世界で最初の

即時払い
支払いシステム

合意書発行日: 2017年3月22日

一生に一度の
チャンスが待っている。
人生を変えたいと思っているなら、
今がチャンス。
最高の方法がここにあります。
Talk Fusionはビジネスにスピード、
コミュニケーショ
ン、
イノベーションを加えて、直接販売産業の頂点に立ち
ました。当社はコスト的に最もお手軽でインパクトのある
ビデオマーケティング製品を、顧客や個人アソシエートに提
供することで、サクセスストーリーを世界中で起こしていま
す。
あなたも急速に増えつつあるTalk Fusioｎアソシエ
ートの一人になって夢を実現させ、次の世代を担う
ビッグアイディアの仲間入りをしませんか。
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TALK FUSIONの利点
即時の支払い
他社は週ごと或いは月ごとに支払いをしていますが、
「即時」
に支払うことを実現したのはTalkFusionが世界で初めて、
そして世界で唯一の会社です。
今、上げた収入が、今、手に入ります。
国際市場
Talk Fusionのアソシエートと顧客がいる国は、現在140カ国にのぼり、
その数は増えつつあります。
あなたのビジネスに国境はありません。
私達はカスタマイズされた世界トップレベルのマーケティングウェブサイト、
シンプルで質が証明されたトレーニング資料、刺激を受ける
プロモーションビデオを用意して、
あなたが国際的な成功を収められるよう準備しました。
これで、
あなたの住んでいる町でも、世界の向こ
う側でも、
あなたのビジネスに打ち込んでくれるチームを作ることが可能です。
あなたの顧客ベース：誰でも、
そして全ての人を
Talk Fusionのオールインワン・ビデオソリューションはビデオのパワーでオンラインコミュニケーションをいっそう引き立てます。
日常の個
人使用からEメールマーケティングまで、
またはビジネス会議や福祉事業など、何でもオーケーです。
どんな人でもどんなビジネスでも、
あ
なたの顧客になり得ます。
追加収入
Talk Fusionはアソシエートに二つの世界の利点を提供します：素晴らしくお手ごろな値段で、素晴らしい製品価値の品物を。当社のビデオ
マーケット製品の優秀な機能、高い需要、お手ごろな価格が、
あなたの収入をさらに高めていくことでしょう。
あなたのグループが、一人一
人の顧客を大切に育てていきます。
承認と賞与
即時支払いプランの一環として、
トップの成績を収めた人々や優秀な成績の人々には、ボーナスや世界トップクラスの報償が用意されて
います。
ランクを上昇して、夢のライフスタイルをつかみましょう。5つ星のホテルに泊まる、
自分のメルセデスベンツを運転する、
ローレッ
クスの高級腕時計で自分の成功を確認、Talk

Fusionから進呈される、
カスタムデザインの金とダイヤモンドの記念指輪を自身の人生に

おける成功の印として祝福する。
自分が達成したことを、認めてもらいたいと思いませんか？
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ファーストスタート・ボーナス
登録されているアソシエートまたは顧客が製品パッケージを購入するたびに、
ファーストスタートボーナスが貰えますることができます！
• Executive Package - ボーナスの額は$20 米ドル
• Elite Package - ボーナスの額は $60 米ドル
• Pro Package - ボーナスの額は $120 米ドル
自分で月間プランを売りそれが維持されると、
ファーストスタート・ボーナスとし
て毎月米ドルで10ドルが支払われます。
ファーストスタート・ボーナスに制限はありません。すべてのファーストスタート・
ボーナスは即時に支払われます。
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チームコミッション
Talk

Fusionのアソシエートとして重要なのは、
しっかりと定着した顧客の基

盤を作りことと、あなたと共にそれをしてくれるアソシエートのチームを作り
上げることです。
それぞれの製品には
「セールスボリューム
（SV)」
と呼ばれるポイントがあります。
Product Packages:
		

• Executive Package - 100 SV

		

• Elite Package - 300 SV

		

