世界で最初の即時払い
支払いシステム

合意書発行日: 2018年2月21日

特別なメッセージが
創設者でありCEOである ボブ・レイナ氏か

Talk Fusion は全く新しいタイプの企業です。世界初の
即時支払いプランは、業界のどの支払いプランとも異な
ります。当社は世界初の、
コミッションを即時に支払う会
社です
（セールスが発生してから3分後です）
。
しかも、
目覚しい業績を納めた人々には、世界トップクラスのボ
ーナスと報奨を用意しています。
直接販売ならあなた自身の才能を生かし、
チームワーク
の力で収入を得ることができます。
成功はあなたの努力
と行動にかかっています。成功はあなたを知的に、精神
的に、
そして経済的に成長させてくれます。
しかも、周り
の人々にポジティブな影響を与えることもできるのです。
自分のチームを作り、Talk Fusionのビジネスを成長させ
ていくことで、
モチベーションの源となる夢を実現するチ
ャンスが開かれます。
はっきり言っておきましょう。
：Talk Fusionほど良いチャ
ンスはありません。－ そして今ほど良い時はありませ
ん。Talk Fusionは既に、
世界中で多くの人々と彼らの友
人や家族、
そして地域の人々の人生や生活を、完全に変
えてしまいました。
さあ、今度はあなたの番です。
敬具
ボブ・レイナ
創設者でありCEOである ボブ・レイナ氏か
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始める

ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3

参加するTalk
Fusion

チームビルダ
ーになる

チームリーダ
ーになる

1から3までのステップを実行し、
あなたのチームのメンバーに
も同じことをしてもらってください。
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Talk Fusionの契約にサインすると、
支払

ステップ 1
参加する
Talk Fusion

いプランに登録する権利が得られます。

登録すると、
自分で製品パッケージを1つ

販売するたびに10％のファーストスタート
ボーナスが貰えます。

アドバイス」:
• ビ
 ジネスを開始して成長させ
る最良の方法は、実際に製
品をビジネスのために使うこ
とです。
！
•ま
 ず自分に一番合った製品
パッケージを選び、受賞実績
を誇る当社のビデオ製品を
使って新しい顧客やチームメ
ンバーをあなたに惹きつけま
しょう。
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ファーストスタート・ボーナス
あなたの顧客、或いはあなたのチームメンバーとして登録し
た人が製品パッケージを購入すると、
あなたには販売料金の
10％が収入として入ってきます。
• 9
 9ドルのVideo Email パッケージを販売すると、10ドル
の収入となります。
• 4
 99ドルの Video Suiteパッケージを販売すると、50ドル
の収入となります。
• 1
 ,499ドルの Proパッケージを 販売すると、150ドルの収
入となります。
製品を売るほど収入も増えます。

ファーストスタート・ボーナス:
• 即時の支払い

• 販売する製品の数に制限はありません。
• 収入を増大させるパワフルな方法です！
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ステップ 2
チームビルダ
ーになる

Talk Fusionのビジネスは2本の木の形態を
とっています。
2つのチームを作ってスタート
します。
：左右に1つずつです。
自分で製品を2つ
（左右に1つずつ）
販売す
ると、
あなたはチームビルダーとなります。
これでビジネスを育てる大切な基盤ができ
ました。
しかもチームコミッションを得る資
格も得たことになります。

アドバイス」:
• 最初の72時間でチームビ
ルダーになる！

今日

左

右
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チームコミッション
それぞれの製品にはセールスボリュームというポイントがついています。
あなたの組織の中で製品が販売される
か、
或いは月間プランが支払われると、
アップラインに対してセールスボリュームが発生します。
このポイントが貯まると、
あなたにはチームコミッションが支払われます。
：2つのチームのうちボリュームが少ない
方のセールスボリュームのパーセンテージ。
チームコミッションの２０％を素早く得る方法！
アソシエートになれば誰でも最初からチームコミッションの１０％が貰えます。
それを2倍の20％にするには、
２
つの方法があります。
以下の２つの方法のうち１つを1回だけ達成すれば、後は永久に２０％のコミッションが貰えます。
オプション１ランクを上げて 2 Star
あなたのチームが1度 2,000 GSV (Group Sales Volume)を、ボリュームの少ないレッグの方で コミッションウ
ィーク以内に達成すれば、あなたのランクは 2 Star となり、チームコミッションの20％を貰うことができます。
オプション400-400 PSV (Personal Sales Volume)を達成する。
2つ目のオプションは400 PSV を両方のチームで達成し、同時に月間ボリューム25 PSV を両方のチームで
達成することです自分で製品を売ったときに得られるPSVは以下の通りです。Video Email パッケージなら
40 PSV 、Video Suite パッケージなら200 PSV 、Pro パッケージなら 600 PSV が貰えます。
例１：あなたは、
左のレッグで1つの Pro を、
右のレッグでも１つの Pro を自分で売りました。
それぞれの Pro Pack
は 600 PSV, の価値がありますから、
あなたは既にチームコミッションの20％を得たことになります。
こんなに簡単！
例2：友人のジムは 200 PSV を左と右のレッグにそれぞれ持っているだけです。
ジムにできることは２つありま
す。
：現状維持して10％のチームコミッションを得る。
またはもっと多くの製品を自分で売る。左と右のレッグで1
度 400 PSV を達成すれば、
ジムも20％のコミッションを得られます。
オプション1
ランクを上げて2 Star
オプション2

