争解決条項を含む、
すべての内容に同意し、
P&Pに改訂があるかどうかを頻繁に確認することに同意します。
P&Pはロダン＋フィールズ公式ページ、
パーソナルWEBサイト
（以下PWS）
、
およびパルスのライブラリより確認できま
す。
コンサルタント契約の遵守を拒否したり、
遵守できない場合は、
自主的にコンサルタント契約を解除しなければな
りません。登録から12ヵ月以内に契約を解除した場合、
ロダン＋フィールズはビジネスポートフォリオを元の金額の
100%で買い戻します
（20日間のクーリングオフ期間以外は、
配送料を含みません）
。
コンサルタントになるには、
6700
円のビジネスポートフォリオの購入のみが必要です。
登録にあたり、
その他の購入や在庫保持は一切必要ありません。

１、
契約

申請書は、
ロダン＋フィールズが審査のうえ、適切と認めた場合には受理します。
ロダン＋フィールズが申請書を受理
することにより、
P&Pおよびコンペンセーションプラン、
該当する場合は法人登録申請書も合わせて契約に組み込ま
れ、
ロダン＋フィールズと申請者（申請書に記載されている個人または法人、以下コンサルタント）
との間の全体の契
約
（以下、
コンサルタント契約）
を構成します。
コンサルタント契約はコンサルタントおよびロダン＋フィールズの権利と義務を規定し、
ロダン＋フィールズ製品の販
促に関する重要な情報を記載しています。
本条件書で定義されていない用語は、
P&Pに記載された用語と同じ意味を
有します。
申請書に署名することでコンサルタント登録申請者は、
(i)P&Pセクション18iに規定された紛争解決条項を
含むコンサルタント契約を読みその内容に同意しすべての条項に従うことに同意します。
また、
(ii)申請書に記入した
情報が正確かつ完全であり、
(iii)コンサルタントの義務の履行により、
他の契約に違反することとならない事を保証し
ます。
コンサルタント契約は、
ロダン＋フィールズとコンサルタントが従前に締結したすべての表明、
保証、
交渉、
合意に
優先し、
それらの効力を失わせるものです。
P&Pのセクション2で規定されたとおり、
ロダン＋フィールズはEメールに
よる通知または公式ページ、
PWS、
パルスのライブラリに掲載することで、
いつでもコンサルタント契約を修正するこ
とができます。
紛争解決条項についてP&Pのセクション18iで規定された場合を除き、
コンサルタント契約の改定およ
び追加は、
P&Pに記載された改定通知の発行から30日で有効となります
（以下、
有効日）
。
コンサルタントはロダン＋
フィールズ公式ページ、
PWS、
パルスのライブラリを頻繁にチェックし、
契約内容の改定を確認しなければなりません。

2. コンサルタント資格要件

日本でコンサルタント登録を行うためには、
(i)申請日の時点で満20歳以上であり、
(ii)学生または直近3か月以内に大学を中退した者でないこと、
(iii)公務員でない
こと、
(iv)日本で適法に事業を行う資格を有すること、
および日本の居住者であること、
(v) 確定した刑事判決に基づき
刑務所で服役中でないこと、
その他矯正施設に収容されていないこと、
(vi) 3年以上の懲役が法定刑に含まれる犯罪
についての有罪判決を受けたことがないこと、
(vii)反社会的勢力に参加したことがないこと、
(viii)Guthy-Renker
LLC.およびNestlé Skin Health S.A、
それら企業の関係会社や国内企業の従業員、
役員、
取締役本人またはパート
ナーでないこと、
(ix)申請書を記入し、
ロダン＋フィールズに提出し、
それが受理されること、
（x)ビジネスポートフォリオ
を購入すること、
(xi)有効なEメールアドレスならびに電話番号を所有すること、
のすべてが条件となります。
ロダン＋
フィールズは、
氏名や住所、
生年月日、
電話番号、
Eメールアドレスなどのコンサルタントの個人情報を、
アップライン
（コ
ンサルタントを直接的・間接的にスポンサーしたコンサルタント。
以下、
アップライン）
に共有することがあります。

