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概要書面
会員登録のご案内
本書面は、特定商取引に関する法律(第３７条)により規定されている「概要書面」です。

参加をご検討されている方は、本書面をよくご覧いただき、内容について十分に理解された上でご参加ください。
1

本書面について

本書面は、株式会社ライズ（以下当社）のビジネスの概要を記
載した概要書面です。
本書面に記載している金額は、特に表記がない限り税込価格で
記載しております。
2

統括者の概要

社

名 株式会社ライズ

代 表 取 締 役 立田龍顕
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地

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島7-1-3-715

所

i

l support@riseclub.jp

会員について



会員は独立した事業主として、当社から受託販売とスポン
サリング活動を正式に認められた方であり、当社の代理人
ではありません。



会員は、当社が定めた会員規約に従って会員活動を行い、
資格および自分のグループの実績に応じて、ボーナス（特
定利益）を受給することができます。
会員は、
「特定商取引に関する法律」その他関連法律を遵守
して会員活動を行ってください。



4

会員資格

（3） 申込費用を当社へ振り込み、登録申請書に振込明細を貼
付の上、郵送またはFAXにて登録申請書をお送りくださ
い。
（4） 登録申請書の受付および初回商品代金の入金確認後、会
員登録完了通知書・契約書面を発送致します。
【注意事項】
※ 概要書面をよく読み、内容を十分にご理解いただいてからお
申込ください。また、申込手続きは必ずご本人が行ってくだ
さい。
※ 入金確認が取れない場合や、申請書類が遅れた場合、会員登
録が遅れることがございます。
※ 入金額が不足している場合や申請書類に不備がある場合は、
登録できずに本人・紹介者などへボーナスが発生しないこと
がありますのでご注意ください。
6

登録申請書の当社到着日、または申込費用の入金が当社にて確
認された日の、いずれか遅い日を契約締結日とします。
7

商品について

【競馬自動馬券購入ソフト AIロボット「BASE-ONE」
】
JRA（日本中央競馬会）における馬券をAI解析により、
1.レース選択
2.馬券選択
3.資金移動
4.馬券購入
5.払い戻し
までを自動化したソフトです。
8

特定負担

入会金と翌月分の月間リース料をお支払い頂くと、会員になる
ことができます。
品名

（1） 会員登録資格は、20歳以上の一定の資力を有する方で当
社が適当と判断した方に限ります。(学生は不可）
（2） 法人での会員登録は、法人名と代表者名で登録となります。
（3） 以下に該当する方は、登録することができません。
・ ア暴力団、イ暴力団員、ウ暴力団関係企業、エ総会屋、
社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴
力集団等、オその他前各号に準ずる者
・ 成年被後見人、被保佐人、被補助人
・ 過去に懲役刑または禁錮刑に処せられた方
・ 日本国内に在留資格のない外国籍の方、または在留資格
があり日本滞在が1年未満の方
・ 以前に会員登録を行っていて、何らかの理由で除名処分
になった方
・ クーリングオフ、および退会手続完了日から 算して6
ヶ月以上経過していない方
・ 会員として適格でないと当社が判断した方

契約締結日

入

会

金額（税込）

ポイント

金

98,000円

90,000Pt

月 間 リ ー ス 料

20,000円

18,000Pt

以降は毎月、月間リース料のお支払い（前月前払い）が必要と
なります。
翌月10日までにお支払のない場合は、ソフトのご使用を停止さ
せていただきます。
6ヶ月間連続で月間リース料のお支払がない場合は、会員資格失
効となります。
半年活動した際の目安負担金額120,000円（初回費用は除く）
※ 月間リース料のお支払いについては会員の申し出があれば
停止が可能です。
9

お支払方法

【初回費用】
5

申込方法

（1） 本書面をよく読み、内容を十分にご理解いただいてから
申請者ご本人が規定の登録申請書にご記入・ご捺印くだ
さい。
（2） 紹介者の方は、登録申請書の紹介者記入欄にご記入くだ
さい。

会員登録時に選択したお支払方法（クレジットカードまたは銀
行振込）にてお支払いください。
・クレジットカード決済
会員登録申請書をご提出いただきましたら、決済用のURLを
メールにてお送りします。メールの案内に従い、決済を行っ
てください。