• Pro Package - 600 SV

月間プラン: 20 SV
顧客とアソシエートに販売した製品の販売量が得点となって、
ビジネスを構

件のうち１つを満たさなければなりません。
：
・ 自分でスポンサーしたアソシエートで、現在月間プランに登録してい
る人が左右のレッグに１人ずついなければなりません。
または
・自分でスポンサーしたアソシエートで、現在月間プランに登録してい
る人が左右のレッグに１人ずつと、自分でスポンサーした顧客で現
在月間プランに登録している人が１人いなければなりません。
あなたのTalk Fusionビジネスは バイナリーツリーの形態で設定されて
います。左右のレッグに最低100 GSVが加算されると、あなたの
サイクル が展開し、即座に米ドルで２５ドルの収入となります。使われ
なかったGSVは持ち越されます。

築していきます。最初の製品購入及び月間プランによってあなたのチーム
が蓄積したポイントは、
グループセールスボリューム (GSV)と呼ばれます。
チームコミッションを得るには 条件を満たす必要があります。:
最低量のパーソナル・セールスボリューム (PSV)を達成し* 、次の２つの条

YOU

*詳細は「よくある質問」の１８ページにある、質問５をご覧ください。

このイラストレーションはTalk Fusionの支払いプランの方法を表しています。結果が必ずこうなるわけではありません。Talk Fusionはビジネスの成功を
保証してはいません。Talk Fusionのアソシエートの収入については、
このドキュメントの最後にある収入開示表の統計をご覧ください。
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チームコミッションの計算
Talk Fusionのアソシエートはチームコミッションとして、毎週米ドルで最高５万
ドルの収入を得ることも可能です。

個人的にスポンサーしたアソ
シエート

YOU

グループでスポンサーしたア
ソシエート
LEFT TEAM

あなたの左レッグには２100 SVが、
そして右レッグにも2100 SVがありま
す。
これで２1サイクルが生じ、あなた
は 525 ドルの収入を得ました。

RIGHT TEAM

John
600 SV

Ann
300 SV

Amy
300 SV

Ken
100 SV

Kim
100 SV

Joe
100 SV

Jane
600 SV

Jill
300 SV

Mark
100 SV

Sue
100 SV

Frank
100 SV

Pat
600 SV

Mary
600 SV

Jack
300 SV

$525 USD
このイラストレーションはTalk Fusionの支払いプランの方法を表しています。結果が必ずこうなるわけではありません。Talk Fusionはビジネスの成功を
保証してはいません。Talk Fusionのアソシエートの収入については、
このドキュメントの最後にある収入開示表の統計をご覧ください。
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メガマッチボーナス
メガマッチボーナス
メガマッチボーナスで、
あなたが自分でスポンサーしたアソシエートのチームコミッションのうち10％がさらに追加されます。
例えばジョンをスポンサーして、
彼のチームコミッションが $300 米ドルだった場合、
あなたはさらに$30 米ドルを得ることができます。
メガマッチボーナスは即時に支払われます。ボーナスの数に制限はありません！
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メガマッチボーナス
私達はお客様を大切にします
！
お得な価格で他では見られない価値。Talk Fusion は企業、福祉団体、そして
世界中の人々にとって理想的な、
これ一つですべてオーケーのマーケティング
製品です。
こうした最新の製品で、人々の関係を築く完璧な方法を生み出して他
を引き離し、、製品やサービス（または日常の出来事）を身近な人たちや世界中
の人たちとシェアできます。

3人獲得すれば無料！
自分でスポンサーした顧客で現在月間プランに登録している人がその月に３人
いれば、あなたのその月の月間プランは無料になります！

お返しするのはいいことです。
Talk Fusionの企業文化は還元することです！だからアソシエートはみんな、福祉団体に寄付する
ためのチャリティ口座を持っているのです。支援と援助を提供して、福祉のための資金集め活動
に大きく貢献できることを示しましょう。
またTalk Fusionのビデオ製品を使って重要な福祉活動
を人々に知らせることもできます。
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顧客プール
毎月、
Talk Fusionは自分でっ最も多く新しい顧客をスポ
ンサーしたトップ20人のアソシエートに、
最高 $1,000 米
ドル のキャッシュボーナスを進呈しています。
条件を満たしたアソシエートであれば、
どのランクであ
っても顧客プールに参加できます。自分でスポンサーし
た顧客が増えるほど、
収入も増えて生きます！

