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株式会社 ソシエゴ 

ソシエゴビジネスについて 

登録手続きについて 

所在地　　〒103-0002  東京都中央区日本橋馬喰町1丁目8番1号　高木ビル3F 

電　話　　TEL.03-3668-8222　FAX.03-3668-8202 

設　立　　平成13年4月5日 

資本金　　3,000万円 

代表者　　代表取締役　山下　清 

（1）ソシエゴのビジネスは、会員相互の協力によって成り立つビジネスです。 

株式会社ソシエゴでは、会員の皆様からお預かりした資金を運用（エンターテイメントコンテンツビジネス）

して、その利益を会員の皆様に平等分配するマーケティングプランを採用しています。 

（2）ソシエゴのビジネスに参加するには、特定負担として、特定の商品を購入し、ソシエゴ会員として登録す

ることが必要です。 

（3）会員は、特定利益として、紹介実績やグループ実績に応じてボーナスを受け取ることが出来ます。又、株

式会社ソシエゴが、資金運用した利益配分を、ボーナスとして、受け取ることも出来ます。 

（4）ビジネスを行う際には、会員規約及び関連法規を遵守して下さい。 

※必要書類に不備があった場合、登録日が遅れます。間違いや記入もれがないようご確認の上、お支払い
後は早急にお送りください。 

振　込　先 

● 銀　　行 ： みずほ銀行 

● 口座名義 ： 株式会社ソシエゴ 

● 支  店  名 ： 横山町支店 

● 口座番号 ： 普通  1 5 9 7 2 1 1

（1）会員登録できるのは、満20歳以上（学生は除く）の方に限ります。 

（2）ビジネス内容を十分理解した上で、会員登録申請書に、登録者ご本人が記入し、署名、捺印して下さい。 

（3）会員登録費用の支払方法及び必要書類 

 ○現　金　株式会社ソシエゴ窓口に下記書類を持参し、直接現金でお支払い下さい。 

登録日は、お支払い頂いた日になります。 

・会員登録申請書（指定のもの）のコピー 

・身分証明書（運転免許証、健康保険証）のコピー 

 ○振込み　株式会社ソシエゴの指定口座にお振込みいただき、下記書類を当社宛にご送付下さい。 

登録日は、振込み確認日になります（但し、書類到着が遅れた場合登録日が変わります） 

・会員登録申請書（指定のもの）の弊社提出用印鑑を捺印して送付してください。 

・身分証明書（運転免許証、健康保険証）のコピー、FAXでも可能 

・振込証明書のコピー 

INFOMATIONMEMBER AGREEMENT

会　員　規　約 

SOCIEGOSOCIEGOSOCIEGOSOCIEGO SOCIEGOSOCIEGOSOCIEGOSOCIE
〒103-0002  東京都中央区日本橋馬喰町1丁目8番1号　高木ビル3F

第1条【会員の資格取得申請と承認】 
1. 申請者は「株式会社ソシエゴ」（以下当社という）概要書面を熟知し、会
員登録申請書に漏れなく記入・署名し、速やかに当社に提出すること。 
申請書は「株式会社ソシエゴ」によって受理され、審査後初めて効
力を発揮します。虚偽または不正な情報が提出されたと判断する場
合、当社は直ちに申請を無効とする権利を有します。 

2. 申請者は、一人の紹介者の系列に資格取得の申請をするものとし、
いかなる場合にも2つ以上の系列に申請することはできません。 
3. 会員を解約等の登録抹消手続きをした場合、6ヶ月間は改めて当会員
への登録申込みはできません。 

 
第2条【会員の責任】 
1. 当会員は高圧的な販売方法や下記にあげるような販売方法をとって
はいけません。 
①顧客が迷惑を覚えるような仕方で販売契約締結勧誘したり、売買
契約の撤回または解除を妨げること。 
②人の判断の不足に乗じ、売買契約を締結させること。 
③契約に関する書面の記載事項について虚偽の記載をさせること。 
④クーリングオフの権利行使を妨げるため、購入者に商品を消費
させること。 

2. 当会員は、国、都道府県、市区町村の、あらゆる法律・条例等を遵守す
る責任を負う。 

3. 当会員は自己の事業に関する決定や支出に対し責任を負う。 
 
第3条【紹介者の責任】 
1. 紹介者は、自分自身と紹介した会員との独立した関係を維持し守ら
なければなりません。 
2. 紹介者は、自らのダウンラインの会員に対して、適切な指導を行
う責任があります。 
 
第4条【会員資格の解除】 
1. 当会員は、クーリングオフの期間経過後であっても自由意志で会員
契約を解除することができます。 

　 契約解除を記載した書面が当社に到着したときに効力を生じます。
（返金は出来ません） 
2. 当社は、契約違反を行った会員との契約を解除する権利を有します。
契約解除を記載した書面が、その会員に到着したときに効力を生じ
ます。 
3. 会員は、何時でも書面での申し出により辞退ができ、それに伴う違
約金又は損害賠償の請求をされることはありません。 
4. クーリングオフ期間終了後に会員登録の解約を行う場合は、辞退と
なります。辞退を行う場合には退会届を当社に提出して下さい。 
5. 辞退・除名その他の失効理由に関わらず、会員資格を失効した会員
はボーナスを受給する権利は一切発生しません。 
6. 会員登録より1年以上が経過している方の場合 
クーリングオフ期間終了後の辞退は、商品代金の返金及びボーナ
スの支払いは一切致しません。 

7. 会員登録より1年経過していない方の場合 
①商品を受取ってから90日以内の商品があれば原則として精算致
します。但し、その商品を売却したり、使用したり、消費している
場合及び故意・過失により商品を滅失・毀損した場合は除きます。
尚、法人会員には返品は認められません。 
②上記①により返品が生じた場合、その商品の引渡しまたは返品の
状況に応じて、以下の解約手数料を頂きます。また解約手数料は、
返品に対する返金を行う際に差し引きます。 
（１）契約だけでまだ引渡していない商品：その代金の10% 
（２）返品された商品：その代金の10%  
（３）返品されない商品(例えば不可抗力で滅失したもの)：その代

金全額 
③キャンセルした商品の購入から発生しているボーナスはご返金
頂きます。 

④上記②及び③の支払いの遅れには法定の遅延損害金が発生し
ます。 

8. 平成16年11月10日までに会員登録を行われた方の場合 
入会からの期間に関わらず、上記 6. に該当します。 
 
第5条【販売活動】 
当会員は、個人顧客に商品を販売することができます。販売活動に際
して、特定商品取引に関する法律に抵触するような表現方法で商品を
勧めることをしてはいけません。 
 
第6条【会員資格の譲渡及び相続】 
会員資格は譲渡又は相続できます。その際、当社に書面を提出し承認
を得なければなりません。 
 

第7条【商品の購入、交換、返品、払い戻し】 
1. 当会の会員が商品を購入できるのは、当社へ直接購入の申込みを行っ
た場合のみです。 
当会員には一切の在庫義務はありません 

2. 会員が購入する商品はすべて同一価格です。また、当社はこの価格
を事前の通知なく変更する権利を有します。 

3. 当社は、配送された商品が不良品だった場合は返品に応じ、正規良品
と交換します。商品交換の要請は、購入商品到着日より20日以内に
なされなくてはなりません。この際発生する費用は当社が負担します。 
4. 期間経過後の会員の都合による商品の返品・交換は、事前に当社の
承認が得られたものに対してのみ返品・交換に応じます。 
この際発生する費用は当該会員の負担とします。 
 
第8条【株式会社ソシエゴ名・商標等の使用】 
当会員は、当社の書面による承諾なしに、当該団体名、商標、商品名、
著作物の一部又は全部を使用して、印刷物、ビデオ等を製作したり販
売したりしてはいけません。当社は、常に使用許可を取り下げる絶対
的な権限を有します。また、いかなる媒体にも承認なく、広告・宣伝す
ることはできません。 
 
第9条【各種収益】 
販売実績により収益を受け取る資格のある会員に対し配当金が当社
より支払われます。毎月20日で辞め切り、翌月25日にそれぞれの会員
本人の口座へ振り込まれます。支払日が金融機関の休日にあたる場合、
翌営業日となります。収益の支払にかかる一切の経費として、振込み
一件につき事務手数料として1,000円を徴収し、残金を振り込みます。 
 
第10条【契約の変更】 
本契約の内容は法令等の変更や社会情勢の変化により変更されるこ
とがあります。 
当社は当会員への通知を持って会員契約書、配当プラン、会員規約に
変更を加える権限を持ちます。 
変更後も会員であり続けることにより、契約の変更を承認したものと
します。 
 
第11条【個人情報の取扱い】 
1. 第三者提供 
　当社は会員登録が完了した後、氏名・住所・電話番号・購入履歴・会
員活動履歴などの会員登録情報（個人情報）を当社（03-3668-8222）
が管理し、以下に該当する場合に限り、第三者に提供することがあ
ります。また当社会員は、それを承認しているものとします。 
①該当会員を管理・監督すべき立場にある会員に対して提供す　る
場合（ただし、この場合はその会員には文書によって提供し、　
住所・電話番号は含みません。）尚、拒絶したい場合には当社（03-
3668-8222）へご連絡下さい。 

②各種通知文書を会員に送付する電算センターに処理を依頼する
等の目的で、業務委託先に対して必要な情報を提供する場合 

③裁判所、警察、又はこれに準じた権限を有する機関から書面によ
る照会があった場合 

2. 個人情報の活用 
　当社は会員登録を行ったお客様に対して、当社のイベント・新商品
情報・ルールの変更等についてＤＭや電子メールや電話で告知する
ことができます。 
3. 機密保持 
　当社会員は、このビジネスにおいて知り得た情報を第三者に対して
開示してはいけません。ただし、正当な理由により、あらかじめ当
社及び該当会員の承認を得た場合は、これに含まれません。またこ
のビジネスにおいて知りえた情報をこのビジネス以外の目的で使
用してはいけません。 
 
第12条【その他】 
1. 概要書面・契約書面及び契約内容の改定 
　当社は、社会情勢の変化・経済事情の変動・各システム変更・関連法
規変更及び遵守に伴い、当社が必要と判断した場合、概要書面・契
約書面及び契約内容（取扱商品・特定負担・特定利益の算出方法等）
を予告なしに追加・訂正・加筆等により改定することがあるものと
し、会員はそれを了承しているものとします。 

2. 管轄裁判所 
　会員と当社の関係における一切の紛争について、当社所在地におけ
る地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。 
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【特定商品取引に関する法律】第37条1項に定められた禁止行為 

紹介者氏名 

住　　　所 

TE L

会員No.

