
達成条件をクリアされた皆さまを対象に、
今人気上昇中のメキシコ、プラヤ デル カルメンを
満喫できる海辺の高級リゾート、
パラダイサス ラ エスメラルダ リゾート
5泊6日の旅へご招待いたします！

メキシコ ゲッタウェイ プロモーション



北アメリカ、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカのメンバーが
対象となります。

• 五つ星リゾートホテルの宿泊券
• リゾートにふさわしい豪華な食事
• 魅力的なグループアクティビティ、ツアー、エンターテイメント
• OGだけの特別なトレーニングやセッション
• その他、様々な特典をご用意しています！

報奨旅行に含まれる特典は？



プロモーション期間中(11ヶ月間)に獲得した
合計ポイントの上位300名が、

報奨旅行の参加資格を得られます。
※最低でも125ポイント必要です。

オルガノの製品や優れたオポチュニティーを
多くの人とシェアすることで、

資格達成に必要なポイントを様々な方法で
獲得することができます。

資格達成条件は？
プロモーション期間

2016年9月1日～2017年7月31日



メンバーは、オルガノの製品や優れたオポチュニティーを多くの人とシェアすることで、
資格達成に必要なポイントを様々な方法で獲得することができます。

1. 直紹介者がいずれかのプロモーショナル セールスパック(PSP)を購入した場合

2. ユニレベルにおいて、2レベル目のダウンがいずれかのPSPを購入した場合
　 　　　　 

3. 直紹介者が期間限定のプロモーショナル	パック(日本未発売)を購入した場合
→4ポイント

4. ひと月の自己購入分(リテール	カスタマーの購入分を除く)が100PVある場合
→3ポイント
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その100PVをオートシップで購入した場合はさらに3ポイント加算される
→6ポイント

5. スターアチーバーの達成でひと月毎に	→2ポイント
また、スーパースターアチーバーの達成でひと月毎に→6ポイント

a. ゴールドパック	→10ポイント
b. シルバーパック	→4ポイント
c. ブロンズパック	→2ポイント

a. ゴールドパック	→5ポイント
b. シルバーパック	→2ポイント
c. ブロンズパック	→1ポイント



※プリファードカスタマープログラムが適応する国のみ対象となります。（日本は対象外）

8.	あなた自身が過去に達成した最高ランクを再度クリアした場合
　	→ひと月毎に10ポイント

a.	VIP	コンサルタント	→10ポイント
b.	プラチナ	コンサルタント	→20ポイント
c.	プラチナ	エリート	コンサルタント	→30ポイント	
d.	サファイア	→40ポイント	
e.	ルビー	→50ポイント
f.	 エメラルド	→75ポイント	

6.	プリファード	カスタマーを1名登録するごとに	　　　　　　　　　　　　　
	　→1ポイント

　　　　　　
7.	新規でランクを達成した場合のボーナスポイント



まずは

125ポイント獲得
を目指しましょう。
(最小)

• プロモーション期間中(11ヶ月間)に資
格達成の最低条件である125ポイント
をクリアし、さらに上位300名に入りま
しょう！

• 上位25名を対象に、さらなるスペシャ
ル特典やホテルルームのアップグレー
ドが用意されています！

• 11か月間オルガノをより多くの人とシ
ェアすることに全力を尽くし、他では
経験できない特別な報奨旅行へと出
かけましょう！



メキシコ ゲッタウェイ プロモーション：
“ダイヤモンド エクスペリエンス”

“ダイヤモンド	エクスペリエンス”でプラヤ	デル	カルメンを満喫しましょう！

Open to all participating countries!

• ホテルルームやアメニティのアップグレード
• 達成者を対象としたダイヤモンド	アクティビティ
• オルガノ	アクティビティの特別シート
• 旅費の一部をサポート
• オリジナルツアーやスパの招待券



達成条件：

I. 1ベットスイートルーム
II. メイン申請者の旅費(＄500まで)と準申請者の旅費(＄500まで)の
計＄1000を上限にサポート

III.	シカレ海浜公園(Xcaret	Park)ツアーの2名様分チケット
(申請者および準申請者)

1. ダイヤモンド、ブルー	ダイヤモンド、ブラック	ダイヤモンド、
またはそれ以上のランクを新規で達成すると、報酬旅行に加えて
ダイヤモンド	エクスペリエンス	アクティビティへの参加資格が得られます。
（※アップグレードはブルー	ダイヤモンド以上が対象となります）