ボーナスを得るには、一定の月の内にに最低 3 人の新し
い顧客を自分でスポンサーする必要があります。

1ST

$1,000

2ND

$900 米ドル

3RD

$800 米ドル

4TH

$700 米ドル

5TH

$600 米ドル

6TH

$500 米ドル

7TH

$400 米ドル

8TH

$300 米ドル

9TH

$200 米ドル

10TH

$150 米ドル

米ドル

11TH- 20TH $100 米ドル
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ランクの到達と認識
Talk Fusion は人々の成功を世界トップクラスの報奨で認識します。
ランクが上昇すると、
功績を讃えるバッジやボーナスが進呈されるだけでなく、
トップの
成績を収めた人々にはなへの報奨旅行や、
豪華なローレックス腕時計、
人生最大の功績を記念する金とダイアモンドの指輪、
そして贅沢なメルセデスベ
ンツまでもがあなたの物に。
2つのビジネス
センターを追加

詳細は18ペー
ジをご 覧ください。

５つ星の休暇

詳細は12ページをご
覧ください。

ブロンズ

サイクル: 1

シルバー

サイクル: 5

2スター

ゴールド

サイクル: 10

ダイアモンド

サイクル: 30

1スター

サイクル: 20

サイクル: 100

3スター

サイクル: 50

トリプルダイ
アモンド
サイクル: 200

ダブルダイ
アモンド

サイクル: 150
メルセデスマッドネ
スカーボーナス

詳細は14ページをご
覧ください。

リーダーシッププール - 1%

リーダーシッププール - 1.5%

リーダーシッププール - 2%

詳細は15ページをご
覧ください。

詳細は15ページをご
覧ください。

詳細は15ページをご
覧ください。

ブルーダイ
アモンド

ロイヤルブル
ーダイアモンド

アンバッサダー・
ブルーダイアモンド

サイクル: 500

ダイアモン
ドエリート

サイクル: 250
ローレックスの腕時計
詳細は13ページをご
覧ください。

サイクル: 1500

グランドブル
ーダイアモンド
サイクル: 1000

リーダーシッププール - 1.25%

詳細は15ページをご
覧ください。

サイクル: 5000

プレジデンシャル・
ブルーダイアモンド
サイクル: 2500

リーダーシッププール - 1.75%

詳細は15ページをご
覧ください。

インペリアル・
ブルーダイアモンド

サイクル: 7500
*個人のスポンサー量
が最大グランド・
ブルーダイアモンドまた
はそれ以上が左右の両方
のレッグに一人ずつ。

メルセデスベンツ車両購入
詳細は14ページをご
覧ください。

リーダーシッププール - 2.25%

詳細は15ページをご
覧ください。
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５つ星の休暇

ダイアモンドになってGO DIAMOND 旅行に
行こう！
スーツケースとパスポートの用意はいいですか。-

Talk

Fusion はあなたの成功をスタイリッシュにお祝いします！ト
ロピカルな南国からトレンディーな大都市まで、
あなたが一
生懸命働いてきた成果への褒章として、無料の旅行に御招
待します。
エキゾチックな国々や息も止まるような景観をお
楽しみください。忘れられない思い出となる旅先で、
アソシ
エートの皆さんは自分の夢をはぐくみ、
そして世界のトップ
リーダー達と未来への希望を分かち合えることでしょう。
ダイアモンドランク以上のアソシエートには、
このような素
晴らしい招待旅行を用意しています。
報奨についてはバック
オフィスの報奨についてのページをご覧ください。
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ローレックス腕時計の報償
今がそのとき 成功のチャンスです。
1905年以来、ローレックスの名は栄誉、功績、イノベーショ
ンの象徴として知られてきました。だからこそTalk Fusion
はローレックスをアソシエートの成功を表すマイルストー
ンとして選んだのです。
デザインは男性用、女性用が選べます。ローレックスの腕
時計は上品なスタイルと贅沢さの象徴であり、コミッショ
ンランクのダイヤモンドエリートを達成し、それを最低2週
間続けて維持したアソシエートに贈られます。
ローレックスを贈られるほどの地位を維持しているグルー
プは、それほどありません。自分達の成績を維持し続けよ
うとする、Talk Fusion の優秀なアソシエートたちに、
この
豪華なローレックス腕時計を進呈するのは、当然のことと
言えるでしょう。

Rolex®はローレックス・ウォッチ U.S.A., Incの登録商標です。登録商標、登録名、デザイン、著作権、ロゴ、その他同社の特徴となる知的財産はすべ
て、ローレックスのみが所有権を持ちます。無断複写・転載を禁じます。
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メルセデス・マッドネス
メルセデスベンツの新車を運転しませんか？