3. 目的：独立事業主

コンサルタントは自営業であり、
ロダン＋フィールズ製品を日本で販売することが認められた非排他的な独立事業主で
す。
コンサルタントはロダン＋フィールズの従業員、
代理人、
代表者、
フランチャイズオーナーまたはビジネスオポチュニ
ティの購入者であると名乗ってはなりません。
コンサルタント契約はロダン＋フィールズとコンサルタントの間で雇用者
／被雇用者や代理人、
パートナーシップ、
ジョイントベンチャーなどの関係を構築するものではありません。
コンサルタン
トは、
国税・地方税の源泉徴収に関し、
いかなる目的においても、
ロダン＋フィールズの従業員として扱われないものとし
ます。
コンサルタントは自身のビジネスに発生するすべての費用および決断について単独で責任を負います。
また、
起業
のリスクと商業的リスクがあることにも同意します。
ロダン＋フィールズは、
製品に市場性があること、
コンサルタントが
確実に収入を得ること、
収入を失うリスクがないことなどを保証しません。
コンサルタントの主たる目的はロダン＋フィー
ルズ製品を会員に販売促進することです。
ロダン＋フィールズは、
コンサルタントが他のコンサルタントのスポンサー活
動に専念することを推奨しません。
コンサルタントは、
ロダン＋フィールズの従業員に用意された福利厚生を利用するこ
とはできません。
コンサルタントは自身の活動に関し、
税務当局に対して税務申告を行い、
税金を納付する責任を負いま
す。
ロダン＋フィールズは、
法律の定めに従い、
コンサルタントに支払われた金額を申告します。
ロダン＋フィールズは、
コ
ンサルタントのために社会保険料の天引きをしたり、
社会保険料の会社負担分を納付することはありません。
また、
コン
サルタントのために雇用保険や障害保険の保険料を支払ったり、
労災保険を申し込んだりすることはありません。

4. 報酬の支払い方法

5. コンサルタントの義務

P&Pに規定されたコンサルタントの義務に加え、
コンサルタントは(a) ロダン＋フィールズおよびロダン＋フィールズ製
品の評判を常に高めるプロフェッショナルな方法でロダン＋フィールズビジネスを行い、
(b)詐欺や誤解を招く活動、
非
倫理的な行動を避け、
(c)コンサルタント契約およびマーケティング資料と異なる内容、
あるいはそれらに付け加える内
容でロダン＋フィールズ製品またはビジネスを説明したり保証したり紹介したりせず、
(d) 自らが締結した契約の効力

製品の購入および在庫に関し、
最低購入量または在庫保持量の規定はありません。
コンサルタントおよび会員はロダ
ン＋フィールズ製品をロダン＋フィールズ公式ページまたはPWSを通じて購入することができます。
ロダン＋フィール
ズは製品注文を受理または拒否する権利を保持します。
また、
コンサルタントが必要な支払いを行わなかったりコン
サルタント契約を遵守しなかった場合を含むがそれらに限定されない理由がある限りにおいて、
注文をキャンセルし
たり発送を遅らせたりする場合があります。注文、
配送、
返品に関する詳細はP&P セクション8.9.10.をご覧ください。
コンサルタントはP&P セクション4.６i.に従ってロダン＋フィールズ製品を会員へ再販売することができます。
再販売
目的の購入についての条項および消費税に関する詳細は P&P 6q, 付録A.をご覧ください。
ロダン＋フィールズは、
必
要に応じてコンサルタントが獲得した会員に連絡することがあります。