2. 下記ランクを3か月以上維持すること。	
a. ダイヤモンド：
1ベットスイートルーム+メイン申請者の旅費(＄500まで)をサポート

b. ブルー	ダイヤモンド：
1ベットスイートルーム+メイン申請者の旅費(＄500まで)と準申請者の
旅費(＄500まで)の計＄1000を上限にサポート

c. ブラック	ダイヤモンドおよびそれ以上：
ダイヤモンド	エクスペリエンスの全サービスが適応されます。



プロモーション
ガイドライン



プロモーション期間中(11ヶ月間)に獲得した合計
ポイントの上位300名が、報奨旅行の参加資格を
得られます。※最低でも125ポイント必要です。

その他、プロモーション期間内に、ダイヤモンド以上のラン
クを新規で達成すること、または既にダイヤモンド以上を達
成されている方がダイヤモンド以上のランクを3か月以上維
持することで、報奨旅行だけでなく、よりハイグレードのサー

ビス受けることができます。(“ダイヤモンド	エクスペリエンス”)

プロモーション期間内(2016年9月1日～2017年7月31日ま
での11ヶ月間)に、必要な資格達成条件をクリアする必要が
あります。

概要



特典の詳細
プロモーション期間中の合計ポイント上位25名を対象に、
ホテルルームのアップグレードやその他特典が用意されています。	

また、“ダイヤモンド	エクスペリエンス”を達成された方は、
ワンランク上の特典やサービスを手にすることができます。
1.	ダイヤモンド、ブルー	ダイヤモンド、ブラック	ダイヤモンド、またはそれ以上のラ
ンクを新規で達成すると、報酬旅行に加えてダイヤモンド	エクスペリエンス	アク
ティビティへの参加資格が得られます。

　		（※アップグレードはブルー	ダイヤモンド以上が対象となります）

2.	下記ランクを3か月以上維持すること。

a.	ダイヤモンド：
　	1ベットスイートルーム+
	　メイン申請者の旅費(＄500まで)
　	をサポート
b.	ブルー	ダイヤモンド:
　	1ベットスイートルーム+
　	メイン申請者の旅費(＄500まで)
	　と準申請者の旅費(＄500まで)
　	の計＄1000を上限にサポート
c.	ブラック	ダイヤモンドおよび
　	それ以上:
　	ダイヤモンド	エクスペリエンスの	
　	全サービスが適応されます。
ⅰ.	 1ベットスイートルーム
ⅱ.	 メイン申請者の旅費(＄500まで)
と準申請者の旅費(＄500まで)

				の計＄1000を上限にサポート
ⅲ.	シカレ海浜公園(Xcaret	Park)
　	ツアーの2名様分チケット
　	(申請者および準申請者)



ポイントの計算方法
直紹介者または2レベル目のダウンが、プロモーショナルセールスパック(PSP)を購入
した場合にポイントが発生します。

スポンサリング活動による獲得ポイント：

直紹介者が期間限定のプロモーショナル	パック(日本未発売)を購入した場合
→4ポイント獲得

• 直紹介者：ゴールドパック→10ポイント、シルバーパック→4ポイント
	　ブロンズパック→2ポイント
• 2レベル目：ゴールドパック→5ポイント、シルバーパック→2ポイント
	　ブロンズパック→1ポイント



ひと月の自己購入分(リテール	カスタマーの購入分を除く)が100PVある場合は
3ポイント獲得、またその100PVをオートシップで購入した場合はさらに3ポイントが
加算され、ひと月に6ポイント獲得できます。

スターアチーバーの達成でひと月毎に2ポイント獲得、
またスーパースターアチーバーの達成でひと月毎に6ポイント獲得できます。

プリファード	カスタマーを1名登録するごとに1ポイント獲得できます。
*プリファード	カスタマー	プログラムが適応する国のみ対象。(日本は対象外)

新規でランクを達成した場合、ボーナスポイントが獲得できます。

あなた自身が過去に達成した最高ランクを
再度クリアした場合はひと月毎に10ポイント
獲得できます。

a. コンサルタント→10ポイント
b. プラチナ	コンサルタント	→20ポイント
c. プラチナ	エリート	コンサルタント	→30ポイント
d. サファイア	→40ポイント
e. ルビー	→50ポイント
f. エメラルド	→75ポイント