紹 介 日　　  　　年　　　 　月　 　　　日 

あなたがこのビジネスを行うに当たって下記の行為を行いますと、「特定商品取引に関する法律・第37条1項」によって罰せられる事
があります。厳重に注意して下さい。 

この概要書面は【特定商品取引に関する法律】第37条1項によって交付することが義務付けられている書面です。（平成13年6月改正） 
この書面は、株式会社ソシエゴの事業内容を説明した書面です。説明を担当される方は、相手の方が入会されなくても本書面の内容をよく説
明し、紹介者名、住所、電話番号、説明日を記入の上、相手の方へお渡しください。 

概要書面 

入会にあたり内容をよくお読みください。書面の内容をよくご確認の上、大切に保管してください。 

1. 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為 
　このビジネスの説明・勧誘・契約の締結を行うにあたって以下の事項
を行うこと及び以下の事項を教唆することは禁止事項となっており
ます。禁止事項を行った場合は、その行為者が法律によって罰せられ
ます。 
①勧誘に先立ち、勧誘の相手方に以下の事項を明示しないこと 
（１）当社の名称 
（２）紹介者の氏名 
（３）特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘する

目的である旨 
（４）このビジネスにかかる商品の種類 
②以下の事項について不実告知（事実にないことを告げる）事実不告
知（故意に事実を告げない）となる行為また以下の事項について、書
面及び口頭にて説明を行わないこと 
（１）商品の種類 
（２）商品の販売価格 
（３）商品代金の支払時期及び支払方法 
（４）このビジネスの条件とされる特定負担 
（５）このビジネスの契約解除（クーリングオフを含む） 

（６）該当売買契約の申込の撤回又は該当売買契約の解除に関する
事項 

（７）このビジネスに関わる特定利益 
（８）顧客が該当売買契約の締結を必要とする事情（契約を結ぶ動機）

に関する事項 
（９）その他、このビジネス関わる事項であって、相手方の判断に影

響を及ぼす重要な事項 
③契約を締結させるため、又は契約の解除を妨げるため、相手方に威迫、
困惑を与える行為 
④契約の解除を妨げるため、相手方に不実告知または事実不告知を行
うこと 

⑤概要書面を交付しないこと 
⑥概要書面の紹介者記入欄に紹介者の氏名・住所・連絡先を記載しな
いこと、または虚偽の記載をすること 
⑦当社取扱商品のご案内、説明会等の催事への参加を強要すること 
⑧目的を明示せず、一般の人が出入りしない場所で勧誘すること 
⑨会員登録申請書に虚偽の記載を行うこと 
⑩希有な成功例や非現実的な収入例を引用し、あたかも確実に成功す
るかの如き印象を与えて勧誘すること 

クーリングオフについて 
契約書面を受領した日、又は登録時購入分の商品を受領した日のいず
れか遅い方より起算して20日間は、書面により契約を解除（クーリングオ
フ）することができます。またその効力は書面を発信した日（郵便消印日
付）から発生します。クーリングオフを行った場合、商品（未使用分の商
品に限ります）の取引費用は当社が負担し、お客様は損害賠償、違約
金等を請求されることはありません。また、すでに商品代金が支払われ
ている場合は、商品が当社に到着し、未使用であることを確認後、速や
かに返金したします。ハガキにＩＤNo.、氏名、住所、連絡先、紹介者名、

申込日、商品名、商品受領日及びクーリングオフの旨を記入の上、当社
宛に郵送下さい。 
※上記クーリングオフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げ
たことによりお客様が誤認し、又は李伯され困惑したことによりクーリン
グオフができなかった場合は、当社からクーリングオフできる旨の書面
を受領し、その内容について口頭で説明を受けた日から起算して20
日間はクーリングオフができます。 
下記の記入例に従い、郵便ハガキに必要事項を全て記載し、書留郵
便にて郵送して下さい。郵送時よりクーリングオフの効力が生じます。 

行 
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● 支  店  名 ： 横山町支店 

● 口座番号 ： 普通  1 5 9 7 2 1 1

（1）会員登録できるのは、満20歳以上（学生は除く）の方に限ります。 

（2）ビジネス内容を十分理解した上で、会員登録申請書に、登録者ご本人が記入し、署名、捺印して下さい。 

（3）会員登録費用の支払方法及び必要書類 

 ○現　金　株式会社ソシエゴ窓口に下記書類を持参し、直接現金でお支払い下さい。 

登録日は、お支払い頂いた日になります。 

・会員登録申請書（指定のもの）のコピー 

・身分証明書（運転免許証、健康保険証）のコピー 

 ○振込み　株式会社ソシエゴの指定口座にお振込みいただき、下記書類を当社宛にご送付下さい。 

登録日は、振込み確認日になります（但し、書類到着が遅れた場合登録日が変わります） 

・会員登録申請書（指定のもの）の弊社提出用印鑑を捺印して送付してください。 

・身分証明書（運転免許証、健康保険証）のコピー、FAXでも可能 

・振込証明書のコピー 

INFOMATIONMEMBER AGREEMENT

会　員　規　約 

SOCIEGOSOCIEGOSOCIEGOSOCIEGO SOCIEGOSOCIEGOSOCIEGOSOCIE
〒103-0002  東京都中央区日本橋馬喰町1丁目8番1号　高木ビル3F

第1条【会員の資格取得申請と承認】 
1. 申請者は「株式会社ソシエゴ」（以下当社という）概要書面を熟知し、会
員登録申請書に漏れなく記入・署名し、速やかに当社に提出すること。 
申請書は「株式会社ソシエゴ」によって受理され、審査後初めて効
力を発揮します。虚偽または不正な情報が提出されたと判断する場
合、当社は直ちに申請を無効とする権利を有します。 

2. 申請者は、一人の紹介者の系列に資格取得の申請をするものとし、
いかなる場合にも2つ以上の系列に申請することはできません。 
3. 会員を解約等の登録抹消手続きをした場合、6ヶ月間は改めて当会員
への登録申込みはできません。 

 
第2条【会員の責任】 
1. 当会員は高圧的な販売方法や下記にあげるような販売方法をとって
はいけません。 
①顧客が迷惑を覚えるような仕方で販売契約締結勧誘したり、売買
契約の撤回または解除を妨げること。 
②人の判断の不足に乗じ、売買契約を締結させること。 
③契約に関する書面の記載事項について虚偽の記載をさせること。 
④クーリングオフの権利行使を妨げるため、購入者に商品を消費
させること。 

2. 当会員は、国、都道府県、市区町村の、あらゆる法律・条例等を遵守す
る責任を負う。 

3. 当会員は自己の事業に関する決定や支出に対し責任を負う。 
 
第3条【紹介者の責任】 
1. 紹介者は、自分自身と紹介した会員との独立した関係を維持し守ら
なければなりません。 
2. 紹介者は、自らのダウンラインの会員に対して、適切な指導を行
う責任があります。 
 
第4条【会員資格の解除】 
1. 当会員は、クーリングオフの期間経過後であっても自由意志で会員
契約を解除することができます。 

　 契約解除を記載した書面が当社に到着したときに効力を生じます。
（返金は出来ません） 
2. 当社は、契約違反を行った会員との契約を解除する権利を有します。
契約解除を記載した書面が、その会員に到着したときに効力を生じ
ます。 
3. 会員は、何時でも書面での申し出により辞退ができ、それに伴う違
約金又は損害賠償の請求をされることはありません。 
4. クーリングオフ期間終了後に会員登録の解約を行う場合は、辞退と
なります。辞退を行う場合には退会届を当社に提出して下さい。 

5. 辞退・除名その他の失効理由に関わらず、会員資格を失効した会員
はボーナスを受給する権利は一切発生しません。 

6. 会員登録より1年以上が経過している方の場合 
クーリングオフ期間終了後の辞退は、商品代金の返金及びボーナ
スの支払いは一切致しません。 

7. 会員登録より1年経過していない方の場合 
①商品を受取ってから90日以内の商品があれば原則として精算致
します。但し、その商品を売却したり、使用したり、消費している
場合及び故意・過失により商品を滅失・毀損した場合は除きます。
尚、法人会員には返品は認められません。 

②上記①により返品が生じた場合、その商品の引渡しまたは返品の
状況に応じて、以下の解約手数料を頂きます。また解約手数料は、
返品に対する返金を行う際に差し引きます。 
（１）契約だけでまだ引渡していない商品：その代金の10% 
（２）返品された商品：その代金の10%  
（３）返品されない商品(例えば不可抗力で滅失したもの)：その代

金全額 
③キャンセルした商品の購入から発生しているボーナスはご返金
頂きます。 

④上記②及び③の支払いの遅れには法定の遅延損害金が発生し
ます。 

8. 平成16年11月10日までに会員登録を行われた方の場合 
入会からの期間に関わらず、上記 6. に該当します。 
 
第5条【販売活動】 
当会員は、個人顧客に商品を販売することができます。販売活動に際
して、特定商品取引に関する法律に抵触するような表現方法で商品を
勧めることをしてはいけません。 
 
第6条【会員資格の譲渡及び相続】 
会員資格は譲渡又は相続できます。その際、当社に書面を提出し承認
を得なければなりません。 
 

第7条【商品の購入、交換、返品、払い戻し】 
1. 当会の会員が商品を購入できるのは、当社へ直接購入の申込みを行っ
た場合のみです。 
当会員には一切の在庫義務はありません 

2. 会員が購入する商品はすべて同一価格です。また、当社はこの価格
を事前の通知なく変更する権利を有します。 

3. 当社は、配送された商品が不良品だった場合は返品に応じ、正規良品
と交換します。商品交換の要請は、購入商品到着日より20日以内に
なされなくてはなりません。この際発生する費用は当社が負担します。 

4. 期間経過後の会員の都合による商品の返品・交換は、事前に当社の
承認が得られたものに対してのみ返品・交換に応じます。 
この際発生する費用は当該会員の負担とします。 
 
第8条【株式会社ソシエゴ名・商標等の使用】 
当会員は、当社の書面による承諾なしに、当該団体名、商標、商品名、
著作物の一部又は全部を使用して、印刷物、ビデオ等を製作したり販
売したりしてはいけません。当社は、常に使用許可を取り下げる絶対
的な権限を有します。また、いかなる媒体にも承認なく、広告・宣伝す
ることはできません。 
 
第9条【各種収益】 
販売実績により収益を受け取る資格のある会員に対し配当金が当社
より支払われます。毎月20日で辞め切り、翌月25日にそれぞれの会員
本人の口座へ振り込まれます。支払日が金融機関の休日にあたる場合、
翌営業日となります。収益の支払にかかる一切の経費として、振込み
一件につき事務手数料として1,000円を徴収し、残金を振り込みます。 
 
第10条【契約の変更】 
本契約の内容は法令等の変更や社会情勢の変化により変更されるこ
とがあります。 
当社は当会員への通知を持って会員契約書、配当プラン、会員規約に
変更を加える権限を持ちます。 
変更後も会員であり続けることにより、契約の変更を承認したものと
します。 
 
第11条【個人情報の取扱い】 
1. 第三者提供 
　当社は会員登録が完了した後、氏名・住所・電話番号・購入履歴・会
員活動履歴などの会員登録情報（個人情報）を当社（03-3668-8222）
が管理し、以下に該当する場合に限り、第三者に提供することがあ
ります。また当社会員は、それを承認しているものとします。 
①該当会員を管理・監督すべき立場にある会員に対して提供す　る
場合（ただし、この場合はその会員には文書によって提供し、　
住所・電話番号は含みません。）尚、拒絶したい場合には当社（03-
3668-8222）へご連絡下さい。 

②各種通知文書を会員に送付する電算センターに処理を依頼する
等の目的で、業務委託先に対して必要な情報を提供する場合 

③裁判所、警察、又はこれに準じた権限を有する機関から書面によ
る照会があった場合 

2. 個人情報の活用 
　当社は会員登録を行ったお客様に対して、当社のイベント・新商品
情報・ルールの変更等についてＤＭや電子メールや電話で告知する
ことができます。 

3. 機密保持 
　当社会員は、このビジネスにおいて知り得た情報を第三者に対して
開示してはいけません。ただし、正当な理由により、あらかじめ当
社及び該当会員の承認を得た場合は、これに含まれません。またこ
のビジネスにおいて知りえた情報をこのビジネス以外の目的で使
用してはいけません。 
 
第12条【その他】 
1. 概要書面・契約書面及び契約内容の改定 
　当社は、社会情勢の変化・経済事情の変動・各システム変更・関連法
規変更及び遵守に伴い、当社が必要と判断した場合、概要書面・契
約書面及び契約内容（取扱商品・特定負担・特定利益の算出方法等）
を予告なしに追加・訂正・加筆等により改定することがあるものと
し、会員はそれを了承しているものとします。 

2. 管轄裁判所 
　会員と当社の関係における一切の紛争について、当社所在地におけ
る地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。 

郵便はがき  

切手 〒103 - 0 0 0 2

高木ビル3F
東京都中央区日本橋馬喰町1丁目8番1号 

会員氏名 

会員番号 

会員住所 

電話番号 

申 　 込 　 日  

申 込 撤 回 日  

紹 介 者 氏 名  

紹介者会員番号 

紹 介 者 住 所  

紹介者電話番号 

商 　 品 　 名  

数　　　　　量 

金　　　　　額 

上記日付けの申込は撤回し、 
契約を解除致します。 
　　　　　　　平成　　年　　月　　日 

会員自筆 

平成　　年　　月　　日 

平成　　年　　月　　日 

印 

商品販売を行う会員の氏名、住所、電話番号 

【特定商品取引に関する法律】第37条1項に定められた禁止行為 

紹介者氏名 

住　　　所 

TE L

会員No.

