
リワードプラン
人生を最大限に楽しむお手伝いをすることが私達GOVVIの使命です。時代が求める卓越した製品、 

そして経済的な成功が持続できる魅力的なGOVVI ビジネスを提供します。またGOVVIのリワードプランは、 

GOVVIプロモーターの皆様がダイレクトセリングビジネスにて成功を収める最高のチャンスを提供します。



ランス　コンロッド
GOVVI 創始者

成功の道を	 	 	 	 	
切り開く
GOVVIへようこそ！私達は、現代社会のニーズに沿いビジネス構築ツールとして活用できる 
素晴らしい製品をご紹介しています。 未来へ続くよりよい地球のために、世界中のリーダーを
駆り立てるビジネスチャンスをご提供いたします。
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カスタマー・リワード    

初回購入リワード   

バイナリー・リワード   

スポンサーマッチング・リワード  

世代マッチングボーナス・リワード 

グローバルボーナス・リワード 

GOVVIライフ・リワード    

7種類のリワード 

リワ ード プ ラン
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リワ ード プ ラン

あなたの心を駆り立てる 
チャンスにお招きします

１．カスタマー・リワード       

GOVVIはイー・コマースのサブスクリプション（定期購入）ビジネスです。顧客とプロモーターの皆さまにはサブスクリプショ

ンをお勧めしています。１回限りの購入も可能です。直接スポンサーした購入者が小売価格（初回限定価格）で製品を購入

した場合、小売価格とサブスクリプション価格の差額をリワード（報酬）として受取ることができます。また、直接スポンサー

した購入者がプロモーターにならなかった場合は、購入製品に付与されたコミッション対象ボリューム（CV）は、あなたの小

さいほうの系列に加算されます。 

２．初回購入リワード        

直接スポンサーした購入者がビジネスサブスクリプションパック（$99）を初回購入した場合、パックのCVの35％が初回購入

リワードとして支払われ、35CVがバイナリー・リワードのボリュームとして追加されます。 同じ購入者によるサブスクリプショ

ンが2回目以降の場合は、70CVがバイナリー・リワードのボリュームとして加算されます。 ビジネス・サブスクリプション・ 

パックよりCVが小さいパックや製品を購入した場合は、初回購入リワードの対象にはなりません。   
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３．バイナリー・リワード       