注意事項
1) プロモーション期間中、毎月100PQV(リテール カ
スタマー分を含む)を達成すること。
また、報奨旅行の日程に不都合がないこと。
2) 皆さまのポイント獲得状況は事前にご案内できませ
ん。また資格達成の最低条件である125ポイントを下
回る場合や、毎月の100PQV購入未達成、その他資格
達成条件をクリアしていない場合は報奨旅行へ参加で
きません。全ての条件を達成する必要があります。
3) 返品や交換等で獲得ポイントに変動が生じる場合で
も、オルガノは一切の責任を負いません。
4) 獲得ポイントはプロモーション期間を過ぎても変動
することがありますので、グループの購入履歴を記録し
ておくことをお勧めします。
万が一、獲得ポイントに不一致がある場合は2017年8
月2日までにご連絡ください。それ以降は反映出来か
ねます。
5) 他のメンバーへポイントの譲渡はできません。
なお、報奨旅行終了後に製品の返品が生じた場合、
その損害に対して請求を申し立てることがあります。
6) 1つのアカウントにつき1つのパッケージ旅行
(2017 Playa del Carmen Getaway Package)が
与えられます。参加権利はプロ―モーション終了時に
メイン申請者へ渡ります。
7) 同室の使用を条件に、1アカウントにつき1名までゲ
ストを招待することが可能です。その場合、アカウント
登録者1名の出席が必要です。
またゲストの追加にはオルガノ社の承認が必要となり
ますので、メールにてお知らせください。
達成者は追加に伴い発生する費用について責任を負う
ことが義務付けられます。なお、現在または過去にオル
ガノのメンバーだった方をゲストとして招待することは
出来ません。
8) プロモーション期間中にダイヤモンド以上のタイト
ルを3か月維持する方法で達成した方は、パッケージ旅
行のアップグレード対象となります。
8.1) 2017年10月1日～6日、パラダイサス ラ エスメ
ラルダリゾート(2名1室)の5泊6日宿泊チケット

8.2) 豪華ディナー
8.3) 特別トレーニングやセッション
8.4) 魅力的なグループアクティビティ、ツアー、
エンターテイメント等
9) ブルー ダイヤモンド以上のタイトルを新規
達成する方法で達成した方もパッケージのアッ
プグレードの対象となります。
10) オルガノは、独自の裁量で、本プログラムの
権利を留保します。
個々またはグループ全体のインセンティブ内容
の変更は同等またはそれ以上の内容へ変更する
ことがあります。
11) 達成された方には、その旨が記載されたメ
ールを2017年8月21日前後にお送りします。
エラーで送信が不可能な場合は達成の権利が
破棄されることがありますのでご注意ください。
配信されるメール内容には、参加登録用リンク
やその他重要な情報が含まれます。
12) オルガノが本プログラムに関する詳細を決
定できるよう、達成者は速やかに参加条件を確
認し、登録を完了してください。
13) 20歳に満たない方は参加できません。達成
した場合でもその資格は破棄されます。
14) オンラインでの参加登録時に年齢を確認し
ます。なお、参加登録手続きは2017年9月1日ま
でに必ず済ませてください。それ以降は達成の
権利が破棄されます。
15) 事前に承諾がとれた場合、参加者のお名前
や感想等を掲載することがあります。違法でな
い限り、オルガノから支払われる特別な報酬はあ
りません。
16) プラヤ デル カルメン到着までにかかる交
通費は各自の自己負担となります。また、”ダイ
ヤモンド エクスペリエンス”を達成したメンバー



への旅費サポート(＄500まで)は、参加確認がとれ
た方のみ報奨旅行終了後15営業日以内にお振り
込みいたします。
17) ビザやパスポートの提出が必要な場合があり
ます。到着までに必要なビザやその他書類は、各
自責任を持って事前に自国の領事館で取得してく
ださい。
18) ゲストを招待する場合、料金のお支払いに際
してクレジットカード利用同意書の提出が必要とな
ります。クレジットカード利用同意書は報奨旅行終
了15日後に廃棄されます。
19) 参加資格を達成した方が不参加の場合でも、
旅行費用を現金で受け取ることはできません。ま
た参加を辞退される場合には、その旨を記載した
書面を2017年9月1日までにメールでお送りくだ
さい。
20) 予告なしに旅行内容や日程に変更がある場合
もございますので、予めご了承ください。