8. 会員の返金および返品

会員によるロダン＋フィールズ製品の返金および返品は、P&Pセクション10e.に記載されているとおり、ロダン＋
フィールズに対して直接、
またはコンサルタントに対して、
行うことができます。
ロダン＋フィールズはすべての会員に
対し
「60日間全額返金保証」
を提供しており、
これには60日以内であれば全額返金される返品制度も含まれていま
す。
この方針に従い、
ロダン＋フィールズは、
コンサルタントが製品購入に支払った金額と、
ロダン＋フィールズが会員
に実際に返金した額またはクレジットカードに払い戻した額の差額を、
コンサルタントへの支払いから差し引きます。

9. クーリングオフ

コンサルタントは、
「契約書面」
の受領日または購入した製品の最初の受領日のうちいずれか遅い方から起算
して20日以内は、書面により無条件にコンサルタント契約を解除することができます。前述にかかわらず、
クーリングオフ期間経過後の場合でも、
不実告知または威迫されたことで、
誤認または困惑をしてクーリング
オフ期間にクーリングオフ行使が阻害された場合、
ロダン＋フィールズまたは勧誘者が新たに交付するクーリ
ングオフ妨害の解消のための書面を受領した日から起算して20日を経過する日までの間は、
書面にてコンサ
ルタント契約を解除することができます。
ロダン＋フィールズは、
その契約の解除に伴う損害賠償や違約金を
請求したりすることはありません。
クーリングオフ期間中にコンサルタントが契約を解除した場合
(i) ロダン＋フィールズはコンサルタントがビジネスポートフォリオ
（またはビジネスビルディングキット）
購入
に支払った金額を返金します。
(ii) コンサルタントがCRPまたはパルスプロの定期購読をしていた場合、
ロダン＋フィールズは自動的に当該
購読を停止し、
それらに対してコンサルタントが支払ったすべての金額を返金します。
(iii) コンサルタントがクーリングオフ期間中にロダン＋フィールズ製品またはビジネスサプライを購入した場
合、
ロダン＋フィールズはコンサルタントの払った金額（税金および配送料を含む）
すべてを速やかに返金
します。
製品の返品は着払いにて返送してください。
(iv)ビジネスキットを含むキット製品を含む返品の際は、
使用未使用に関わらず該当キットに含まれる全ての
製品を返品ください。

クーリングオフの効力は、
契約解除を行う旨の通知が発信された日より有効となります。以下の情報を記載し
た書面を当社までお送りください。
弊社にて書面受領後、
返品伝票、着払い伝票など一式を速やかにお送りいた
■クーリングオフ通知はがきの記載例
します。
伝票をご利用いただき着払いにて製品をご返送
表面
裏面
ください。
(i) コンサルタントID
〒150-0044
クーリングオフ通知
(ii) コンサルタント氏名
申込日 〇年〇月〇日
(iii) 登録住所
・コンサルタントID
(iv)電話番号
・契約者氏名
(v) コンサルタント契約日
・住所
(vi)クーリングオフをする旨
【クーリングオフ書面送付先】
〒150-0044
東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー2階
ロダン＆フィールズジャパン合同会社
クーリングオフ受付係

10. ロダン＋フィールズプログラムの紹介

東京都渋谷区円山町３ ６
Ｅ・スペースタワー２階

法律が認める範囲において、
ロダン＋フィールズおよび支払処理業者、
その役員、
メンバー、
取締役、
所有者、
従業員ま
たは代理人は、
コンサルタントへの過小または過大な支払いによって生じる、
あるいはそれに起因する損害について一
切の責任を負わず、
コンサルタントはそれについての一切の請求を放棄することを理解し、
同意します。

7. 製品の注文および販売：在庫

ロダン＆フィールズジャパン
合同会社
クーリングオフ受付係 宛

コンサルタントは、
ロダン＋フィールズおよび支払処理業者が手違いで支払うべき金額を少なく、
または多く支払って
しまう可能性があることを理解します。
また、
コンサルタントは必要に応じて、
ロダン＋フィールズが支払処理業者を
通じて銀行口座から引き落としまたは追加支払いを行い誤りを修正することを許可します。