紹 介 日　　  　　年　　　 　月　 　　　日 

あなたがこのビジネスを行うに当たって下記の行為を行いますと、「特定商品取引に関する法律・第37条1項」によって罰せられる事
があります。厳重に注意して下さい。 

この概要書面は【特定商品取引に関する法律】第37条1項によって交付することが義務付けられている書面です。（平成13年6月改正） 
この書面は、株式会社ソシエゴの事業内容を説明した書面です。説明を担当される方は、相手の方が入会されなくても本書面の内容をよく説
明し、紹介者名、住所、電話番号、説明日を記入の上、相手の方へお渡しください。 

概要書面 

入会にあたり内容をよくお読みください。書面の内容をよくご確認の上、大切に保管してください。 

1. 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為 
　このビジネスの説明・勧誘・契約の締結を行うにあたって以下の事項
を行うこと及び以下の事項を教唆することは禁止事項となっており
ます。禁止事項を行った場合は、その行為者が法律によって罰せられ
ます。 
①勧誘に先立ち、勧誘の相手方に以下の事項を明示しないこと 
（１）当社の名称 
（２）紹介者の氏名 
（３）特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘する

目的である旨 
（４）このビジネスにかかる商品の種類 
②以下の事項について不実告知（事実にないことを告げる）事実不告
知（故意に事実を告げない）となる行為また以下の事項について、書
面及び口頭にて説明を行わないこと 
（１）商品の種類 
（２）商品の販売価格 
（３）商品代金の支払時期及び支払方法 
（４）このビジネスの条件とされる特定負担 
（５）このビジネスの契約解除（クーリングオフを含む） 

（６）該当売買契約の申込の撤回又は該当売買契約の解除に関する
事項 

（７）このビジネスに関わる特定利益 
（８）顧客が該当売買契約の締結を必要とする事情（契約を結ぶ動機）

に関する事項 
（９）その他、このビジネス関わる事項であって、相手方の判断に影

響を及ぼす重要な事項 
③契約を締結させるため、又は契約の解除を妨げるため、相手方に威迫、
困惑を与える行為 
④契約の解除を妨げるため、相手方に不実告知または事実不告知を行
うこと 
⑤概要書面を交付しないこと 
⑥概要書面の紹介者記入欄に紹介者の氏名・住所・連絡先を記載しな
いこと、または虚偽の記載をすること 
⑦当社取扱商品のご案内、説明会等の催事への参加を強要すること 
⑧目的を明示せず、一般の人が出入りしない場所で勧誘すること 
⑨会員登録申請書に虚偽の記載を行うこと 
⑩希有な成功例や非現実的な収入例を引用し、あたかも確実に成功す
るかの如き印象を与えて勧誘すること 

クーリングオフについて 
契約書面を受領した日、又は登録時購入分の商品を受領した日のいず
れか遅い方より起算して20日間は、書面により契約を解除（クーリングオ
フ）することができます。またその効力は書面を発信した日（郵便消印日
付）から発生します。クーリングオフを行った場合、商品（未使用分の商
品に限ります）の取引費用は当社が負担し、お客様は損害賠償、違約
金等を請求されることはありません。また、すでに商品代金が支払われ
ている場合は、商品が当社に到着し、未使用であることを確認後、速や
かに返金したします。ハガキにＩＤNo.、氏名、住所、連絡先、紹介者名、

申込日、商品名、商品受領日及びクーリングオフの旨を記入の上、当社
宛に郵送下さい。 
※上記クーリングオフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げ
たことによりお客様が誤認し、又は李伯され困惑したことによりクーリン
グオフができなかった場合は、当社からクーリングオフできる旨の書面
を受領し、その内容について口頭で説明を受けた日から起算して20
日間はクーリングオフができます。 
下記の記入例に従い、郵便ハガキに必要事項を全て記載し、書留郵
便にて郵送して下さい。郵送時よりクーリングオフの効力が生じます。 

行 



商 品 名  価 　 格  

商品内容 

再登録 

ソシエゴビジネスについて（DVD約20分） 
エンターテイメントコンテンツ会員限定DVD（予告編）（ゲームソフト引換券付） 
入会のご案内、会員登録申請書の書き方等、教育プログラム 

33,000円 

エンターテイメントコンテンツビジネス提携会社 
昨今の日本経済の中で、急成長している企業は、コンピューター関連事業が大半を占めています。 

その中でも、各種ゲームに関するコンテンツ開発、配信事業は、多大な利益を期待できる事業と考えられます。当社で

は、コンテンツ開発、配信事業者の中で、優良な事業者3社4コンテンツを選出し業務提携の対象としました。 

業務提携会社概要（PROFILE）とコンテンツジャンル 

会社名： 
住　所： 
代表者： 

株式会社 クライマックス 
東京都新宿区大久保1－14－15　三辰ビル5F 
内藤  寛（プログラマー） 

TIE-UP COMPANYMARKETING MARKETING MARKETING

1 ポジション登録 3 ポジション登録 7 ポジション登録 

登録プランについて ボーナス（特定利益）について 

ボーナスの支払い時期・方法 【会員登録にはいくつかの方法があります】 
○毎月20日に締め切り、翌月25日にあなたの口座に振込みます。 

　（締め日が土、日、祭日の場合が翌日分まで締め日として取扱います。） 

○支払日が金融機関の休業日に当たる場合には翌営業日が支払日となります。 

○ボーナス支払総額が10,000円に達するまでは、保留金として管理させていただきます。 

○振込み時に、事務手数料として（振込み手数料含む）１件1,000円差し引かせていただきます。 

■再登録確認書（別紙）により再登録を受け付けます。 

■グランドオープン（2006年3月予定）までは再登録を以下のように制限させていただきます。 

　100%再登録……6回まで　　50%再登録……無制限 

100%再登録の内訳 

上記の表は１人の方の場合です。複数の会員が同時にスタートした場合は複数倍となります。 

DIVISION1 ボーナス取得方法 

DIVISION2 ボーナス取得方法 

DIVISION2 再登録の方法と回数 

①スタンダード ②デラックス ③プレミアム 

商品購入費（消費税、送料込） 
33,000円 

DIVISION1のみに登録されます。 
2人（左右１人ずつ）紹介することで
DIVISION 2に登録されます。 

★DIVISION2登録するには、DIVISION1で自分の直下左右にポジション登録されていることが条件です。 
★どのポジションでも、ボーナスを再登録することで、ブランチ（分身）を作ることができます。但しお一人様10ポジショ
ンまでの再登録とします。 

発生ボーナスを利用し再登録することができます。１ステップボーナス（¥7,000）を再登録すると1つのブランチ（分身）をご自身の組織内
におくことができます。 
ブランチ登録申請書を提出しない場合は上記条件達成後、支払日に現金でのお支払いと成ります。再登録はお一人様10ポジションまでと
制限させていただきます。尚、以下ブランチ登録を希望する場合は、締切日の翌日に1ステップボーナス発生件数を上位・左側優先で自動
的に配置します。 

●バイナリーシステムにより配置され左右対比で

2:5または5:2となった時点で¥7,000が何度で

も受け取れます。 

●DIVISION1のボーナスプランは、バイナリーシステ

ムを採用しています。各ポジションの真下に左右2

つのラインがあり、何人紹介しても、それぞれのポジ

ションからのラインは左右2つです。ポジションはコン

ピュータにより自動的に配置されます。 

●DIVISION2のボーナスプランは、自動構築プランを採用しています。2人紹介か、3ポジショ
ン入会であなたは、三角形の頂点として、登録されます。下部組織は、全国からの入会者
（2人紹介か、3ポジ入会）をコンピューターが自動でつけて行きます。下部2段階組織完成
で、￥14,000のボーナスが受け取れます。 

商品購入費（消費税、送料込） 
99,000円 

DIVISION1に3口登録されます。 
又、DIVISION2に1口登録されます。 
2人紹介すると１口、4人紹介すると2口
DIVISION2に登録されます。 

商品購入費（消費税、送料込） 
231,000円 

DIVISION1に7口登録されます。 
又、DIVISION2に3口登録されます。 
2人紹介する毎に1口ずつDIVISION2に
登録されます。 

YOU

YOU

YOU YOU

YOU YOU YOU YOU

YOU

＋2口 

L R

＋5口 
＋5口 
＋2口 

2：5達成→¥7,000

2：5達成→¥7,000

5：2達成→¥7,000

2：5=1ステップ=¥7,000 
左右どちらかでも2：5または5：2に成る 
毎に¥7,000のボーナスが発生します。 
余った口数は来月に繰り越されます。 

＊このボーナスは何回でも受け取ることができます。 

　但しポジションの重複は対象外とします。 

左図完成で 
￥14,000達成 

再登録 
再登録するには、2つの方法があります。 
  50％...................ボーナスの50％￥7,000で再登録 
  50％.................................................￥7,000受取 
100％..............ボーナスの100％￥14,000で再登録 

エンターテイメントコンテンツビジネス プレジデントクラブの新設（第1次会員数限定） 

エンターテイメントコンテンツビジネスの利益は、会員の皆様に

平等分配する為に、DIVIS10N2の、皆様の下部に上から下

へ、左から右へ、自動的に配置されます。 

　　は、人ではありませんので、頂点となった時には、自動的

に再登録となります。 

この分配を行うことにより、自動構築システムがスムーズに進み 

会員の皆様に平等分配されます。 

分配率：利益×70% ⇒ 内訳　 
50%→DIVISION2の自動構築システム回転に当てる。 

20%→DIVISION2のポジション数で均等分配。 

分配率：利益×70% ⇒ 内訳　 
50%→DIVISION2の自動構築システム回転に当てる。 

20%→DIVISION2のポジション数で均等分配。 

あなたの仕事はただ一つ、DIVISION1に登録し2名以上 

の紹介をして下さい。 

DIVISION2では再登録するかどうかだけです。 

会員特典 
○コンテンツ提携各社の最新コンテンツの一般会員（利用者）獲得を目的としています。 

○ソシエゴ会員は、株式会社ソシエゴから提供される最新コンテンツを紹介し、販売できる。 

エンターテイメントコンテンツビジネスの配当分配 

DIVISION2の配当となります。 

エンターテイメントビジネスの将来性 
当社が提携した3社は、コンテンツ制作会社の中でもカリスマと言われているプログラマーが率いる会社 

ばかりを選択しました。 

大ヒット（たとえばドラゴンクエストのような）した時の利益は、計り知れません。 

当社では提携コンテンツ会社のジャンルが全て違いますので、どこで大ヒットするか楽しみです。 

エンターテイメントコンテンツビジネスで得た収益は会員の皆さんに平等分配されます。 

50％登録 
1つの組織の頂点 

100％登録 
2つの組織の頂点後は、会社全体で自動付け 

50％ 
達成 

100％ 
達成 

100％再登録すると 

￥14,000達成 ￥14,000達成 

再登録回数 ブランチ数 組織数 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
累計 

2 
4 
8 
16 
32 
64

12 
24 
48 
96 
192 
384 
756

再登録回数 

7（50%） 

8（50%） 

9（50%） 

10（50%） 

11（50%） 

累計 

ブランチ数 

64 

64 

64 

64 

64

組 織 数 

384 

384 

384 

384 

384 

2,676

ボーナス　 

¥448,000 

¥448,000 

¥448,000 

¥448,000 

¥448,000 

¥2,240,000

＝ ¥7,000

配当分配  YOU

イメージ 

再登録（ブランチ） 

プレジデントクラブはエンターテイメントビジネスにおける会社販売利益の10%を均等配分して受け取ることが

できるステイタスなポジションで、権利収入を得ることができるクラブです。 

（プレジデントクラブは回転致しません。） 

■新たに4回転で50%のボーナスを受け取り、残り50%（8p）を利用（再登録）してプレジデントクラブへの

参加ができます。 

■1名義の複数口を利用して、DIVISION2のポジションが合計16P以上取得している会員の場合、プレジ

デントクラブに参加ができます。 

　（但し、16Pで8Pのみの登録になり、現金の支払いはありません） 

15歳でプログラマーデビュー。 
1987年『ドラゴンクエストⅢ』・『ドラゴンウエストⅣ』のチーフプログラマーを経て、1990年（株）
クライマックスを設立。設立後、数々のRPGタイトルを手がけ、その販売数は200万本を超える。 
 