メルセデスベンツは世界で最も古く、
最も敬意を
受けている車のブランドです。高い基準の質とエ
ンジニアリングを誇るブランドです。おしゃれで
高級感溢れるメルセデスベンツを運転するとい
うことは、
Talk Fusionなら自分の夢を実現できる
ということを表す、
パワフルなデモンストレーショ
ンなのです。

3 スター

３スターのランクを４週間続けて維持す
ると、米ドルで600ドルのカーボーナスが
進呈されます。
これはイリディウムシルバ
ー C クラスのメルセデスベンツを購入
または36ヶ月リースする費用に使うこと
ができ、
購入かリースのどちらかが先に条
件を満たした時に使用できます。
DIAMOND ELITE

ダイアモンドエリートランクを達成し、
そのランク
を52週間のううち32週間続けて維持したアソシ
エートには、当社がこのモデルを進呈します。イリデ
ィウムシルバーCクラス・メルセデスベンツ.

Mercedes-Benz®はダイムラー・クライスラー社の登録商標です。無断複写・転載を禁じます。
ダイムラー・クライスラー、
メルセデスベンツ、北米メルセデスベンツ、
またはいずれの会社の関連会社も、Talk
Fusionのメルセデス・マッドネス報償プログラムと提携関係或いはスポンサーになっていません。
メルセデスベンツの名前は、車のブランドを特定するためのみに使われており、
メーカーまたは配給会社との
提携関係などを表すものではありません。すべてのブランドネーム、登録商標、尊く命はそれぞれの所有者の所有財産です。
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リーダーシッププール
「リーダーシッププール」
とは、
ブルーダイヤモンド以上
と認定された方が獲得することができるレベニューシェ
アリング「ボーナスプール」
です。
ブルーダイヤモンド以
上と認定されたアソシエイトは世界中のトークフュージ
ョンが売り上げた総販売数の一定の割合の分配を受け
ることができます。

RANK		

%

Blue Diamond

1%

Grand Blue Diamond

1.25%

Royal Blue Diamond

1.5%

Presidential Blue Diamond

1.75%

Ambassador Blue Diamond

2%

Imperial Blue Diamond

2.25%
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記念の指輪
マイルストーンが成功を表示
金は長い歴史の中で品質と優良さを表す基準とされてき
ました。
ダイアモンドは完璧さの頂点に立ちます。
この二つ
が一緒になって、情熱、やる気、影響力への、他に類を見な
い賞与となるのです。
見事な成功を収めたアソシエートにTalk Fusionは、豪華な
白金にダイアモンドをちりばめた記念リングを進呈します。
このエレガントな指輪は私達の精神を象徴するものであ
り、人々の注目を集めるようにデザインされています。周り
の人々はきっとたずねるでしょう：
「Talk Fusionって何者？」

記念の指輪は年に一度、人生を記念するマイルストーンとなる収入を
得たアソシエートに進呈されます。:$250,000 米ドル, $500,000 米ドル,
及び $1,000,000 米ドル.
*
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重要な用語
バイナリーツリー
これはビジネスを構成する組織です。一人が右と左二つのチームを作ります。
ビジネスセンター
Talk Fusionの組織の中であなたが位置している場所が、あなたのビジネスセンターです。
セールスボリューム (SV)
それぞれの製品には「セールスボリューム（SV)」
と呼ばれるポイントがあります。Talk Fusionの即時支払いプランは、
このポイントを基にしています。
パーソナルセールスボリューム (PSV)
自分で製品を注文したり、顧客に製品を販売することにより、
自分で生み出したセールスボリューム。
グループセールスボリューム (GSV)
アソシエートとアソシエートのダウンラインの顧客が購入した分の販売量です。
現在登録している人
現在、
月間プランに登録している顧客またはアソシエート。
資格
条件を満たすには、最低量のPSVを得る必要があり、
さらに次の2つの条件のうち1つを満たさなければなりません。
：
1.自分でスポンサーしたアソシエートで現在登録している人が左右のレッグに1人ずついる。
2.自分でスポンサーしたアソシエートで現在登録している人が左右のレッグのどちらかに1人いて、
しかも自分でスポンサーした顧客で現在登録している
人が1人いる。
注意事項：あなた自身の注文はどんなコンミッションであっても、それに加算されません。
顧客
Talk Fusionの製品パッケージを購入したけれどアソシエートになっていない、個人或いはビジネス組織を顧客と呼びます。
サイクル
アソシエーションが得るチームコミッションの要因となるSVの蓄積量。一回のアソシエートのサイクルでは100SVが左右のレッグで蓄積されます。
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よくある質問
1. どうやって即時に支払われるのですが？
支払いは自動的に行われます！今日売り上げがあれば、あなたのコミッショ
ンは即時にあなたの PAYLUTION® E-ウォレット口座に振り込まれます。