6. ビジネスポートフォリオ：ロダン＋フィールズマーケティング資料

ロダン＋フィールズ製品の販売促進を支援するため、
コンサルタントはビジネスポートフォリオを購入しなければなり
ません。
ビジネスポートフォリオにはトレーニング資料やプロモーションツールが含まれ、
価格は申請書に記載されて
います。
ビジネスポートフォリオはコンサルタント活動開始から12ヵ月以内であれば返品の上、
返金を受けることがで
きます。
20日間のクーリングオフ期間を除き、
配送料は返金されません。
その他のロダン＋フィールズマーケティング
資料およびビジネスサプライ
（定義はP&Pをご確認ください）
の一部はRFモールでご購入いただけます。
RFモールで
販売されている製品は外部事業者により販売されているものです。
ロダン＋フィールズはこれら製品の返品を受け付
けません（ただしクーリングオフ期間はその限りではありません。）。返品可能な製品の返品手順はRFモールまたは
P&Pをご覧ください。
コンサルタントは、
P&Pで認められている場合を除き、
ロダン＋フィールズマーケティング資料
（ビジネスポートフォリオに同梱される資料を含みます。）以外のマーケティング資料またはセールスツールを製品や
ビジネスの販促に使用してはなりません。
ロダン＋フィールズはその裁量において、
ロダン＋フィールズマーケティング
資料を随時変更または廃止することができます。
ロダン＋フィールズはビジネス構築に役立つ製品やサービスを提供
する外部事業者を紹介することがありますが、
コンサルタントにそれら製品やサービスを購入する義務はありません。

切手

ロダン＋フィールズは、
コンサルタントがコンペンセーションプランで獲得したコミッションおよび達成リワードの支払
いを外部の支払処理業者に依頼します。
日本市場においては、
ロダン＋フィールズに登録された銀行口座に直接支払
われます。すべてのコミッションおよび現金でのボーナス、
インセンティブ、金銭的なリワードは指定の銀行口座に振
り込まれます
（セクション12fに従い、
支払いを受けるには、
コンサルタントはコミッションおよび達成リワードで2000
円以上獲得する必要があります。
）
コンサルタントが支払いに関する確認を行う方法は、
個人のパルスまたはコンサル
タントサポート
（050-3503-3350）
への電話もしくはメールconsultantsupportjp@rodanandﬁelds.comにて
問い合わせの２つです。

をロダン＋フィールズに及ぼそうとしたり、
ロダン＋フィールズの権利を行使、
放棄または侵害せず、
(e) ロダン＋フィー
ルズ公式ページおよびパルスパーソナルWEBサイト
（PWS）
を定期的に訪問してコンサルタント契約の改定を確認し、
(f)コンサルタント契約のすべての条項に加え、
その他適用ある法令を常に遵守することに同意します。
さらに、
コンサルタントはロダン＋フィールズが氏名や写真、個人の体験談、
その他コンサルタントが会社に提供した
写真や動画、
その他の体験談や肯定的なコメントをロダン＋フィールズがプロモーション資料に使用することを認め、
そのような使用に対して権利の主張や報酬の要求を放棄します。

・電話番号

上記日付の申込みは撤回し、
契約を解除します。

P&Pで規定された場合を除き、
コンサルタントはビジネス紹介時にロダン＋フィールズマーケティング資料のみを使
用し、
プログラムを紹介するときはその内容を正確かつ完全に提示することに同意します。
コンサルタントは、
コンサ
ルタント未登録者に対して、
会員への製品販売がコミッションおよびボーナスを受け取る条件であることを伝え、
最新
版P&Pを含むすべてのコンサルタント契約を確認するよう指導しなければなりません。
コンサルタントは実際の収入

または収入の可能性に関するいかなる説明や主張も行ってはなりません。詳細はP&Pセクション6d.をご覧ください。
コンサルタントが法人の場合、
法人登録申請書に記載された受益者のみが販売および勧誘活動を行い、
別の者
（コン
サルタントの従業員および契約事業者を含みます）
にこれら活動を行わせないことに同意していただきます。