左チーム

右チーム

最 初の製 品 販 売 :

最 初の製 品 販 売 :

月間プランの支払い:

月間プランの支払い:

最 初の製 品 販 売 :

最 初の製 品 販 売 :

月間プランの支払い:
25 PSV またはそれ以上

月間プランの支払い:
25 PSV またはそれ以上

40 PSV
5 PSV

400 PSV

40 PSV

チームコミッション%
10%

5 PSV

400 PSV

20%

チームコミッション:

• 即時の支払い
• $150,000一週間に得られる収入
• 自分で販売したかどうかにかかわらず、
無制限のレベルまで収入が！
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チームコミッションの計算t7
それぞれの製品パッケージのセールスボリュームは以下の通りです。
：
Video Email - 40 SV
Video Suite - 200 SV
Pro - 600 SV
example 1

左
1,000 GSV

右
2,500 GSV

支払い済みのボリューム1,000 SV
まだ支払われていない1,500SV(右）
は先に持ち越されます。

10％を得る条件：100ドル
20％を得る条件200ドル

example 2

左
5,000 GSV

右
5,000 GSV

支払い済みのボリューム5,000 SV
0SV は先に持ち越されます。

10％を得る条件：500ドル
20％を得る条件1000ドル
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ステップ 3
チームリーダ
ーになる

次の目標はチームリーダーになることです。
あ
なたが自分でスポンサーした人々2人に、彼らも
それぞれ右と左のチームを作れるよう、方法を
教えてあげてください。
これで彼らもあなたと同
じようにチームビルダーになれます。
チームリーダーとしての収入：
√ ファーストスタート・ボーナス
√ メガマッチボーナス

√ より多くのチームコミッション
√ メルセデス・マッドネス

君は

√ ５つ星の休暇

√ ローレックス腕時計の報償
左

右

√ 記念の指輪

アドバイス」:
• 最初の1週間でチームリーダーに
なる。
YOU
• 真剣に収入を増やしたいなら、
Left
Right
左右のチームでそれぞれ1人以
上のチームリーダーを育てる必
要があります！
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記念の指輪
ランク

セールスボリューム（ボリュームが少ないほうのレッグ）

Gold

500

1 Star

1,000

2 Star

2,000

3 Star

3,000

Diamond

10,000

Double Diamond

20,000

Triple Diamond

30,000

Diamond Elite

40,000

Blue Diamond

50,000（どちらかのチームに自分でスポンサーしたダブルダイアモンド以上のランクが、2人いなければなりません。）

Grand Blue Diamond

100,000 (どちらかのチームに自分でスポンサーしたトリプルダイアモンド以上のランクが、2人いなければなりません。）

Royal Blue Diamond

150,000 (どちらかのチームに自分でスポンサーしたダイアモンドエリート以上のランクが、2人いなければなりません。）

Presidential Blue Diamond

250,000（両方のチームに、自分でスポンサーしたブルーダイアモンド以上のランクの人が最低2人必要。）

Ambassador Blue Diamond

500,000（両方のチームに、自分でスポンサーしたグランドブルーダイアモンド以上のランクの人が最低2人必要。）

Imperial Blue Diamond

750,000（両方のチームに、自分でスポンサーしたロイヤルブルーダイアモンド以上のランクの人が最低2人必要。）

認識ランク

これまで到達した最高ランク。
上位優秀ラ

ンクは年次企業イベントで表彰されます。

コミッションランク

あなたが現在収入を得ているランク。
コミッシ
ョンウィークの期間中に貯めたセールズボリ
ューム
（SV）
を基にしています
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メガマッチボーナス
いち早くチームリーダーになれば、
あなたにもメガマッチボーナスを貰えるチャン
スが。
：あなたが自分でスポンサーしたアソシエートから発生する、
チームコミッシ
ョンのパーセンテージです。
あなたのランクがあがるほど、
メガマッチボーナスも
さらに大きく！
メガマッチボーナスの額は、
過去4週間のうちの2週間であなたのコミッションラン
クがどれだけ上がったかにかかってきます。