会社名： 
住　所： 
代表者： 

株式会社 ディーディーエル 
東京都渋谷区渋谷1－10－3　スタープラザ青山602 
玄田  貢一郎 

会社名： 
住　所： 
代表者： 

株式会社 ディーディーエル 
東京都渋谷区渋谷1－10－3　スタープラザ青山602 
玄田  貢一郎 
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コンテンツジャンル：RPG

コンテンツジャンル：ショッピングサイト 

コンテンツジャンル：携帯電話公式サイトでの配信 

会社名： 
住　所： 
代表者： 

株式会社 ゼオナ 
東京都日本橋馬喰町1－8－1　高木ビル3F 
平賀  健 

4

コンテンツジャンル：アクションパズル（DS・PSP） 



商 品 名  価 　 格  

商品内容 

再登録 

ソシエゴビジネスについて（DVD約20分） 
エンターテイメントコンテンツ会員限定DVD（予告編）（ゲームソフト引換券付） 
入会のご案内、会員登録申請書の書き方等、教育プログラム 

33,000円 

エンターテイメントコンテンツビジネス提携会社 
昨今の日本経済の中で、急成長している企業は、コンピューター関連事業が大半を占めています。 

その中でも、各種ゲームに関するコンテンツ開発、配信事業は、多大な利益を期待できる事業と考えられます。当社で

は、コンテンツ開発、配信事業者の中で、優良な事業者3社4コンテンツを選出し業務提携の対象としました。 

業務提携会社概要（PROFILE）とコンテンツジャンル 

会社名： 
住　所： 
代表者： 

株式会社 クライマックス 
東京都新宿区大久保1－14－15　三辰ビル5F 
内藤  寛（プログラマー） 

TIE-UP COMPANYMARKETING MARKETING MARKETING

1 ポジション登録 3 ポジション登録 7 ポジション登録 

登録プランについて ボーナス（特定利益）について 

ボーナスの支払い時期・方法 【会員登録にはいくつかの方法があります】 
○毎月20日に締め切り、翌月25日にあなたの口座に振込みます。 

　（締め日が土、日、祭日の場合が翌日分まで締め日として取扱います。） 

○支払日が金融機関の休業日に当たる場合には翌営業日が支払日となります。 

○ボーナス支払総額が10,000円に達するまでは、保留金として管理させていただきます。 

○振込み時に、事務手数料として（振込み手数料含む）１件1,000円差し引かせていただきます。 

■再登録確認書（別紙）により再登録を受け付けます。 

■グランドオープン（2006年3月予定）までは再登録を以下のように制限させていただきます。 

　100%再登録……6回まで　　50%再登録……無制限 

100%再登録の内訳 

上記の表は１人の方の場合です。複数の会員が同時にスタートした場合は複数倍となります。 

DIVISION1 ボーナス取得方法 

DIVISION2 ボーナス取得方法 

DIVISION2 再登録の方法と回数 

①スタンダード ②デラックス ③プレミアム 

商品購入費（消費税、送料込） 
33,000円 

DIVISION1のみに登録されます。 
2人（左右１人ずつ）紹介することで
DIVISION 2に登録されます。 

★DIVISION2登録するには、DIVISION1で自分の直下左右にポジション登録されていることが条件です。 
★どのポジションでも、ボーナスを再登録することで、ブランチ（分身）を作ることができます。但しお一人様10ポジショ
ンまでの再登録とします。 

発生ボーナスを利用し再登録することができます。１ステップボーナス（¥7,000）を再登録すると1つのブランチ（分身）をご自身の組織内
におくことができます。 
ブランチ登録申請書を提出しない場合は上記条件達成後、支払日に現金でのお支払いと成ります。再登録はお一人様10ポジションまでと
制限させていただきます。尚、以下ブランチ登録を希望する場合は、締切日の翌日に1ステップボーナス発生件数を上位・左側優先で自動
的に配置します。 

●バイナリーシステムにより配置され左右対比で

2:5または5:2となった時点で¥7,000が何度で

も受け取れます。 

●DIVISION1のボーナスプランは、バイナリーシステ

ムを採用しています。各ポジションの真下に左右2

つのラインがあり、何人紹介しても、それぞれのポジ

ションからのラインは左右2つです。ポジションはコン

ピュータにより自動的に配置されます。 

●DIVISION2のボーナスプランは、自動構築プランを採用しています。2人紹介か、3ポジショ
ン入会であなたは、三角形の頂点として、登録されます。下部組織は、全国からの入会者
（2人紹介か、3ポジ入会）をコンピューターが自動でつけて行きます。下部2段階組織完成
で、￥14,000のボーナスが受け取れます。 

商品購入費（消費税、送料込） 
99,000円 

DIVISION1に3口登録されます。 
又、DIVISION2に1口登録されます。 
2人紹介すると１口、4人紹介すると2口
DIVISION2に登録されます。 

商品購入費（消費税、送料込） 
231,000円 

DIVISION1に7口登録されます。 
又、DIVISION2に3口登録されます。 
2人紹介する毎に1口ずつDIVISION2に
登録されます。 

YOU

YOU

YOU YOU

YOU YOU YOU YOU

YOU

＋2口 

L R

＋5口 
＋5口 
＋2口 

2：5達成→¥7,000

2：5達成→¥7,000

5：2達成→¥7,000

2：5=1ステップ=¥7,000 
左右どちらかでも2：5または5：2に成る 
毎に¥7,000のボーナスが発生します。 
余った口数は来月に繰り越されます。 

＊このボーナスは何回でも受け取ることができます。 

　但しポジションの重複は対象外とします。 

左図完成で 
￥14,000達成 

再登録 
再登録するには、2つの方法があります。 
  50％...................ボーナスの50％￥7,000で再登録 
  50％.................................................￥7,000受取 
100％..............ボーナスの100％￥14,000で再登録 

エンターテイメントコンテンツビジネス プレジデントクラブの新設（第1次会員数限定） 

エンターテイメントコンテンツビジネスの利益は、会員の皆様に

平等分配する為に、DIVIS10N2の、皆様の下部に上から下

へ、左から右へ、自動的に配置されます。 

　　は、人ではありませんので、頂点となった時には、自動的

に再登録となります。 

この分配を行うことにより、自動構築システムがスムーズに進み 

会員の皆様に平等分配されます。 

分配率：利益×70% ⇒ 内訳　 
50%→DIVISION2の自動構築システム回転に当てる。 

20%→DIVISION2のポジション数で均等分配。 

分配率：利益×70% ⇒ 内訳　 
50%→DIVISION2の自動構築システム回転に当てる。 

20%→DIVISION2のポジション数で均等分配。 

あなたの仕事はただ一つ、DIVISION1に登録し2名以上 

の紹介をして下さい。 

DIVISION2では再登録するかどうかだけです。 

会員特典 
○コンテンツ提携各社の最新コンテンツの一般会員（利用者）獲得を目的としています。 

○ソシエゴ会員は、株式会社ソシエゴから提供される最新コンテンツを紹介し、販売できる。 

エンターテイメントコンテンツビジネスの配当分配 

DIVISION2の配当となります。 

エンターテイメントビジネスの将来性 
当社が提携した3社は、コンテンツ制作会社の中でもカリスマと言われているプログラマーが率いる会社 

ばかりを選択しました。 

大ヒット（たとえばドラゴンクエストのような）した時の利益は、計り知れません。 

当社では提携コンテンツ会社のジャンルが全て違いますので、どこで大ヒットするか楽しみです。 

エンターテイメントコンテンツビジネスで得た収益は会員の皆さんに平等分配されます。 

50％登録 
1つの組織の頂点 

100％登録 
2つの組織の頂点後は、会社全体で自動付け 

50％ 
達成 

100％ 
達成 

100％再登録すると 

￥14,000達成 ￥14,000達成 

再登録回数 ブランチ数 組織数 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
累計 

2 
4 
8 
16 
32 
64

12 
24 
48 
96 
192 
384 
756

再登録回数 

7（50%） 

8（50%） 

9（50%） 

10（50%） 

11（50%） 

累計 

ブランチ数 

64 

64 

64 

64 

64

組 織 数 

384 

384 

384 

384 

384 

2,676

ボーナス　 

¥448,000 

¥448,000 

¥448,000 

¥448,000 

¥448,000 

¥2,240,000

＝ ¥7,000

配当分配  YOU

イメージ 

再登録（ブランチ） 

プレジデントクラブはエンターテイメントビジネスにおける会社販売利益の10%を均等配分して受け取ることが

できるステイタスなポジションで、権利収入を得ることができるクラブです。 

（プレジデントクラブは回転致しません。） 

■新たに4回転で50%のボーナスを受け取り、残り50%（8p）を利用（再登録）してプレジデントクラブへの

参加ができます。 

■1名義の複数口を利用して、DIVISION2のポジションが合計16P以上取得している会員の場合、プレジ

デントクラブに参加ができます。 

　（但し、16Pで8Pのみの登録になり、現金の支払いはありません） 

15歳でプログラマーデビュー。 
1987年『ドラゴンクエストⅢ』・『ドラゴンウエストⅣ』のチーフプログラマーを経て、1990年（株）
クライマックスを設立。設立後、数々のRPGタイトルを手がけ、その販売数は200万本を超える。 
 

会社名： 
住　所： 
代表者： 

株式会社 ディーディーエル 
東京都渋谷区渋谷1－10－3　スタープラザ青山602 
玄田  貢一郎 

会社名： 
住　所： 
代表者： 

株式会社 ディーディーエル 
東京都渋谷区渋谷1－10－3　スタープラザ青山602 
玄田  貢一郎 
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コンテンツジャンル：RPG

コンテンツジャンル：ショッピングサイト 

コンテンツジャンル：携帯電話公式サイトでの配信 

会社名： 
住　所： 
代表者： 

株式会社 ゼオナ 
東京都日本橋馬喰町1－8－1　高木ビル3F 
平賀  健 

4

コンテンツジャンル：アクションパズル（DS・PSP） 



商 品 名  価 　 格  

商品内容 

再登録 

ソシエゴビジネスについて（DVD約20分） 
エンターテイメントコンテンツ会員限定DVD（予告編）（ゲームソフト引換券付） 
入会のご案内、会員登録申請書の書き方等、教育プログラム 