11. ロダン＋フィールズコンテンツおよび機密情報

ロダン＋フィールズは、
ロダン＋フィールズの商号およびR＋Fコンテンツ
（定義はP&P付録B.用語集を参照）
に関する
知的財産および専属的な権利に関するすべての権利、
資格、
利益を唯一かつ排他的に所有し、
明示的にそれらすべて
の権利を保持します。その唯一の例外は、
コンサルタント契約でコンサルタントに対する特定のライセンスが認めら
れていることのみです。
コンサルタント契約で明示的に規定された場合を除き、
コンサルタントはロダン＋フィールズ
の商号またはR＋Fコンテンツを取得したり、
権利を主張したりすることはできません。
コンサルタントは、
コンサルタン
ト契約による明示的な許可がある場合を除き、
ロダン＋フィールズの機密情報
（定義はP&P付録B.用語集をご覧くだ
さい）
を使用したり公開したりすることはできません。

12. 保証：免責

ロダン＋フィールズは、
納品時に製品に重大な瑕疵がないことを保証します。
この保証への違反が判明した際におけ
るロダン＋フィールズの唯一の義務かつコンサルタントの唯一かつ排他的な救済手段は、
P&Pセクション10.に規定さ
れたとおり、
瑕疵があるロダン＋フィールズ製品を返品し、
交換または返金を受けることです。
適用ある法令が認める
最大限において、
ロダン＋フィールズは、
それ以外の、
明示的または暗示的な、
または法令に基づく、
ロダン＋フィール
ズ製品、
プログラム、
ロダン＋フィールズマーケティング資料、
ロダン＋フィールズビジネスサプライおよびその他コン
サルタント契約の規定対象事項に関する保証を否認します。否認の対象には、
商品性の保証、
特定の目的に対する適
合性、
権原の保証、
非侵害の保証、
コンテンツの正確性または完全性の保証、
結果の保証、
過失の不存在の保証、
製造
工程が完璧であることの保証、
説明の正確性の保証が含まれます。

13.紛争解決

コンサルタントとロダン＋フィールズとの間で本契約に関する紛争が生じた場合、
東京地方裁判所をもって、
第一審の
専属管轄裁判所とします。ただし、
コンサルタントが個人の場合には、
その居住する住所などを管轄する地方裁判所
の本庁も、
第一審の管轄を有するものとします。

14. 責任の制限

本条件書の他のいかなる記載にもかかわらず、
また、
重要な目的の不達成があったかにかかわらず、
いかなる場合に
おいても、
コンサルタント、
ロダン＋フィールズおよびロダン＋フィールズの関係者は、
コンサルタント契約もしくはそ
の規定対象事項（ロダン＋フィールズ製品、
プログラム、
ロダン＋フィールズマーケティング資料、
ロダン＋フィールズ
ビジネスサプライを含むがそれらに限定されません）
から生じる、
またはそれらに関連する、特別あるいは偶発的、
間
接的、
懲罰的、
例示的、
結果的な損失に対して、
原因の如何にかかわらず、
相手方に対して責任を負いません。
この制限
は、
責任が契約や不法行為、
その他の責任論
（過失責任または厳格責任を含むがそれらに限定されません）
を根拠に
主張されているかによって影響を受けることはありません。
また、万が一コンサルタント、
ロダン＋フィールズまたはロダン＋フィールズに関連する者がそのような損失の可能性
について通知を受けた場合でも、
責任を負わないことに変わりはありません。責任の限定または免責に関する条項に
制限のある法域においては、
本14項は適用されません。
責任を限定する条項の効力の一部を否定する法域においては、その法域の法律が認める最大の範囲で本14項は
適用されます。