・銀行振込
指定の口座へお振込みいただき、登録申請書に振込明細を貼
り付けの上、ご提出ください。
■振込先口座
ゆうちょ銀行から振込

（7） タイトルについて
表の条件をクリアするとタイトルが付与されます。
タイトルは毎月1日～末日に判定し、当月昇格（または降
格）となります。

記号：14070

タイトル名

番号：41843521
口座名義：株式会社ライズ
その他銀行から振込

ゆうちょ銀行（9900）
四〇八支店（408）
預金種別：普通
口座番号：4184352

口座名義：株式会社ライズ
※銀行振込の場合、振込手数料は申請者のご負担となります。
【月間リース料】
会員登録時に選択したお支払方法（クレジットカードまたは自
動引落）にてお支払いください。
会員登録翌々月分からお支払開始となります。
クレジット
カード

決済日：前月27日（金融機関休業日は翌営業日）
※引落日はカード会社により異なります。

自動引落

引落日：前月27日（金融機関休業日は翌営業日）
※自動引落を開始するには事前に口座振替依
頼書の提出が必要です。

10 ボーナスプラン（特定利益）
（1） ボーナスの概要
ボーナスとは、会員が得ることができる特定利益で報酬
のことを指します。会員は、規約で定めたボーナスプラ
ンにより、ボーナスを得ることができます。
（2） ボーナスの取得条件
当月分の月間リース料の支払いがあること。
（以下「アク
ティブ」という）

取得条件
月間リース売上

最大系列Pt

シルバー

50万Pt

-

ゴールド

100万Pt

-

プラチナ

300万Pt

240万Pt

ダイヤモンド

800万Pt

560万Pt

クラウン

2,000万Pt

1,000万Pt

（8） ボーナスプラン詳細
ボーナスは次の4種類あり、紹介系列の会員が支払った月
間リース料のポイントを基にボーナスを計算します。
【用語】
▶紹介レベル
あなたが直接紹介した会員を1レベル（LV）とし、1LVの
会員が直接紹介した会員を2LV、2LVの会員が直接紹介した
会員を3LVというように紹介つながりでレベル分けします。
▶直アクティブ
あなたが直接紹介した会員がアクティブな状態であること。
1.

直接紹介料*******************************

新規会員を紹介すると、1人につき20,000円のボーナス
を取得できます。
2.

バイナリーボーナス********************************

最低支払金額

5,000円
（満たない場合は次回へ繰越）

【取得条件】
・直アクティブ１名以上
① バイナリーグループの左右の月間リース売上ポイント
を比較し、少ない側の8％を取得できます。
最大500万円まで取得できます。
② バイナリーグループの左右の月間リース売上ポイント
を比較し、大きい側の2％を取得できます。
対象ボリュームは少ない側の10倍まで、ボーナスは最大
8万円まで取得できます。
※計算後に余ったポイントは翌月へ繰り越されます。

振込事務手数料

800円

3.ユニレベルボーナス*******************************

支

払 方

法

登録口座へ振込

源

泉 徴

収

個人登録の会員で1ヶ月に取得したボ
ーナス金額が合計12万円を超える場
合、源泉徴収します。

あなたの紹介系列の会員が支払った月間リース料の一部を
還元します。
紹介レベル1LV～7LVの会員が支払った月間リース料のポ
イントに、表の還元率を掛けた金額を取得できます。

（3） ボーナスの計算
毎月1日～末日までを1シーズンとして計算します。
商品についているPt（ポイント）を基に計算され、1Pt＝
1円として還元されます。
（4） ボーナスの支払いについて
支

払

日

毎月末締め翌月末日支払
（土・日・祝祭日の場合は翌営業日）

※対象シーズンのボーナスから振込事務手数料と源泉所得
税を差し引いた金額をお支払い致します。
（5） 組織について
会員登録すると、紹介マップとバイナリーマップに配置
されます。
会員専用ページより、紹介した会員を自身のバイナリー
組織内の好きなところに指定配置することができます。
期日を過ぎるとルールに従い自動的に配置されます。
配置期日：登録月の翌月10日
【自動配置ルール】
左右のボリュームを比較して、少ない側の最左ラインの
末端に配置されます。

紹介レベル

取得条件

還元率

1LV

直アクティブ1名以上

5％

（6） CAP調整について
直接紹介料以外のボーナスについては、月間リース料の
売上ポイントの60％までとし、超える場合はCAP調整し
ます。

7LV

2LV
3LV
4LV
5LV
6LV

直アクティブ2名以上

直アクティブ3名以上

直アクティブ4名以上

5％
5％
5％
5％
5％
5％

※取得条件を満たしていない会員がいる場合、条件を満
たしている会員までさかのぼってボーナスを還元します。

4.タイトルボーナス********************************
月間リース料の総売上ポイントをシルバー以上のタイトル
取得者で2％ずつ均等分配します。
※タイトルは当月の実績で変動します。
※下位のタイトルボーナスも同時に取得することができま
す。
11 会員規約
【遵守事項】
（1） 当社のビジネスへ勧誘する際、以下の事項を十分に説明
してください。
・
・
・
・
・
（2）