33,000円 

エンターテイメントコンテンツビジネス提携会社 
昨今の日本経済の中で、急成長している企業は、コンピューター関連事業が大半を占めています。 

その中でも、各種ゲームに関するコンテンツ開発、配信事業は、多大な利益を期待できる事業と考えられます。当社で

は、コンテンツ開発、配信事業者の中で、優良な事業者3社4コンテンツを選出し業務提携の対象としました。 

業務提携会社概要（PROFILE）とコンテンツジャンル 

会社名： 
住　所： 
代表者： 

株式会社 クライマックス 
東京都新宿区大久保1－14－15　三辰ビル5F 
内藤  寛（プログラマー） 

TIE-UP COMPANYMARKETING MARKETING MARKETING

1 ポジション登録 3 ポジション登録 7 ポジション登録 

登録プランについて ボーナス（特定利益）について 

ボーナスの支払い時期・方法 【会員登録にはいくつかの方法があります】 
○毎月20日に締め切り、翌月25日にあなたの口座に振込みます。 

　（締め日が土、日、祭日の場合が翌日分まで締め日として取扱います。） 

○支払日が金融機関の休業日に当たる場合には翌営業日が支払日となります。 

○ボーナス支払総額が10,000円に達するまでは、保留金として管理させていただきます。 

○振込み時に、事務手数料として（振込み手数料含む）１件1,000円差し引かせていただきます。 

■再登録確認書（別紙）により再登録を受け付けます。 

■グランドオープン（2006年3月予定）までは再登録を以下のように制限させていただきます。 

　100%再登録……6回まで　　50%再登録……無制限 

100%再登録の内訳 

上記の表は１人の方の場合です。複数の会員が同時にスタートした場合は複数倍となります。 

DIVISION1 ボーナス取得方法 

DIVISION2 ボーナス取得方法 

DIVISION2 再登録の方法と回数 

①スタンダード ②デラックス ③プレミアム 

商品購入費（消費税、送料込） 
33,000円 

DIVISION1のみに登録されます。 
2人（左右１人ずつ）紹介することで
DIVISION 2に登録されます。 

★DIVISION2登録するには、DIVISION1で自分の直下左右にポジション登録されていることが条件です。 
★どのポジションでも、ボーナスを再登録することで、ブランチ（分身）を作ることができます。但しお一人様10ポジショ
ンまでの再登録とします。 

発生ボーナスを利用し再登録することができます。１ステップボーナス（¥7,000）を再登録すると1つのブランチ（分身）をご自身の組織内
におくことができます。 
ブランチ登録申請書を提出しない場合は上記条件達成後、支払日に現金でのお支払いと成ります。再登録はお一人様10ポジションまでと
制限させていただきます。尚、以下ブランチ登録を希望する場合は、締切日の翌日に1ステップボーナス発生件数を上位・左側優先で自動
的に配置します。 

●バイナリーシステムにより配置され左右対比で

2:5または5:2となった時点で¥7,000が何度で

も受け取れます。 

●DIVISION1のボーナスプランは、バイナリーシステ

ムを採用しています。各ポジションの真下に左右2

つのラインがあり、何人紹介しても、それぞれのポジ

ションからのラインは左右2つです。ポジションはコン

ピュータにより自動的に配置されます。 

●DIVISION2のボーナスプランは、自動構築プランを採用しています。2人紹介か、3ポジショ
ン入会であなたは、三角形の頂点として、登録されます。下部組織は、全国からの入会者
（2人紹介か、3ポジ入会）をコンピューターが自動でつけて行きます。下部2段階組織完成
で、￥14,000のボーナスが受け取れます。 

商品購入費（消費税、送料込） 
99,000円 

DIVISION1に3口登録されます。 
又、DIVISION2に1口登録されます。 
2人紹介すると１口、4人紹介すると2口
DIVISION2に登録されます。 

商品購入費（消費税、送料込） 
231,000円 

DIVISION1に7口登録されます。 
又、DIVISION2に3口登録されます。 
2人紹介する毎に1口ずつDIVISION2に
登録されます。 

YOU

YOU

YOU YOU

YOU YOU YOU YOU

YOU

＋2口 

L R

＋5口 
＋5口 
＋2口 

2：5達成→¥7,000

2：5達成→¥7,000

5：2達成→¥7,000

2：5=1ステップ=¥7,000 
左右どちらかでも2：5または5：2に成る 
毎に¥7,000のボーナスが発生します。 
余った口数は来月に繰り越されます。 

＊このボーナスは何回でも受け取ることができます。 

　但しポジションの重複は対象外とします。 

左図完成で 
￥14,000達成 

再登録 
再登録するには、2つの方法があります。 
  50％...................ボーナスの50％￥7,000で再登録 
  50％.................................................￥7,000受取 
100％..............ボーナスの100％￥14,000で再登録 

エンターテイメントコンテンツビジネス プレジデントクラブの新設（第1次会員数限定） 

エンターテイメントコンテンツビジネスの利益は、会員の皆様に

平等分配する為に、DIVIS10N2の、皆様の下部に上から下

へ、左から右へ、自動的に配置されます。 

　　は、人ではありませんので、頂点となった時には、自動的

に再登録となります。 

この分配を行うことにより、自動構築システムがスムーズに進み 

会員の皆様に平等分配されます。 

分配率：利益×70% ⇒ 内訳　 
50%→DIVISION2の自動構築システム回転に当てる。 

20%→DIVISION2のポジション数で均等分配。 

分配率：利益×70% ⇒ 内訳　 
50%→DIVISION2の自動構築システム回転に当てる。 

20%→DIVISION2のポジション数で均等分配。 

あなたの仕事はただ一つ、DIVISION1に登録し2名以上 

の紹介をして下さい。 

DIVISION2では再登録するかどうかだけです。 

会員特典 
○コンテンツ提携各社の最新コンテンツの一般会員（利用者）獲得を目的としています。 

○ソシエゴ会員は、株式会社ソシエゴから提供される最新コンテンツを紹介し、販売できる。 

エンターテイメントコンテンツビジネスの配当分配 

DIVISION2の配当となります。 

エンターテイメントビジネスの将来性 
当社が提携した3社は、コンテンツ制作会社の中でもカリスマと言われているプログラマーが率いる会社 

ばかりを選択しました。 

大ヒット（たとえばドラゴンクエストのような）した時の利益は、計り知れません。 

当社では提携コンテンツ会社のジャンルが全て違いますので、どこで大ヒットするか楽しみです。 

エンターテイメントコンテンツビジネスで得た収益は会員の皆さんに平等分配されます。 

50％登録 
1つの組織の頂点 

100％登録 
2つの組織の頂点後は、会社全体で自動付け 

50％ 
達成 

100％ 
達成 

100％再登録すると 

￥14,000達成 ￥14,000達成 

再登録回数 ブランチ数 組織数 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
累計 

2 
4 
8 
16 
32 
64

12 
24 
48 
96 
192 
384 
756

再登録回数 

7（50%） 

8（50%） 

9（50%） 

10（50%） 

11（50%） 

累計 

ブランチ数 

64 

64 

64 

64 

64

組 織 数 

384 

384 

384 

384 

384 

2,676

ボーナス　 

¥448,000 

¥448,000 

¥448,000 

¥448,000 

¥448,000 

¥2,240,000

＝ ¥7,000

配 当分配  YOU

イメージ 

再登録（ブランチ） 

プレジデントクラブはエンターテイメントビジネスにおける会社販売利益の10%を均等配分して受け取ることが

できるステイタスなポジションで、権利収入を得ることができるクラブです。 

（プレジデントクラブは回転致しません。） 

■新たに4回転で50%のボーナスを受け取り、残り50%（8p）を利用（再登録）してプレジデントクラブへの

参加ができます。 

■1名義の複数口を利用して、DIVISION2のポジションが合計16P以上取得している会員の場合、プレジ

デントクラブに参加ができます。 

　（但し、16Pで8Pのみの登録になり、現金の支払いはありません） 

15歳でプログラマーデビュー。 
1987年『ドラゴンクエストⅢ』・『ドラゴンウエストⅣ』のチーフプログラマーを経て、1990年（株）
クライマックスを設立。設立後、数々のRPGタイトルを手がけ、その販売数は200万本を超える。 
 

会社名： 
住　所： 
代表者： 

株式会社 ディーディーエル 
東京都渋谷区渋谷1－10－3　スタープラザ青山602 
玄田  貢一郎 

会社名： 
住　所： 
代表者： 

株式会社 ディーディーエル 
東京都渋谷区渋谷1－10－3　スタープラザ青山602 
玄田  貢一郎 
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コンテンツジャンル：RPG

コンテンツジャンル：ショッピングサイト 

コンテンツジャンル：携帯電話公式サイトでの配信 

会社名： 
住　所： 
代表者： 

株式会社 ゼオナ 
東京都日本橋馬喰町1－8－1　高木ビル3F 
平賀  健 

4

コンテンツジャンル：アクションパズル（DS・PSP） 



商 品 名  価 　 格  

商品内容 

再登録 

ソシエゴビジネスについて（DVD約20分） 
エンターテイメントコンテンツ会員限定DVD（予告編）（ゲームソフト引換券付） 
入会のご案内、会員登録申請書の書き方等、教育プログラム 

33,000円 

エンターテイメントコンテンツビジネス提携会社 
昨今の日本経済の中で、急成長している企業は、コンピューター関連事業が大半を占めています。 

その中でも、各種ゲームに関するコンテンツ開発、配信事業は、多大な利益を期待できる事業と考えられます。当社で

は、コンテンツ開発、配信事業者の中で、優良な事業者3社4コンテンツを選出し業務提携の対象としました。 

業務提携会社概要（PROFILE）とコンテンツジャンル 

会社名： 
住　所： 
代表者： 

株式会社 クライマックス 
東京都新宿区大久保1－14－15　三辰ビル5F 
内藤  寛（プログラマー） 

TIE-UP COMPANYMARKETING MARKETING MARKETING

1 ポジション登録 3 ポジション登録 7 ポジション登録 

登録プランについて ボーナス（特定利益）について 

ボーナスの支払い時期・方法 【会員登録にはいくつかの方法があります】 
○毎月20日に締め切り、翌月25日にあなたの口座に振込みます。 

　（締め日が土、日、祭日の場合が翌日分まで締め日として取扱います。） 

○支払日が金融機関の休業日に当たる場合には翌営業日が支払日となります。 

○ボーナス支払総額が10,000円に達するまでは、保留金として管理させていただきます。 

○振込み時に、事務手数料として（振込み手数料含む）１件1,000円差し引かせていただきます。 

■再登録確認書（別紙）により再登録を受け付けます。 

■グランドオープン（2006年3月予定）までは再登録を以下のように制限させていただきます。 

　100%再登録……6回まで　　50%再登録……無制限 

100%再登録の内訳 

上記の表は１人の方の場合です。複数の会員が同時にスタートした場合は複数倍となります。 

DIVISION1 ボーナス取得方法 

DIVISION2 ボーナス取得方法 

DIVISION2 再登録の方法と回数 

①スタンダード ②デラックス ③プレミアム 

商品購入費（消費税、送料込） 
33,000円 

DIVISION1のみに登録されます。 
2人（左右１人ずつ）紹介することで
DIVISION 2に登録されます。 

★DIVISION2登録するには、DIVISION1で自分の直下左右にポジション登録されていることが条件です。 
★どのポジションでも、ボーナスを再登録することで、ブランチ（分身）を作ることができます。但しお一人様10ポジショ
ンまでの再登録とします。 

発生ボーナスを利用し再登録することができます。１ステップボーナス（¥7,000）を再登録すると1つのブランチ（分身）をご自身の組織内
におくことができます。 
ブランチ登録申請書を提出しない場合は上記条件達成後、支払日に現金でのお支払いと成ります。再登録はお一人様10ポジションまでと
制限させていただきます。尚、以下ブランチ登録を希望する場合は、締切日の翌日に1ステップボーナス発生件数を上位・左側優先で自動
的に配置します。 

●バイナリーシステムにより配置され左右対比で

2:5または5:2となった時点で¥7,000が何度で

も受け取れます。 

●DIVISION1のボーナスプランは、バイナリーシステ

ムを採用しています。各ポジションの真下に左右2

つのラインがあり、何人紹介しても、それぞれのポジ

ションからのラインは左右2つです。ポジションはコン

ピュータにより自動的に配置されます。 

●DIVISION2のボーナスプランは、自動構築プランを採用しています。2人紹介か、3ポジショ
ン入会であなたは、三角形の頂点として、登録されます。下部組織は、全国からの入会者
（2人紹介か、3ポジ入会）をコンピューターが自動でつけて行きます。下部2段階組織完成
で、￥14,000のボーナスが受け取れます。 

商品購入費（消費税、送料込） 
99,000円 

DIVISION1に3口登録されます。 
又、DIVISION2に1口登録されます。 
2人紹介すると１口、4人紹介すると2口
DIVISION2に登録されます。 