4. もし資格が無くなったら、
自分のコミッションはどうなるのですか？
あなたのコミッションは14日間保存されます。
この期限内に条件を満たした場
合にコミッションが進呈されます。

2.   PAYLUTION® E-ウォレットの口座はどうやって開くのですか？
最 初 のコミッションを 貰う時 に 、バックオフィス のコミッション ペ ー
ジ に 必 要 事 項 を 記 入してくだ さい 。必 要 事 項 を 記 入 すると5 日以 内
に、PAYLUTION® E-ウォレットの口座が自動的に設定されます。次に Talk
Fusionから確認のEメールが送信され、さらにPAYLUTION®から口座を
有効化する方法がEメールで送信されてきます。得られるべきコミッシ
ョンはすべて即時に PAYLUTION® E-ウォレット口座に振り込まれます。

5. どうしたら最小限のパーソナルセールスボリュームの条件を満たすことができま
すか?
一回にパーソナル・セールスボリューム（PSV）を最低100点、生み出さなければ
なりません。そしてPSVを毎月20点維持してください。

注意事項: 毎月 $3.00 米ドル の手数料がかかります。
3.    チームコミッションを貰うにはどうしたらいいですか？どうしたらその資格を
維持できますか？
条件を満たすには 最低量の PSVを達成し、
さらに次の2つの条件のうち1つ
を満たさなければなりません。:
1. 自分でスポンサーしたアソシエートで現在登録している人が左レッグ
及び 右レッグにいる。
2. 自分でスポンサーしたアソシエートで現在登録している人が左右のレ
ッグのどちらかに 1人いて、
しかも自分でスポンサーした顧客で現在
登録している人が1人いる。

6. 複数のビジネスセンターを持つことは可能ですか？
はい。初めてダイヤモンドのランクに到達すると、左右両方のレ ッグに新たにビ
ジネスセンターが1つずつ、元のビジネスセンタ ーのフロントラインとして配置
されます。新しいビジネスセンタ ーでは、配置された日から新たにセールスボリ
ュームのカウント が始まります。
7.    それぞれの製品パッケージのセールスボリュームはどれだけですか？
• Executive Package 		
(100 SV)
• Elite Package 			
(300 SV)
• Pro Package			
(600 SV)
8. そ
 の月間プランのセールスボリュームはどれだけですか？
月間プランで20SV獲得できます。

注意事項：あなた自身の注文はどんなコンミッションであっても、それに加
算されません。
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よくある質問続き
9.  自分のグループの中で売った各製品に対して、最高どのくらいのセールスボリュー
ムがもらえますか。
エグゼクティブアソシエイトはチーム内におけるすべての製品販売に対して
以下の販売数を獲得できます。
Executive (100 SV)
Elite (100 SV)
Pro (100 SV)
Elite アソシエイトはチーム内におけるすべての製品販売に対して以下の販売
数を獲得できます。
Executive (100 SV)
Elite (300 SV)
Pro (300 SV)
プロアソシエイトはチーム内におけるすべての製品販売に対して最大販売数
を獲得できます。
Executive (100 SV)

12. コミッシ

ョンランクと記念ランクはどう違いますか？
コミッションランクは現在あなたが得ている収入のランクです。
これはコ
ミッションウィーク内でのセールスボリュームとその他の支払いプラン
に必要な必要条件によって決定されます。記念ランクは、あなたがこれ
までに到達した最高のランクです。
13. Talk