ランク

1st
世代

Gold

10%

1 Star

10%

2 Star

10%

3 Star

10%

Diamond

2nd
世代

3rd
世代

4th
世代

5th
世代

6th
世代

7th
世代

8th
世代

9th
世代

10th
世代

10%

5%

5%

Double Diamond

10%

5%

5%

Triple Diamond

10%

5%

5%

Diamond Elite

10%

5%

5%

Blue Diamond

10%

5%

5%

5%

Grand Blue Diamond

10%

5%

5%

5%

5%

Royal Blue Diamond

10%

5%

5%

5%

5%

5%

Presidential Blue Diamond

10%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Ambassador Blue Diamond

10%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Imperial Blue Diamond

10%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5% 2.5% 2.5%
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メルセデス・マッドネス
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。
ダイアモンド以上のランクを4週間持続して
維持すれば、1,000ドルのボーナスを、ベース
モデル・イリジウムシルバーCクラスメルセデ
スベンツの購入代金全額または、36ヶ月のリ
ース代金の一部として受け取ることが出来ま
す。
詳細はバックオフィスの規約をご覧ください。
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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５つ星の休暇
南国の島から世界で最も贅沢な都市まで、努力の末の素晴らしい業績には
素晴らしい報奨が待っています。
エキゾチックで息も止まるほど美しい場所へ
の旅行や、
トップリーダーを集めたパーティー。
こうした忘れがたい、期間限
定の、
トップリーダー達だけに用意されたプロモーションで、
あなたも自分の
夢を再確認し他のリーダー達と互いにモチベーションを高めあってください。

5つ星の旅行プロモーションとその
取得条件については、バックオフィ
スのインセンティブページをご覧く
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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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。
Talk Fusionは成功を収めたトップリーダ
ー達に、
ダイアモンドをあしらったス晴らし
い白金の記念指輪* を提供いたします。
* 指輪は毎年、
人生を記念する特別マ
イルストーンを達成した人々に贈られま
す。
250,000ドル、
500,000ドル、
1,000,000
ドル
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知っておくべき重要事項
セールスボリューム (SV)
各製品パッケージにはポイントが付いています。
：Talk Fusion の支払いプランはこのポイントの貯蓄数を基準としています。
パーソナルセールスボリューム (PSV)
自分自身の販売量から発生するセールスボリューム
グループセールスボリューム (GSV)
ダウンラインの全購入量に対するセールスボリューム
修飾された
条件を満たすには：左右のチームで最低40点のPSVを生み出す。
これをできるのは一度のみ。
条件を維持するには：左右のチームで最低5点の月間PSVを維持する。
条件を維持するとこんな特典が：
・チームコミッションを貰える
・メガマッチボーナスを貰える権利を維持
・世界トップクラスの報奨が待っている
もし条件を満たすことが出来なかったら：
・コミッションは7日間保留されます。
その期間中に条件を満たせば、
コミッションを貰うことができます。
チームの段階
ダウンラインにいるそれぞれの人の親：子供（スポンサー：顧客）の関係を基準とします。
あなたがスーをスポンサーして、
スーがジムをスポンサーした場合、
スーはあなたの第1段階、
ジムは第2段階になります。
2本の
木のシステムで、彼らがどの位置にいようと
（またはどのレベルでも）関係ありません。
チームコミッションのパーセンテージ
左右のチームにおける、最初の製品パッケージの売り上げから最低40PSVを得て、
さらに最低の月間PSV５を両方のチームで
維持する。
：ボリュームが少ない方のチームでGSVの10％を得る。
左右のチームにおける、最初の製品パッケージの売り上げから最低400PSVを得て、
さらに最低の月間PSV2５を両方のチーム
で維持する。
：ボリュームが少ない方のチームでGSVの20％を得る。
100SV 単位で増加
収入の上限
チームコミッション:
ダイアモンドエリートまで：1週間に最高1万ドル
ブルーダイアモンド：1週間に最高1万５０００ドル
グランドブルーダイアモンド：1週間に最高２万ドル
ロイヤルブルーダイアモンド：1週間に最高２万５０００ドル
プレジデンシャルブルーダイアモンド：1週間に最高50,000ドル
アンバサダーブルーダイアモンド：1週間に最高100,000ドル
インペリアルブルーダイアモンド：1週間に最高150,000ドル
メガマッチボーナス:
決められた4週間の期間中、
あなたが2回にわたって到達した最高のコミッションランクにより決定されます。
3つ星まで：1週間に最高500ドル
ダイアモンド以上：上限無し
ファーストスタートボーナスに上限はありません。
顧客
Talk Fusionの製品パッケージを購入した人。
関連付ける
支払いプランに登録した人。
月間プラ
各製品パッケージの月間プランにはSVポイントが付いています。
Video Emailパッケージには 5 SV
Video Suite には25 SV