商品購入費（消費税、送料込） 
231,000円 

DIVISION1に7口登録されます。 
又、DIVISION2に3口登録されます。 
2人紹介する毎に1口ずつDIVISION2に
登録されます。 

YOU

YOU

YOU YOU

YOU YOU YOU YOU

YOU

＋2口 

L R

＋5口 
＋5口 
＋2口 

2：5達成→¥7,000

2：5達成→¥7,000

5：2達成→¥7,000

2：5=1ステップ=¥7,000 
左右どちらかでも2：5または5：2に成る 
毎に¥7,000のボーナスが発生します。 
余った口数は来月に繰り越されます。 

＊このボーナスは何回でも受け取ることができます。 

　但しポジションの重複は対象外とします。 

左図完成で 
￥14,000達成 

再登録 
再登録するには、2つの方法があります。 
  50％...................ボーナスの50％￥7,000で再登録 
  50％.................................................￥7,000受取 
100％..............ボーナスの100％￥14,000で再登録 

エンターテイメントコンテンツビジネス プレジデントクラブの新設（第1次会員数限定） 

エンターテイメントコンテンツビジネスの利益は、会員の皆様に

平等分配する為に、DIVIS10N2の、皆様の下部に上から下

へ、左から右へ、自動的に配置されます。 

　　は、人ではありませんので、頂点となった時には、自動的

に再登録となります。 

この分配を行うことにより、自動構築システムがスムーズに進み 

会員の皆様に平等分配されます。 

分配率：利益×70% ⇒ 内訳　 
50%→DIVISION2の自動構築システム回転に当てる。 

20%→DIVISION2のポジション数で均等分配。 

分配率：利益×70% ⇒ 内訳　 
50%→DIVISION2の自動構築システム回転に当てる。 

20%→DIVISION2のポジション数で均等分配。 

あなたの仕事はただ一つ、DIVISION1に登録し2名以上 

の紹介をして下さい。 

DIVISION2では再登録するかどうかだけです。 

会員特典 
○コンテンツ提携各社の最新コンテンツの一般会員（利用者）獲得を目的としています。 

○ソシエゴ会員は、株式会社ソシエゴから提供される最新コンテンツを紹介し、販売できる。 

エンターテイメントコンテンツビジネスの配当分配 

DIVISION2の配当となります。 

エンターテイメントビジネスの将来性 
当社が提携した3社は、コンテンツ制作会社の中でもカリスマと言われているプログラマーが率いる会社 

ばかりを選択しました。 

大ヒット（たとえばドラゴンクエストのような）した時の利益は、計り知れません。 

当社では提携コンテンツ会社のジャンルが全て違いますので、どこで大ヒットするか楽しみです。 

エンターテイメントコンテンツビジネスで得た収益は会員の皆さんに平等分配されます。 

50％登録 
1つの組織の頂点 

100％登録 
2つの組織の頂点後は、会社全体で自動付け 

50％ 
達成 

100％ 
達成 

100％再登録すると 

￥14,000達成 ￥14,000達成 

再登録回数 ブランチ数 組織数 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
累計 

2 
4 
8 
16 
32 
64

12 
24 
48 
96 
192 
384 
756

再登録回数 

7（50%） 

8（50%） 

9（50%） 

10（50%） 

11（50%） 

累計 

ブランチ数 

64 

64 

64 

64 

64

組 織 数 

384 

384 

384 

384 

384 

2,676

ボーナス　 

¥448,000 

¥448,000 

¥448,000 

¥448,000 

¥448,000 

¥2,240,000

＝ ¥7,000

配当分配  YOU

イメージ 

再登録（ブランチ） 

プレジデントクラブはエンターテイメントビジネスにおける会社販売利益の10%を均等配分して受け取ることが

できるステイタスなポジションで、権利収入を得ることができるクラブです。 

（プレジデントクラブは回転致しません。） 

■新たに4回転で50%のボーナスを受け取り、残り50%（8p）を利用（再登録）してプレジデントクラブへの

参加ができます。 

■1名義の複数口を利用して、DIVISION2のポジションが合計16P以上取得している会員の場合、プレジ

デントクラブに参加ができます。 

　（但し、16Pで8Pのみの登録になり、現金の支払いはありません） 

15歳でプログラマーデビュー。 
1987年『ドラゴンクエストⅢ』・『ドラゴンウエストⅣ』のチーフプログラマーを経て、1990年（株）
クライマックスを設立。設立後、数々のRPGタイトルを手がけ、その販売数は200万本を超える。 
 

会社名： 
住　所： 
代表者： 

株式会社 ディーディーエル 
東京都渋谷区渋谷1－10－3　スタープラザ青山602 
玄田  貢一郎 

会社名： 
住　所： 
代表者： 

株式会社 ディーディーエル 
東京都渋谷区渋谷1－10－3　スタープラザ青山602 
玄田  貢一郎 
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コンテンツジャンル：RPG

コンテンツジャンル：ショッピングサイト 

コンテンツジャンル：携帯電話公式サイトでの配信 

会社名： 
住　所： 
代表者： 

株式会社 ゼオナ 
東京都日本橋馬喰町1－8－1　高木ビル3F 
平賀  健 

4

コンテンツジャンル：アクションパズル（DS・PSP） 



入会のご案内 
G u i d a n c e  o f  a d m i s s i o n

株式会社ソシエゴ 

TEL.03-3668-8222　FAX.03-3668-8202

株式会社 ソシエゴ 

ソシエゴビジネスについて 

登録手続きについて 

所在地　　〒103-0002  東京都中央区日本橋馬喰町1丁目8番1号　高木ビル3F 

電　話　　TEL.03-3668-8222　FAX.03-3668-8202 

設　立　　平成13年4月5日 

資本金　　3,000万円 

代表者　　代表取締役　山下　清 

（1）ソシエゴのビジネスは、会員相互の協力によって成り立つビジネスです。 

株式会社ソシエゴでは、会員の皆様からお預かりした資金を運用（エンターテイメントコンテンツビジネス）

して、その利益を会員の皆様に平等分配するマーケティングプランを採用しています。 

（2）ソシエゴのビジネスに参加するには、特定負担として、特定の商品を購入し、ソシエゴ会員として登録す

ることが必要です。 

（3）会員は、特定利益として、紹介実績やグループ実績に応じてボーナスを受け取ることが出来ます。又、株

式会社ソシエゴが、資金運用した利益配分を、ボーナスとして、受け取ることも出来ます。 

（4）ビジネスを行う際には、会員規約及び関連法規を遵守して下さい。 

※必要書類に不備があった場合、登録日が遅れます。間違いや記入もれがないようご確認の上、お支払い
後は早急にお送りください。 

振　込　先 

● 銀　　行 ： みずほ銀行 

● 口座名義 ： 株式会社ソシエゴ 

● 支  店  名 ： 横山町支店 

● 口座番号 ： 普通  1 5 9 7 2 1 1

（1）会員登録できるのは、満20歳以上（学生は除く）の方に限ります。 

（2）ビジネス内容を十分理解した上で、会員登録申請書に、登録者ご本人が記入し、署名、捺印して下さい。 

（3）会員登録費用の支払方法及び必要書類 

 ○現　金　株式会社ソシエゴ窓口に下記書類を持参し、直接現金でお支払い下さい。 

登録日は、お支払い頂いた日になります。 

・会員登録申請書（指定のもの）のコピー 

・身分証明書（運転免許証、健康保険証）のコピー 

 ○振込み　株式会社ソシエゴの指定口座にお振込みいただき、下記書類を当社宛にご送付下さい。 

登録日は、振込み確認日になります（但し、書類到着が遅れた場合登録日が変わります） 

・会員登録申請書（指定のもの）の弊社提出用印鑑を捺印して送付してください。 

・身分証明書（運転免許証、健康保険証）のコピー、FAXでも可能 

・振込証明書のコピー 

INFOMATIONMEMBER AGREEMENT

会　員　規　約 

SOCIEGOSOCIEGOSOCIEGOSOCIEGO SOCIEGOSOCIEGOSOCIEGOSOCIE
〒103-0002  東京都中央区日本橋馬喰町1丁目8番1号　高木ビル3F

第1条【会員の資格取得申請と承認】 
1. 申請者は「株式会社ソシエゴ」（以下当社という）概要書面を熟知し、会
員登録申請書に漏れなく記入・署名し、速やかに当社に提出すること。 
申請書は「株式会社ソシエゴ」によって受理され、審査後初めて効
力を発揮します。虚偽または不正な情報が提出されたと判断する場
合、当社は直ちに申請を無効とする権利を有します。 

2. 申請者は、一人の紹介者の系列に資格取得の申請をするものとし、
いかなる場合にも2つ以上の系列に申請することはできません。 
3. 会員を解約等の登録抹消手続きをした場合、6ヶ月間は改めて当会員
への登録申込みはできません。 

 
第2条【会員の責任】 
1. 当会員は高圧的な販売方法や下記にあげるような販売方法をとって
はいけません。 
①顧客が迷惑を覚えるような仕方で販売契約締結勧誘したり、売買
契約の撤回または解除を妨げること。 
②人の判断の不足に乗じ、売買契約を締結させること。 
③契約に関する書面の記載事項について虚偽の記載をさせること。 
④クーリングオフの権利行使を妨げるため、購入者に商品を消費
させること。 

2. 当会員は、国、都道府県、市区町村の、あらゆる法律・条例等を遵守す
る責任を負う。 

3. 当会員は自己の事業に関する決定や支出に対し責任を負う。 
 
第3条【紹介者の責任】 
1. 紹介者は、自分自身と紹介した会員との独立した関係を維持し守ら
なければなりません。 
2. 紹介者は、自らのダウンラインの会員に対して、適切な指導を行
う責任があります。 
 
第4条【会員資格の解除】 
1. 当会員は、クーリングオフの期間経過後であっても自由意志で会員
契約を解除することができます。 

　 契約解除を記載した書面が当社に到着したときに効力を生じます。
（返金は出来ません） 
2. 当社は、契約違反を行った会員との契約を解除する権利を有します。
契約解除を記載した書面が、その会員に到着したときに効力を生じ
ます。 
3. 会員は、何時でも書面での申し出により辞退ができ、それに伴う違
約金又は損害賠償の請求をされることはありません。 
4. クーリングオフ期間終了後に会員登録の解約を行う場合は、辞退と
なります。辞退を行う場合には退会届を当社に提出して下さい。 

5. 辞退・除名その他の失効理由に関わらず、会員資格を失効した会員
はボーナスを受給する権利は一切発生しません。 
6. 会員登録より1年以上が経過している方の場合 
クーリングオフ期間終了後の辞退は、商品代金の返金及びボーナ
スの支払いは一切致しません。 

7. 会員登録より1年経過していない方の場合 
①商品を受取ってから90日以内の商品があれば原則として精算致
します。但し、その商品を売却したり、使用したり、消費している
場合及び故意・過失により商品を滅失・毀損した場合は除きます。
尚、法人会員には返品は認められません。 

②上記①により返品が生じた場合、その商品の引渡しまたは返品の
状況に応じて、以下の解約手数料を頂きます。また解約手数料は、
返品に対する返金を行う際に差し引きます。 
（１）契約だけでまだ引渡していない商品：その代金の10% 
（２）返品された商品：その代金の10%  
（３）返品されない商品(例えば不可抗力で滅失したもの)：その代

金全額 
③キャンセルした商品の購入から発生しているボーナスはご返金
頂きます。 

④上記②及び③の支払いの遅れには法定の遅延損害金が発生し
ます。 

8. 平成16年11月10日までに会員登録を行われた方の場合 
入会からの期間に関わらず、上記 6. に該当します。 
 
第5条【販売活動】 
当会員は、個人顧客に商品を販売することができます。販売活動に際
して、特定商品取引に関する法律に抵触するような表現方法で商品を
勧めることをしてはいけません。 
 