FusionブランドのVisa® デビットカードはどのようにしたら貰えるので
すか？
コミッションを貰う段階で PAYLUTION® E-ウォレット口座が設定され、そ
の時にTalk FusionブランドのVisa® デビットカードをオーダーすることが
できます。
カードは手数料$15 米ドルで、世界中多数の国で使うことがで
きます。
14. リーダーシッププール・ボーナスはどうしたら得られるのですか？
リ ー ダ ー シ ップ プ ー ル の 資 格 を 得 る に は 、ブ ル ー ダ イ ア モ ン
ド ま た は そ れ 以 上 の 販 売 ボ リュ ー ム を 、1ヶ 月 の うち 4 週 間 達
成 する 必 要 が ありま す。リー ダ ー シップ プ ー ル の コミッション
は 、必 要 量 が 達 成 さ れ た 月 の 翌 月 の 2 0 日 に 支 払 わ れ ま す 。

Elite (300 SV)
Pro (600 SV)
10. 一週間に得られる収入に上限はありますか？

Talk Fusionのアソシエートは最高$50,000 米ドル をチームコミッションとして得
ることが可能です。
しかし、
ファーストスタートボーナスまたはメガマッチボーナ
スには上限がありません。
11. コ
 ミッションサイクルはどうやって得られるのですか？
左右両方のレッグにセールスボリュームが100（SV)あれば、
コミッションサイ
クルを得ることができます。一回に$25 米ドル のコミッションサイクルが得ら
れます。

15. アソシエイト1名が獲得することができるリーダーボーナスプールの分配は
どのくらいですか？
個人アソシエイト1名は、
リーダーシッププールの最大25％まで獲得す
ることができます。例えば、
リーダーシッププール総額がUSD1万ドルで
資格対象アソシエイトが1名しかいない場合、
このアソシエイトは総額
USD2500ドルを受け取る対象となります。資格対象アソシエイトが4名
以上いる場合、
リーダーシッププール総額を等分することとなります。言
い換えれば、資格対象アソシエイト10名はそれぞれUSD 1000ドルを獲
得できます。
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よくある質問続き
16. 顧客プールボーナスを貰うにはどうしたらいいですか？
毎月、一定の期間に新しい顧客を最も多く自分でスポンサーしたアソシエート20
人に、ボーナスが支給されます。その月の顧客プールボーナスを貰うには、自分
で少なくとも3人の新しい顧客をスポンサーしなければなりません。
17. 顧客プールで、一人のアソシエートはいくらまで得られますか？
まれ得るのは一月につきボーナスひとつです。ボーナスは以下のように配給され
ます。
T
• 1位 - $1,000 米ドル

• 7位 - $400 米ドル

• 2位- $900 米ドル

• 8位 - $300 米ドル

• 3位 - $800 米ドル
• 4位- $700 米ドル

• 9位 - $200 米ドル

• 5位 - $600 米ドル

• 10位 - $150 米ドル

• 6位 - $500 米ドル

• 11-20位 - $100 米ドル ずつ

18. 顧客プールボーナスはいつ受け取れるのですか？
顧客プールボーナスは、ボーナスが生じてた後の月の10日に支払われます。
19.     セールスボリュームは無料のチャリティ口座とどのような関係がありますか？
チャリティ口座は無料なので、セールスボリュームは発生しません。
20.  自分が得たコミッションには手数がかかりますか？
あなたの Eウォレットにコミッションが振り込まれるごとに、手数料として $0.40 米
ドル が差し引かれます。

22.  月間プラン料金を使ってお金を貯めることはできますか？
アソシエートと顧客は、プリペイド/全額支払いオプションの一つを選
び、
月間プラン料金を最高20％まで割り引きにすることができます。
23.  セールスボリュームは一定の期間を過ぎると無効になりますか？
いいえ。次のどれかに該当していればSVは維持されます。
· 自分でスポンサーしたアソシエートが現在登録している。
または
· 自分でスポンサーした顧客が現在登録している。
しかし、上記の条件が30日間達成されていない場合は、蓄積された全て
のセールスボリュームが失われ、０になります。1度失われたセールスボ
リュームは取り戻すことができません。
24. コ
 ミッションを貰っていなくてもTalk Fusionのアソシエートでいられ
ますか？
もし6ヶ月続けてコミッションを得られなかった場合は、アクティブでな
いと見なされ、アソシエート契約が打ち切られます。
しかし、もし当社の
製品の月間プラン契約を続けている場合は、顧客と見なされます。もし
月間プランをキャンセルしたい場合は、特別にIキャンセルを要請してく
ださい。 注意事項：最低1年間の月間プラン料金を前払いしているアソ
シエートは、前払いしている期間中、顧客というカテゴリーになることは
ありません。