商品の種類、性能、品質に関する事項
入会金や権利の利用など、取引に伴う特定負担
退会・中途解約（クーリングオフを含む）
取引によって得られる報酬（特定利益）
その他、相手方の判断に影響を及ぼす重要事項
勧誘に際して、又は契約の解除を妨げるために上記の事
項について、事実と異なることを告げると特定商取引に
関する法律により罰せられます。また、契約を締結させ、
契約解除を妨げるため、相手方を威迫して困惑させるこ
と、または上記に掲げる負担を伴う取引についての契約
の締結について勧誘をするためのものであることを告げ
ずに、公衆の出入りしない場所に誘い込み、相手方が自
発的に離脱できない状況で勧誘を行うようなことは、同
じく特定商取引に関する法律により罰せられます。

（3） 勧誘する際は、当社の会員であること、当社のビジネス
が特定商取引法に基づく連鎖販売取引であることを告げ
てください。
（4） 初めて当社のビジネスについて説明する際は、
「概要書面」
を必ず交付してください。
（5） ビジネス会員として勧誘する際は、当社のビジネス内容
を説明し、申請者本人の同意のもと、申請書に記入・署
名・捺印を得てください。
【禁止事項】
（1） 勧誘する目的であることや商品の説明を行わずに勧誘
すること。
（2） 勧誘に先立って氏名や商品の詳細を明らかにせずに勧
誘すること。
（3） 勧誘する目的であることを告げずに、公衆の出入りしな
い場所において勧誘・契約を行うこと。
（4） 提供する商品の種類、性能、品質、価格などの内容につ
いて説明しなかったり、事実と異なる説明をしたりする
こと。
（5） ビジネスを始めるにあたって、会員登録、ボーナスの受
給条件など本人が負担する金額と種類について説明し
ない、もしくは事実と異なる説明をすること。
（6） 会員が受給することのできるボーナスの種類と金額に
ついて説明しない、あるいは事実と異なる説明をするこ
と。
（7） 勧誘する際に、確実に儲かると断定的に相手に告げるな
ど、判断を誤らせる説明をすること。
（8） 購入した商品の返品および会員登録の解除についての
方法とその条件について、特に「クーリングオフ」と「中
途解約」についての権利と方法について説明しなかった
り、事実と異なる説明をすること。
（9） 契約を締結させるためや、契約の解除を妨げるために相
手を威迫し、困惑させる行為。
（10） 会員登録しようとする方の判断に影響を及ぼす重要な
事項について説明しないなど、事実と異なる言動をとる
こと。
（11） ⾧時間、もしくは不適当な時間に勧誘、紹介、推薦活動
を行うこと。
（12） 会員が独自に、当社が所有する商標、ロゴ等を使用する
こと。

（13） インターネットやメディアなどを利用した広告書面を
公表すること。
（14） 特定商取引法、刑法、薬機法、消費者契約法等の関連法
規に違反、または違反の疑いがある言動をとること。
（15） 当社以外の連鎖販売取引等の類似するビジネス、および
その商品を当社の会員に勧めること。
（16） 当社の許可無く、店頭やインターネットなどを利用して
商品の転売をすること。
12 各種変更に伴う手続き
（1） 会員は、登録情報に変更がある場合は、規定の申請書に
て当社へ届け出てください。
（2） 定期購入の停止・再開や商品の変更、お支払方法の変更
をする場合は、停止・再開・変更する月の前月10日まで
に当社へ届け出てください。
（3） 会員資格の譲渡、他人への名義変更は、当社の許可が必
要となります。
13 会員資格の解除・失効
（1） 会員は、書面に登録情報（会員番号・氏名・住所・電話
番号）と退会する旨を記入の上、当社へ提出することで、
いつでも解約することができます。
また、クーリングオフの場合は会員登録も同時に解除さ
れます。
（2） 退会後、6ヶ月間は再登録ができません。
（3） 以下に該当する場合は、当社の判断で会員登録を解除し
ます。
・ 当社の名誉を毀損し、また社会的信用を失わせる行為を
行った場合。
・ 刑法、特定商取引に関する法律、薬機法等の関連法規に
違反し、反社会的行為があった場合。
・ 健全なビジネスを営む上で当社が不適当と認めた場合。
・ 当社の定める禁止行為を行った場合。
・ 当社に虚偽の申告をした場合。
14 中途解約及び返金
会員都合による返金は、以下の全ての条件を満たし、かつ会員
資格解除による場合に限ります。
・ 連鎖販売契約を締結した日から1年を経過していないこと。
・ 会員自身が入会金を支払っており、かつ本人の意思で退会し、
サービスを停止する場合。
・ ソフトを使用するためのID・パスワードを受け取った日から
90日以内であること。
・ ソフトを使用するためのID・パスワードが交付された会員で、
権利を行使していないこと。ただし、紹介者等が権利を行使
させた場合を除く。
（1） 当社に連絡後、書面に登録情報（会員番号・氏名・電話
番号）と返品する旨を記入の上、当社へ提出してくださ
い。
（2） 返金額は、月額利用料の90%の金額となり、当該会員の
登録口座へ振込みます。
（3） 支払われた当該会員に対するボーナスは、返金額より差
し引かせていただきます。返金額より支払われたボーナ
ス金額が い場合は、その差額を徴収いたします。
（4） 当該ボーナスの支払いを受けた会員は、当該売上のボー
ナスのマイナス調整を行います。
（5） 当該商品購入に対して支払われたボーナスの返金義務
は、会員資格を失効した後も継続して負うものとします。
（6） 返金手続きは、当社が申し出の受付後、すみやかに行う
ものとします。