Pro パッケージには 25 SV
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最後に

特別なメッセージ 創設者でありCEOである

生権働くことが重要です。

人々はよく、直販ビジネスで成 功するこつは何かと質問しま す。
でも
「特別な
しかけ」なんていうのはありません。切望、犠牲、懸命に働くという要素が時に
は必要だということはわかっています。
でも、
こうした要素をもってしても確実
な成功は保証できません。
20年前に直販ビジネスを始めた時、私はフルタイムの警察官でした。昼間の
仕事で週に40時間以上働きながら、電話で人と話したりミーティングに出たり
して顧客ベースを作り、新しい人をサインアップして、彼らに私が学んだことを
教えました。
ミスもたくさんしましたし、電話代の方がコミッションより多い時
が何ヶ月も続きました。
でも貴重な「自由時間」
を犠牲にしても、やり続けまし
た。
それは一人で働いているよりチームワークで収入を得ることの方が、ポテ
ンシャルがあると見抜いたからです。
しかし同時に、直接販売がビジネスのチ
ャンスを作ることに気がつきました。
自分が汗を流して働いた分だけ、見返り
が多いということです。
Talk Fusionに参加しようと考えているなら、
この重要な点を覚えておいてくだ
さい。
：確かに副収入を得る可能性は大きいのですが、
あなたがTalk Fusion
のビジネスから得るものは、製品を販売する努力のみにかかっているというこ
とです。
これには大変な努力と、根気とリーダーシップが必要となります。
そし
て、
こうした資質をあなたがどのように活用するかが重要な点です。
また自分
自身のボスになり、チームを育て、
しっかりした構造を作るには時間がかかり
ます。
直接販売には2年から5年の計画が必要です。4-6ヶ月でリタイヤするわけには
いきません。
自分のビジネスがどれだけ成長したか評価できる地点に到達す
るまで、最低1年はかかります。
しかし、
このシステムをしっかりフォローし、1
週間に7～10時間ぐらいをコンスタントに費やしていくことを1年続ければ、
も
うそこで辞めることなど考えられなくなるでしょう。
しかし、自分の「居心地の
いい時間」を犠牲にし、他のこともあきらめて仕事に一生懸命打ち込む心の
準備があってこそ、追加収入が入ってくる機会を得られるのです。
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「最後に」のつづき
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。
残念なことに直接販売業界の中には、
少ない労働力で正社員並みの収入か、
あるいは
もっと多くの収入を得られると豪語する会社もあります。
そのため直接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。
現実は、
直接販売ビジネスにおいてほとんどの人は
「多額の収入」
を得ていないし、
大多数は全然収入を得てい
ません。
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。
いわゆる
「正社員
並みの収入」
を得ているのは、
ほんの一握りの人々です。
他の企業と同様に
「最高の収入を得ている人々」
は少人
数なのです。
私はこれをあえて皆さんにお伝えします。
それは私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。
なぜ？Talk Fusionの中心となる経営部は、
成功するためには言葉にできないほどの犠牲を払う必要があることを
理解しています。
そのような犠牲を払うべきか決めるのはあなた自身です。
当社は皆さんが成功するために必要
なものをすべて提供します。
手ごろな値段で購入できる世界最高の製品や、
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。
Talk Fusion,のマーケティング資料で表現されている収入は、
かならずしも、
個人がTalk Fusion,の即時支払いプ
ランに参加したことによって得られる収入を表している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,は誰に対しても、
一定のレベルの所得や収入を保証いたしません。
；実際の収入として表示したり保証し
たりすることは虚偽の行為です。

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。実際にはほとんどの人々
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や他の直接販売産
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、
精神的に、
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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すべてのアソシエートの2018年収入幅

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。
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