21. 製品を購入するのはTalk Fusion の個人アソシエートになるために必要なことですか？
アソシエートは個人アソシエートになるため、あるいはTalk Fusionの支払いプラ
ンに参加するために、Talk Fusionの製品を個人で購入する必要はありません。
注意事項：あなた自身の注文はどんなコンミッションであっても、それに加算さ
れません。
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特別なメッセージが

創設者でありCEOである

り新しいアソシエー

全に販売努力にかかっているということを

なぜ？

理解してください。
それには一生懸命働くこ

Talk Fusionでは、アソシエートを統率するリーダー

と、辛抱強いこと、
リーダーシップがあるこ

達は、言葉にできないような犠牲も払わなければ

ボブ・レイナ氏か			 り、トをスポンサーした
そうしたアソシエ
ート達に私が学んだこと
ら寄せられています。 を教えたりしていました。ミ

とが必要で、そしてこうした要因をうまく使

成功できない、ということを理解しています。その

っていくことが要求されます。
また自分自身

ような犠牲を払うべきか決めるのはあなた自身で

スもたくさんしましたし、電話代

のボスになり、チームを育て、
しっかりした

す。当社は皆さんが成功するために必要なものを

構築を作るには時間がかかります。

すべて提供します。手ごろな値段で購入できる世界

		

の方がコミッションより多い時が何ヶ月

一

生権働くことが重要です。

も続いたりしました。でも貴重な「自由時

人々はよく、直販ビジネスで成

間」を犠牲にしても、やり続けました。それ

功するこつは何かと質問しま

は一人で働いているよりチームワークで

直接販売は 2年から5年のプランが必要で
す。4-6ヶ月ではリタイヤできません。.自分
のビジネスの状態を評価するポイントに

最高の製品や、即時に支払うコミッション、最高の
カスタマーサービスとトレーニングがその例です。
しかし成功するには自分で成功したい、
と思わなけ

す。でも
「特別なしかけ」なんていうのはあ

収入を得ることの方が、ポテンシャルがあ

りません。切望、犠牲、懸命に働くという要

ると見抜いたからです。
しかし同時に、直

素が時には必要だということはわかって

接販売がビジネスのチャンスを作ること

います。でも、
こうした要素をもってしても

に気がつききました。自分が汗を流して働

確実な成功は保証できません。

いた分だけ、見返りが多いということです。

20年前に直販ビジネスを始めた時、私は

個人のアソシエートとして Talk Fusionに入

い時間」を犠牲にし、他のこともあきらめ

フルタイムの警察官でもありました。
「正

ろうと考えているなら、
これは大変重要な点

て仕事に一生懸命打ち込む心の準備があ

規の仕事」を週に40時間以上しながら、電

です。
：追加収入を得る機会は実際にありま

ってこそ、追加収入が入ってくる機会を得

Talk Fusionのマーケティング資料に掲載されてい

話やミーティングで顧客ベースを作った

すが、
Talk

られるのです。

る収入は、それが必ずしもTalk

Fusionのビジネスの成功は、
完

達するだけでも 最低 一年はかかります。
でも、
このシステムに従って毎週7-8時間
かけて仕事をしていけば、一年後にはもう
後戻りしたくない、
と思える状況に達する
ことでしょう。
しかし、自分の「居心地のい

ればいけません。
トレーニングコールに出席しない
でテレビを見るか、生の放送にログインしたり見込
み客をフォローアップする代わりにショッピングに
行くか、それはあなた次第です。Talk Fusionが提供
する物はすべて利用してください。でも、私達以上
にあなた自身が成功したいと思わなければなりま
せん。

Fusionのアソシエ

ートがTalk Fusionの即時支払いプランを通して得
られる収入というわけではありません。Talk Fusion
の即時支払いプランで得られる収入について表現

収入はお約束できません。
どんな会社であろうと、
すぐにリッチになれる、
などという約束はすべきでない、
というのが私の考えです。
残念なが
ら、
直接販売産業の会社の中には、
アソシエートになればすぐに正社員並みの収入が得られる、
或いは時によってはもっと多額の収入がほん
の少しの働きで得られるとほのめかす会社もあります。
そのため職説販売業を新しく始めた人たちはがっかりして、
すぐに辞めてしまいます。