15 個人情報の取り扱い
当社では、個人情報の保護を極めて重要なことと認識しており、
会員のプライバシーを最大限に尊重し、その管理と保護を行い、
継続的に改善・向上に努めます。
（1） 個人を識別できる情報、および当該個人が購入した商品
やサービス等の情報を「個人情報」と定義します。
（2） 当社では、会員の個人情報を以下の目的で利用させてい
ただきます。
・ 当社の商品、サービス、セミナー、イベント等の情報提
供
・ 商品を発送するため
・ アフターサービス、販売・マーケティング活動を行うた
め
・ 宣伝物、印刷物の送付、営業活動のため
（3） 以下の場合には、会員登録が完了した後、ID・氏名・住
所・電話番号・購入実績・返品履歴等の個人情報を第三
者に提供する場合があります。
・ 紹介者や同じグループ内の上位の会員に提供する場合。
・ 商品・サービス情報を提供する場合。
・ 裁判所・警察、またはこれに準じた権限を有する機関か
ら書面での照会があった場合。
（4） 会員は当社に登録したことで知り得た個人情報などを
自己の責任において管理し、第三者に漏洩または不当な
目的のために利用してはいけません。
（5） 本人から、自己の個人情報について開示、変更、追加、
削除または利用停止、消去、第三者提供の停止などの要
請があった場合は、これに遅滞なく対応します。
16 支払い停止抗弁権の接続
会員は、クレジットカードを利用して割賦販売法第2条第3項に
規定する方法により商品の販売が行われた場合には、当社に対
して生じている事由をもって、クレジット信販会社またはクレ
ジットカードの発行会社に対し、支払いを拒むことができます。
（割賦販売法30条の4）

クーリングオフについて
初回商品到着日または契約書面の交付日のいずれか遅い方
の日を含めて20日間は、書面により無条件に契約を解除す
ることができます。
 クーリングオフに伴う損害賠償や違約金の請求は致しま
せん。
 クーリングオフがあった場合、商品代金および手数料は
全額返金します。
 クーリングオフは書面を発信した日（消印日付）から効
力が発生します。
 販売者から事実と異なることを告げられたり、威迫され
たことによりクーリングオフできなかった場合、改めて
クーリングオフができる説明を受け、クーリングオフ妨
害解消のための書面を受領した日を含む20日間は、ク
ーリングオフできます。
【お手続き】
 ハガキに必要事項をご記入頂き、当社へ郵送してくださ
い。
（簡易書留での発送が確実です）
 確認ができ次第、速やかに登録口座へ返金致します。
クーリングオフまでにボーナスが支払われている場合、
返金額から差し引かせて頂きます。
《ハガキの記入例》

切
手

〒532-0011

大阪府大阪市淀川区
西中島 7-1-3-715
株式会社 ライズ 宛

17 管轄裁判所

クーリングオフ
契約日
会員番号
氏名
住所
電話番号
商品名
金額
上記申請を撤回し、
契約を解除します。

何らかの理由で、会員との間で本契約に関する紛争が生じた場
合、当社所在地の管轄する裁判所を所属管轄とします。
18 確認事項
当社は、会員に事前に通知することなく、本規約の改定、プラ
ンの変更等を行うことができるものとします。
会員が異議を述べることなく、次の取引を行った場合は、該当
変更を承諾したものとします。

ご紹介者の方へ
会員を勧誘する際は、必ず下記の記入欄へご自身の情報を記入し、参加をご検討されている方へ本書面を交付の上、
ビジネス内容を説明してください。
氏名
住所

電話番号
〒