第6条【会員資格の譲渡及び相続】 
会員資格は譲渡又は相続できます。その際、当社に書面を提出し承認
を得なければなりません。 
 

第7条【商品の購入、交換、返品、払い戻し】 
1. 当会の会員が商品を購入できるのは、当社へ直接購入の申込みを行っ
た場合のみです。 
当会員には一切の在庫義務はありません 

2. 会員が購入する商品はすべて同一価格です。また、当社はこの価格
を事前の通知なく変更する権利を有します。 

3. 当社は、配送された商品が不良品だった場合は返品に応じ、正規良品
と交換します。商品交換の要請は、購入商品到着日より20日以内に
なされなくてはなりません。この際発生する費用は当社が負担します。 

4. 期間経過後の会員の都合による商品の返品・交換は、事前に当社の
承認が得られたものに対してのみ返品・交換に応じます。 
この際発生する費用は当該会員の負担とします。 
 
第8条【株式会社ソシエゴ名・商標等の使用】 
当会員は、当社の書面による承諾なしに、当該団体名、商標、商品名、
著作物の一部又は全部を使用して、印刷物、ビデオ等を製作したり販
売したりしてはいけません。当社は、常に使用許可を取り下げる絶対
的な権限を有します。また、いかなる媒体にも承認なく、広告・宣伝す
ることはできません。 
 
第9条【各種収益】 
販売実績により収益を受け取る資格のある会員に対し配当金が当社
より支払われます。毎月20日で辞め切り、翌月25日にそれぞれの会員
本人の口座へ振り込まれます。支払日が金融機関の休日にあたる場合、
翌営業日となります。収益の支払にかかる一切の経費として、振込み
一件につき事務手数料として1,000円を徴収し、残金を振り込みます。 
 
第10条【契約の変更】 
本契約の内容は法令等の変更や社会情勢の変化により変更されるこ
とがあります。 
当社は当会員への通知を持って会員契約書、配当プラン、会員規約に
変更を加える権限を持ちます。 
変更後も会員であり続けることにより、契約の変更を承認したものと
します。 
 
第11条【個人情報の取扱い】 
1. 第三者提供 
　当社は会員登録が完了した後、氏名・住所・電話番号・購入履歴・会
員活動履歴などの会員登録情報（個人情報）を当社（03-3668-8222）
が管理し、以下に該当する場合に限り、第三者に提供することがあ
ります。また当社会員は、それを承認しているものとします。 
①該当会員を管理・監督すべき立場にある会員に対して提供す　る
場合（ただし、この場合はその会員には文書によって提供し、　
住所・電話番号は含みません。）尚、拒絶したい場合には当社（03-
3668-8222）へご連絡下さい。 

②各種通知文書を会員に送付する電算センターに処理を依頼する
等の目的で、業務委託先に対して必要な情報を提供する場合 

③裁判所、警察、又はこれに準じた権限を有する機関から書面によ
る照会があった場合 

2. 個人情報の活用 
　当社は会員登録を行ったお客様に対して、当社のイベント・新商品
情報・ルールの変更等についてＤＭや電子メールや電話で告知する
ことができます。 
3. 機密保持 
　当社会員は、このビジネスにおいて知り得た情報を第三者に対して
開示してはいけません。ただし、正当な理由により、あらかじめ当
社及び該当会員の承認を得た場合は、これに含まれません。またこ
のビジネスにおいて知りえた情報をこのビジネス以外の目的で使
用してはいけません。 
 
第12条【その他】 
1. 概要書面・契約書面及び契約内容の改定 
　当社は、社会情勢の変化・経済事情の変動・各システム変更・関連法
規変更及び遵守に伴い、当社が必要と判断した場合、概要書面・契
約書面及び契約内容（取扱商品・特定負担・特定利益の算出方法等）
を予告なしに追加・訂正・加筆等により改定することがあるものと
し、会員はそれを了承しているものとします。 

2. 管轄裁判所 
　会員と当社の関係における一切の紛争について、当社所在地におけ
る地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。 

郵便はがき  

切手 〒103 - 0 0 0 2

高木ビル3F
東京都中央区日本橋馬喰町1丁目8番1号 

会員氏名 

会員番号 

会員住所 

電話番号 

申 　 込 　 日  

申 込 撤 回 日  

紹 介 者 氏 名  

紹介者会員番号 

紹 介 者 住 所  

紹介者電話番号 

商 　 品 　 名  

数　　　　　量 

金　　　　　額 

上記日付けの申込は撤回し、 
契約を解除致します。 
　　　　　　　平成　　年　　月　　日 

会員自筆 

平成　　年　　月　　日 

平成　　年　　月　　日 

印 

商品販売を行う会員の氏名、住所、電話番号 

【特定商品取引に関する法律】第37条1項に定められた禁止行為 

紹介者氏名 

住　　　所 

TE L

会員No.

紹 介 日　　  　　年　　　 　月　 　　　日 

あなたがこのビジネスを行うに当たって下記の行為を行いますと、「特定商品取引に関する法律・第37条1項」によって罰せられる事
があります。厳重に注意して下さい。 

この概要書面は【特定商品取引に関する法律】第37条1項によって交付することが義務付けられている書面です。（平成13年6月改正） 
この書面は、株式会社ソシエゴの事業内容を説明した書面です。説明を担当される方は、相手の方が入会されなくても本書面の内容をよく説
明し、紹介者名、住所、電話番号、説明日を記入の上、相手の方へお渡しください。 

概要書面 

入会にあたり内容をよくお読みください。書面の内容をよくご確認の上、大切に保管してください。 

1. 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為 
　このビジネスの説明・勧誘・契約の締結を行うにあたって以下の事項
を行うこと及び以下の事項を教唆することは禁止事項となっており
ます。禁止事項を行った場合は、その行為者が法律によって罰せられ
ます。 
①勧誘に先立ち、勧誘の相手方に以下の事項を明示しないこと 
（１）当社の名称 
（２）紹介者の氏名 
（３）特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘する

目的である旨 
（４）このビジネスにかかる商品の種類 
②以下の事項について不実告知（事実にないことを告げる）事実不告
知（故意に事実を告げない）となる行為また以下の事項について、書
面及び口頭にて説明を行わないこと 
（１）商品の種類 
（２）商品の販売価格 
（３）商品代金の支払時期及び支払方法 
（４）このビジネスの条件とされる特定負担 
（５）このビジネスの契約解除（クーリングオフを含む） 

（６）該当売買契約の申込の撤回又は該当売買契約の解除に関する
事項 

（７）このビジネスに関わる特定利益 
（８）顧客が該当売買契約の締結を必要とする事情（契約を結ぶ動機）

に関する事項 
（９）その他、このビジネス関わる事項であって、相手方の判断に影

響を及ぼす重要な事項 
③契約を締結させるため、又は契約の解除を妨げるため、相手方に威迫、
困惑を与える行為 
④契約の解除を妨げるため、相手方に不実告知または事実不告知を行
うこと 
⑤概要書面を交付しないこと 
⑥概要書面の紹介者記入欄に紹介者の氏名・住所・連絡先を記載しな
いこと、または虚偽の記載をすること 
⑦当社取扱商品のご案内、説明会等の催事への参加を強要すること 
⑧目的を明示せず、一般の人が出入りしない場所で勧誘すること 
⑨会員登録申請書に虚偽の記載を行うこと 
⑩希有な成功例や非現実的な収入例を引用し、あたかも確実に成功す
るかの如き印象を与えて勧誘すること 

クーリングオフについて 
契約書面を受領した日、又は登録時購入分の商品を受領した日のいず
れか遅い方より起算して20日間は、書面により契約を解除（クーリングオ
フ）することができます。またその効力は書面を発信した日（郵便消印日
付）から発生します。クーリングオフを行った場合、商品（未使用分の商
品に限ります）の取引費用は当社が負担し、お客様は損害賠償、違約
金等を請求されることはありません。また、すでに商品代金が支払われ
ている場合は、商品が当社に到着し、未使用であることを確認後、速や
かに返金したします。ハガキにＩＤNo.、氏名、住所、連絡先、紹介者名、

申込日、商品名、商品受領日及びクーリングオフの旨を記入の上、当社
宛に郵送下さい。 
※上記クーリングオフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げ
たことによりお客様が誤認し、又は李伯され困惑したことによりクーリン
グオフができなかった場合は、当社からクーリングオフできる旨の書面
を受領し、その内容について口頭で説明を受けた日から起算して20
日間はクーリングオフができます。 
下記の記入例に従い、郵便ハガキに必要事項を全て記載し、書留郵
便にて郵送して下さい。郵送時よりクーリングオフの効力が生じます。 

行 



入会のご案内 
G u i d a n c e  o f  a d m i s s i o n

株式会社ソシエゴ 

TEL.03-3668-8222　FAX.03-3668-8202

株式会社 ソシエゴ 

ソシエゴビジネスについて 

登録手続きについて 

所在地　　〒103-0002  東京都中央区日本橋馬喰町1丁目8番1号　高木ビル3F 

電　話　　TEL.03-3668-8222　FAX.03-3668-8202 

設　立　　平成13年4月5日 

資本金　　3,000万円 

代表者　　代表取締役　山下　清 

（1）ソシエゴのビジネスは、会員相互の協力によって成り立つビジネスです。 

株式会社ソシエゴでは、会員の皆様からお預かりした資金を運用（エンターテイメントコンテンツビジネス）

して、その利益を会員の皆様に平等分配するマーケティングプランを採用しています。 

（2）ソシエゴのビジネスに参加するには、特定負担として、特定の商品を購入し、ソシエゴ会員として登録す

ることが必要です。 

（3）会員は、特定利益として、紹介実績やグループ実績に応じてボーナスを受け取ることが出来ます。又、株

式会社ソシエゴが、資金運用した利益配分を、ボーナスとして、受け取ることも出来ます。 

（4）ビジネスを行う際には、会員規約及び関連法規を遵守して下さい。 

※必要書類に不備があった場合、登録日が遅れます。間違いや記入もれがないようご確認の上、お支払い
後は早急にお送りください。 

振　込　先 

● 銀　　行 ： みずほ銀行 

● 口座名義 ： 株式会社ソシエゴ 

● 支  店  名 ： 横山町支店 

● 口座番号 ： 普通  1 5 9 7 2 1 1

（1）会員登録できるのは、満20歳以上（学生は除く）の方に限ります。 

（2）ビジネス内容を十分理解した上で、会員登録申請書に、登録者ご本人が記入し、署名、捺印して下さい。 

（3）会員登録費用の支払方法及び必要書類 

 ○現　金　株式会社ソシエゴ窓口に下記書類を持参し、直接現金でお支払い下さい。 

登録日は、お支払い頂いた日になります。 

・会員登録申請書（指定のもの）のコピー 

・身分証明書（運転免許証、健康保険証）のコピー 

 ○振込み　株式会社ソシエゴの指定口座にお振込みいただき、下記書類を当社宛にご送付下さい。 

登録日は、振込み確認日になります（但し、書類到着が遅れた場合登録日が変わります） 

・会員登録申請書（指定のもの）の弊社提出用印鑑を捺印して送付してください。 

・身分証明書（運転免許証、健康保険証）のコピー、FAXでも可能 

・振込証明書のコピー 

INFOMATIONMEMBER AGREEMENT

会　員　規　約 

SOCIEGOSOCIEGOSOCIEGOSOCIEGO SOCIEGOSOCIEGOSOCIEGOSOCIE
〒103-0002  東京都中央区日本橋馬喰町1丁目8番1号　高木ビル3F

第1条【会員の資格取得申請と承認】 
1. 申請者は「株式会社ソシエゴ」（以下当社という）概要書面を熟知し、会
員登録申請書に漏れなく記入・署名し、速やかに当社に提出すること。 
申請書は「株式会社ソシエゴ」によって受理され、審査後初めて効
力を発揮します。虚偽または不正な情報が提出されたと判断する場
合、当社は直ちに申請を無効とする権利を有します。 