したり言動している資料は、分かりやすく説明する
ためだけの理由で使われています。
ここに出ている
数字は実際に得られる収入や利益を保証したり、
予想したりするものではありません。Talk Fusionは

しかし、実際には直接販売においてほとんどのアソシエートが「十分な収入」を得ていません。大多数の人々は何も収入がありませ

どのアソシエートにも、いかなるレベルの収入や

ん。Talk Fusionも同じです。人によっては製品のディスカウントを受けられるので当社に参加します。
また、人によっては製品のディスカウ

利益を保証いたしません。そのような

ントを受け、さらに多少の収入も得られるので当社に参加します。
アソシエートの中の少数の人たちはいわゆる
「正社員並み」の収入を

表現や収入の保証は虚偽行為となり

得ていますし、
どの産業でも同じように、一握りの人たちは「トップ収入」を得ています。私はこれをあえて皆さんにお伝えします。それは私

ます。

は皆さんにすべての情報を知っていただきたいし、
この産業の中で当社がこれまでにないほど誠実な会社であると信じているからです。

結論

あなたが成功すれば当社も成功します。だからもちろん、あなたに成功してもらいたいのです。あとは「汗を流したぶんだ
け」戻ってくるというわけです。それだけは、あなたの代わりにしてあげることはできません。ななたの夢を実現するのに必
要なレベルを目指して、しっかり働く意思が必要です。事実は、ほとんど人々が、自分の求める結果を得るのに必要な犠牲を
払う覚悟ができていません。Talk Fusionまたは他の職説販売産業のビジネスにおいて成功している人々は、このビジネスにおいては何年もかけて一生懸命働
く必要があり、それに見合う量と適切な仕事の仕方が要求されるということを理解しています。
私は皆さんが、直接販売をひとつのプロのキャリアとして見ていただくよう望んでいます。他の産業と違って直接販売は、あなたが持っている才能そしてチ
ームが持っている才能を育て、さらに力を与える機会を提供します。ビジネスにおいて成功とは、知的に、感情的に、経済的に発展するチャンスを得るこ
と、また回りの人々にポジティブな援助の手を差し伸べられるということを意味します。
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収入開示書
2018 年アソシエート全員の給与の範囲
収入幅
(通貨 米ドル)

アソシエー
トの %

ビジネスの
平均及び中
央地 # モ
ード

収入幅
(通貨 米ドル)

アソシエー
トの %

ビジネスの平
均及び中央地
# モード

収入幅
(通貨 米ドル)

アソシエート
の %

ビジネスの平
均及び中央地
# モード

収入無し

58.90%

4.98

$2,500.01 - $5,000.00

0.85%

18.10

$30,000.01 - $50,000.00

0.04%

42.08

$0.01 - $50.00

14.04%

5.21

$5,000.01 - $7,500.00

0.27%

22.32

$50,000.01 - $75,000.00

0.02%

51.02

$50.01 - $250.00

15.09%

6.34

$7,500.01 - $10,000.00

0.13%

25.05

$75,000.01 - $100,000.00

0.01%

56.35

$250.01 - $500.00

4.40%

9.07

$10,000.01 - $15,000.00

0.12%

27.60

$100,000.01 - $150,000.00

0.009%

56.65

$500.01 - $1,000.00

3.43%

11.11

$15,000.01 - $20,000.00

0.07%

34.28

$150,000.01 - $200,000.00

0.006%

57.78

$1,000.01 - $2,500.00

2.47%

13.89

$20,000.01 - $30,000.00

0.05%

36.85

$200,000.01 +

0.015%

74.94

こうした数字は期待される収入や利益を保証したり予測するものではありません。これらの数字にはビジネス上アソシエートにかかった経費は含まれていませ
ん。Talk Fusionは経済的成功を保証いたしません。Talk Fusionのビジネスにおける成功は販売努力の成功によってもたらされます。そのためには一生懸命働く必要
があり、熱心さ、スキル、粘り強さ、能力、リーダシップが必要になります。成功できるかどうかは、このような要因をいかに使っていくかにかかってきます。

23
22