15. 補償

コンサルタントは、
ロダン＋フィールズ（および関連当事者、代理人、
その他のコンサルタント、株主、会員、従業員、取
締役、
役員、
弁護士、
以下総称して
「補償対象者」
）
に対し、
P&Pの条項を含むがそれらに限定されないコンサルタント
契約の明確な違反または違反の疑いの結果発生するいかなる損失または責任
（弁護士費用を含む）
についても、
補償
し、
補償対象者を防御し、
補償対象者に対して損害を与えないことに同意します。

16. 期間・更新・解約

コンサルタントはいつ、
いかなる理由においてもコンサルタント契約を解除することができます。
P&Pセクション15.に定めら
れたとおり、
解約通知を漏れなく記載し署名の上、
カスタマーサービスまでお送りください。
事前に解約されない限り、
コンサ
ルタント契約の期間は1年間です。
コンサルタント契約を更新するには年間2,200円
（税込）
の年間更新料を支払う必要が
あります。
ただし条件によって更新料は免除されます。
詳しくはP&Pセクション5m.を参照ください。
コンサルタントは毎年コ
ンサルタント契約の更新を申し出て、
ロダン＋フィールズによる審査を経て受理されなければなりません。
詳細はP&Pおよ
びコンペンセーションプランをご覧ください。
更新を行わない場合、
コンサルタント契約が満了となり、
ロダン＋フィールズビ
ジネスを継続するための権利を失います。
なお、
コンサルタントが契約の条項に違反した場合、
ロダン＋フィールズはその裁
量において、
コンサルタント契約を解除しおよび／または救済手段を実行する権利を保持します。
解約にあたり、
コンサルタ
ントは自身およびダウンラインの活動で得たロダン＋フィールズからの報酬を受け取るすべての権利を永久に失います。
解約に伴い、
ロダン＋フィールズはコンサルタントの要望に応じて、
コンサルタントが解約から遡って12ヵ月以内に再
販目的で購入したロダン＋フィールズ製品を購入額の100%で買い取ります。なお、買い取り額から、製品と関連して
コンサルタントに支払われたコミッションやリベート、
ボーナスが差し引かれます。
また、
買い戻される製品は、
コンサ
ルタントが保持・保有したものであり、
元のパッケージおよびシールが維持された再販可能な状態であり、
コンサルタ
ントの費用によって会社に返品されなければなりません。登録から1年以内の返品は、
P&Pセクション10fをご覧くだ
さい。
「再販可能」
の定義および解約時の返品に関する詳細はP&Pセクション10.をご覧ください。
ロダン＋フィールズは、
期間満了によるコンサルタント契約の終了によって生じたいかなる損失についても、
コンサルタ
ントに責任を負いません。
コンサルタント契約の終了には、
コンサルタント契約および／または適用ある法令の適用が
ありますが、
コンサルタント契約の終了により失われることが明らかなものを除き、
ロダン＋フィールズの権利や救済
手段に影響を及ぼすことはありません。

17. その他

「方針と規約」
を含むコンサルタント契約は、
法の抵触に関する一般原則に関係なく日本の法律に準拠し、
解釈されま
す。
セクション18iで定めたコンサルタント契約における紛争は東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
ただし、
コンサルタントが個人である場合に限り、
当該コンサルタントの住所地を管轄する地方裁判所の本庁も競合
的管轄裁判所とします。

承認と合意

この申請書に署名することで、
私はすべての質問に誠実に答え、
申請書に含まれる上記の利用規約に記載されたコン
サルタント契約を読み、
その内容に従うことに同意します。
また、
ロダン＋フィールズまたはこれに代わって業務を行う決済処理事業者がコミッションや、
ボーナス、
その他のロ
ダン＋フィールズからの支払いを私の口座に振り込むことを承認します。誤って私の口座にお金が振り込まれた場合、
その間違いを修正するため、
ロダン＋フィールズが私の口座から金額を引き落としまたは入金するよう決済処理事業
者に指示することを認めます。
2020/04/01