2. 申請者は、一人の紹介者の系列に資格取得の申請をするものとし、
いかなる場合にも2つ以上の系列に申請することはできません。 
3. 会員を解約等の登録抹消手続きをした場合、6ヶ月間は改めて当会員
への登録申込みはできません。 

 
第2条【会員の責任】 
1. 当会員は高圧的な販売方法や下記にあげるような販売方法をとって
はいけません。 
①顧客が迷惑を覚えるような仕方で販売契約締結勧誘したり、売買
契約の撤回または解除を妨げること。 
②人の判断の不足に乗じ、売買契約を締結させること。 
③契約に関する書面の記載事項について虚偽の記載をさせること。 
④クーリングオフの権利行使を妨げるため、購入者に商品を消費
させること。 

2. 当会員は、国、都道府県、市区町村の、あらゆる法律・条例等を遵守す
る責任を負う。 
3. 当会員は自己の事業に関する決定や支出に対し責任を負う。 
 
第3条【紹介者の責任】 
1. 紹介者は、自分自身と紹介した会員との独立した関係を維持し守ら
なければなりません。 
2. 紹介者は、自らのダウンラインの会員に対して、適切な指導を行
う責任があります。 
 
第4条【会員資格の解除】 
1. 当会員は、クーリングオフの期間経過後であっても自由意志で会員
契約を解除することができます。 

　 契約解除を記載した書面が当社に到着したときに効力を生じます。
（返金は出来ません） 
2. 当社は、契約違反を行った会員との契約を解除する権利を有します。
契約解除を記載した書面が、その会員に到着したときに効力を生じ
ます。 
3. 会員は、何時でも書面での申し出により辞退ができ、それに伴う違
約金又は損害賠償の請求をされることはありません。 
4. クーリングオフ期間終了後に会員登録の解約を行う場合は、辞退と
なります。辞退を行う場合には退会届を当社に提出して下さい。 

5. 辞退・除名その他の失効理由に関わらず、会員資格を失効した会員
はボーナスを受給する権利は一切発生しません。 
6. 会員登録より1年以上が経過している方の場合 
クーリングオフ期間終了後の辞退は、商品代金の返金及びボーナ
スの支払いは一切致しません。 

7. 会員登録より1年経過していない方の場合 
①商品を受取ってから90日以内の商品があれば原則として精算致
します。但し、その商品を売却したり、使用したり、消費している
場合及び故意・過失により商品を滅失・毀損した場合は除きます。
尚、法人会員には返品は認められません。 

②上記①により返品が生じた場合、その商品の引渡しまたは返品の
状況に応じて、以下の解約手数料を頂きます。また解約手数料は、
返品に対する返金を行う際に差し引きます。 
（１）契約だけでまだ引渡していない商品：その代金の10% 
（２）返品された商品：その代金の10%  
（３）返品されない商品(例えば不可抗力で滅失したもの)：その代

金全額 
③キャンセルした商品の購入から発生しているボーナスはご返金
頂きます。 

④上記②及び③の支払いの遅れには法定の遅延損害金が発生し
ます。 

8. 平成16年11月10日までに会員登録を行われた方の場合 
入会からの期間に関わらず、上記 6. に該当します。 
 
第5条【販売活動】 
当会員は、個人顧客に商品を販売することができます。販売活動に際
して、特定商品取引に関する法律に抵触するような表現方法で商品を
勧めることをしてはいけません。 
 
第6条【会員資格の譲渡及び相続】 
会員資格は譲渡又は相続できます。その際、当社に書面を提出し承認
を得なければなりません。 
 

第7条【商品の購入、交換、返品、払い戻し】 
1. 当会の会員が商品を購入できるのは、当社へ直接購入の申込みを行っ
た場合のみです。 
当会員には一切の在庫義務はありません 

2. 会員が購入する商品はすべて同一価格です。また、当社はこの価格
を事前の通知なく変更する権利を有します。 

3. 当社は、配送された商品が不良品だった場合は返品に応じ、正規良品
と交換します。商品交換の要請は、購入商品到着日より20日以内に
なされなくてはなりません。この際発生する費用は当社が負担します。 
4. 期間経過後の会員の都合による商品の返品・交換は、事前に当社の
承認が得られたものに対してのみ返品・交換に応じます。 
この際発生する費用は当該会員の負担とします。 
 
第8条【株式会社ソシエゴ名・商標等の使用】 
当会員は、当社の書面による承諾なしに、当該団体名、商標、商品名、
著作物の一部又は全部を使用して、印刷物、ビデオ等を製作したり販
売したりしてはいけません。当社は、常に使用許可を取り下げる絶対
的な権限を有します。また、いかなる媒体にも承認なく、広告・宣伝す
ることはできません。 
 
第9条【各種収益】 
販売実績により収益を受け取る資格のある会員に対し配当金が当社
より支払われます。毎月20日で辞め切り、翌月25日にそれぞれの会員
本人の口座へ振り込まれます。支払日が金融機関の休日にあたる場合、
翌営業日となります。収益の支払にかかる一切の経費として、振込み
一件につき事務手数料として1,000円を徴収し、残金を振り込みます。 
 
第10条【契約の変更】 
本契約の内容は法令等の変更や社会情勢の変化により変更されるこ
とがあります。 
当社は当会員への通知を持って会員契約書、配当プラン、会員規約に
変更を加える権限を持ちます。 
変更後も会員であり続けることにより、契約の変更を承認したものと
します。 
 
第11条【個人情報の取扱い】 
1. 第三者提供 
　当社は会員登録が完了した後、氏名・住所・電話番号・購入履歴・会
員活動履歴などの会員登録情報（個人情報）を当社（03-3668-8222）
が管理し、以下に該当する場合に限り、第三者に提供することがあ
ります。また当社会員は、それを承認しているものとします。 
①該当会員を管理・監督すべき立場にある会員に対して提供す　る
場合（ただし、この場合はその会員には文書によって提供し、　
住所・電話番号は含みません。）尚、拒絶したい場合には当社（03-
3668-8222）へご連絡下さい。 

②各種通知文書を会員に送付する電算センターに処理を依頼する
等の目的で、業務委託先に対して必要な情報を提供する場合 

③裁判所、警察、又はこれに準じた権限を有する機関から書面によ
る照会があった場合 

2. 個人情報の活用 
　当社は会員登録を行ったお客様に対して、当社のイベント・新商品
情報・ルールの変更等についてＤＭや電子メールや電話で告知する
ことができます。 
3. 機密保持 
　当社会員は、このビジネスにおいて知り得た情報を第三者に対して
開示してはいけません。ただし、正当な理由により、あらかじめ当
社及び該当会員の承認を得た場合は、これに含まれません。またこ
のビジネスにおいて知りえた情報をこのビジネス以外の目的で使
用してはいけません。 
 
第12条【その他】 
1. 概要書面・契約書面及び契約内容の改定 
　当社は、社会情勢の変化・経済事情の変動・各システム変更・関連法
規変更及び遵守に伴い、当社が必要と判断した場合、概要書面・契
約書面及び契約内容（取扱商品・特定負担・特定利益の算出方法等）
を予告なしに追加・訂正・加筆等により改定することがあるものと
し、会員はそれを了承しているものとします。 

2. 管轄裁判所 
　会員と当社の関係における一切の紛争について、当社所在地におけ
る地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。 

郵便はがき  

切手 〒103 - 0 0 0 2

高木ビル3F
東京都中央区日本橋馬喰町1丁目8番1号 

会員氏名 

会員番号 

会員住所 

電話番号 

申 　 込 　 日  

申 込 撤 回 日  

紹 介 者 氏 名  

紹介者会員番号 

紹 介 者 住 所  

紹介者電話番号 

商 　 品 　 名  

数　　　　　量 

金　　　　　額 

上記日付けの申込は撤回し、 
契約を解除致します。 
　　　　　　　平成　　年　　月　　日 

会員自筆 

平成　　年　　月　　日 

平成　　年　　月　　日 

印 

商品販売を行う会員の氏名、住所、電話番号 

【特定商品取引に関する法律】第37条1項に定められた禁止行為 

紹介者氏名 

住　　　所 

TE L

会員No.

紹 介 日　　  　　年　　　 　月　 　　　日 

あなたがこのビジネスを行うに当たって下記の行為を行いますと、「特定商品取引に関する法律・第37条1項」によって罰せられる事
があります。厳重に注意して下さい。 

この概要書面は【特定商品取引に関する法律】第37条1項によって交付することが義務付けられている書面です。（平成13年6月改正） 
この書面は、株式会社ソシエゴの事業内容を説明した書面です。説明を担当される方は、相手の方が入会されなくても本書面の内容をよく説
明し、紹介者名、住所、電話番号、説明日を記入の上、相手の方へお渡しください。 

概要書面 

入会にあたり内容をよくお読みください。書面の内容をよくご確認の上、大切に保管してください。 

1. 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為 
　このビジネスの説明・勧誘・契約の締結を行うにあたって以下の事項
を行うこと及び以下の事項を教唆することは禁止事項となっており
ます。禁止事項を行った場合は、その行為者が法律によって罰せられ
ます。 
①勧誘に先立ち、勧誘の相手方に以下の事項を明示しないこと 
（１）当社の名称 
（２）紹介者の氏名 
（３）特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘する

目的である旨 
（４）このビジネスにかかる商品の種類 
②以下の事項について不実告知（事実にないことを告げる）事実不告
知（故意に事実を告げない）となる行為また以下の事項について、書
面及び口頭にて説明を行わないこと 
（１）商品の種類 
（２）商品の販売価格 
（３）商品代金の支払時期及び支払方法 
（４）このビジネスの条件とされる特定負担 
（５）このビジネスの契約解除（クーリングオフを含む） 

（６）該当売買契約の申込の撤回又は該当売買契約の解除に関する
事項 

（７）このビジネスに関わる特定利益 
（８）顧客が該当売買契約の締結を必要とする事情（契約を結ぶ動機）

に関する事項 
（９）その他、このビジネス関わる事項であって、相手方の判断に影

響を及ぼす重要な事項 
③契約を締結させるため、又は契約の解除を妨げるため、相手方に威迫、
困惑を与える行為 

④契約の解除を妨げるため、相手方に不実告知または事実不告知を行
うこと 
⑤概要書面を交付しないこと 
⑥概要書面の紹介者記入欄に紹介者の氏名・住所・連絡先を記載しな
いこと、または虚偽の記載をすること 
⑦当社取扱商品のご案内、説明会等の催事への参加を強要すること 
⑧目的を明示せず、一般の人が出入りしない場所で勧誘すること 
⑨会員登録申請書に虚偽の記載を行うこと 
⑩希有な成功例や非現実的な収入例を引用し、あたかも確実に成功す
るかの如き印象を与えて勧誘すること 

クーリングオフについて 
契約書面を受領した日、又は登録時購入分の商品を受領した日のいず
れか遅い方より起算して20日間は、書面により契約を解除（クーリングオ
フ）することができます。またその効力は書面を発信した日（郵便消印日
付）から発生します。クーリングオフを行った場合、商品（未使用分の商
品に限ります）の取引費用は当社が負担し、お客様は損害賠償、違約
金等を請求されることはありません。また、すでに商品代金が支払われ
ている場合は、商品が当社に到着し、未使用であることを確認後、速や
かに返金したします。ハガキにＩＤNo.、氏名、住所、連絡先、紹介者名、

申込日、商品名、商品受領日及びクーリングオフの旨を記入の上、当社
宛に郵送下さい。 
※上記クーリングオフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げ
たことによりお客様が誤認し、又は李伯され困惑したことによりクーリン
グオフができなかった場合は、当社からクーリングオフできる旨の書面
を受領し、その内容について口頭で説明を受けた日から起算して20
日間はクーリングオフができます。 
下記の記入例に従い、郵便ハガキに必要事項を全て記載し、書留郵
便にて郵送して下さい。郵送時よりクーリングオフの効力が生じます。 

行 