バイナリー・リワードは、毎週計算されるプロモーターのチームを構築するためリワードです。バイナリー・リワードでは、 

チーム構築の際に全員が助け合うことでチームワークの恩恵を受けることができます。

リワードの仕組み:
全プロモーターの左右にチームが存在します。リクルートされたプロモーターは、左右いづれかの系列に配置されます。 

コミッション対象ボリューム （CV） は、常に上へ流れ、バイナリー組織の下にいる誰かが製品を購入すると、その上の全員が

利益を得ることができます。毎週末に、各チームのCVの合計が集計されます。小さい系列の合計ボリュームにより、タイトル

とチームから受取れる支払パーセンテージが決まります (8 ページのタイトルチャートを参照)。このリワード・プランでは、大

きい方の系列で報酬計算に使われなかったボリュームは、翌週に持ち越されます。

（例）左側の系列に350CVあり、右側の系列に280CVあった場合（下図参照）、このプロモーターのタイトルは、右側の系列 

（ボリュームの小さい方）によって決まり、残った左側の系列の70CVは次週に持ち越されます。

あなた

70CV 70CV

直接スポンサー 
したプロモーター

ボリュームの小さい方 = 280 CV X 10% = $28 のバイナリー・リワード
左側の系列に残った70CV は、翌週へ持ち越されます。

ダウンラインが 
直接スポンサー 

したプロモーター

持ち越し

70CV70CV

70CV70CV

70CV 70CV

70CV
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４．スポンサー・ 
マッチング・リワード 

直接スポンサーしたすべてのプロモーターが毎週受取る バ

イナリー・リワードの20％を、スポンサー・マッチング・ リ

ワードとして受取ることができます。チームを構築して いくこ

とで週ごとのリワード額が上がっていきます 右表参照）。

５．世代マッチング・ボーナス・リワード

スターメーカー・プロモーター以上のタイトルになると、そのタイトルを維持、またはスターメーカーより上位のタイトルでいる

限り、毎週計算されるバイナリー・リワードの10%の世代マッチング・ボーナス・リワードを受け取ることができます。直接 

スポンサーしたプロモーターで、スターメーカー・プロモーターまたはそれ以上のタイトルを獲得した４世代まで支払われます。

（注：バイナリー・リワード資格条件に基づく。）このリワードは、各世代において多数のプロモーターが存在することと 

なり、Govviビジネスにおいて毎週大きな追加収入を生み出すことが可能になります。（以下図参照）

GOVVI

個人的に 
スポンサーした 
プロモーターの数

個人的にスポンサー 
した各プロモーターが
獲得した該当週の 
バイナリー・リワード
の合計

あなたのスポンサー・ 
マッチング・リワード (20%)

5 $1,000 $200

25 $10,000 $2,000

50 $25,000 $5,000

以上の例はすべて米ドル表示です。

星マークは、スターメーカーのタイトルを獲得した 
プロモーターを表しています。

世代と直接スポンサーしたグループの説明

１．あなたの「直接スポンサーした組織」は、あなたが個人的に直接スポンサー 
したすべてのプロモーターと、そのプロモーターがスポンサーしたすべての 
プロモーターで構成されます。

２．直接スポンサーした組織では、あなたが個人的に直接スポンサーしたすべて
のプロモーターは、あなたの第１世代 （人数無制限）に配置されます。そして第１
世代が個人的に直接スポンサーしたすべてのプロモーターは、あなたの第２世代
に配置されます。このようにその後も同様に配置されます。

３．「世代」は、毎週計算される支払期間中に、直接スポンサーした組織内の 
プロモーターがスターメーカー・プロモーター以上のタイトルに達した場合に 
始まります。

４．世代マッチング・ボーナス・リワードは、同じチームの系列内にスター 
メーカー・プロモーター以上のタイトルプロモーターが出てくるまで、直接 
スポンサーしたチーム系列内のすべてのプロモーターが対象となります。

５． そして、そのプロモーターにより次の世代がスタートします。
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６．グローバル・ボーナス・プール・リワード
スーパースター・プロモーターは、その週に発生した会社全体のコミッション対象ボリューム (CV) の グローバル・ボーナス・ 

プールのシェアを毎週2% 受取ることができます。

７．GOVVIライフ・リワード
GOVVIライフ・リワードは、最低35PV以上の注文をするプロモーターチームの構築で得られる月計算のリワードです。

簡単な3つのステップで、毎月GOVVIライフ・リワードを受取ることができます。

1

2

3

35PVまたは70PVの自己購入をする。 

直接スポンサーしたプロモーターを2人、3人、4人、5人と増やす。 

（リワード額は、直接スポンサーした人数に連動します）

直接スポンサーしたプロモーターにそれぞれ35PV以上の購入をするように指

導する。

2 X 2 GOVVIライフ 3 X 3 GOVVIライフ 4 X 4 GOVVIライフ 5 X 5 GOVVIライフ

$50
35 PV リワード

$150
35 PV リワード

$250
35 PV リワード

$350
35 PV リワード

$100
70 PV ダブルリワード

$300
70 PV ダブルリワード

$500
70 PV ダブルリワード

$700
70 PV ダブルリワード

あなたが直接スポンサーした 

プロモーターが左右系列に1人ずつ

存在して毎月35PVの注文をし、また

そのプロモーターが直接スポンサー

したプロモーターが左右系列に1人

ずつ存在して毎月35PVの注文を 

した場合、毎月50ドルのリワードを 

受取ることができます。 70PVの注文

の場合は100ドルのリワードを受取る

ことができます。

あなたが直接スポンサーした 

プロモーターの3人が毎月35PVの 

注文をし、またそのプロモーターが

直接スポンサーしたプロモーター 

3人が毎月35PVの注文をした場合、

毎月150ドルのリワードを受取ること

ができます。 70PVの注文の場合は

300ドルのリワードを受取ることがで

きます。

あなたが直接スポンサーした 

プロモーターの4人が毎月70PVの 

注文をし、またその４人の 

プロモーターが直接スポンサーした

プロモーター4人が毎月70PVの注文

した場合、毎月500ドルのリワードを

受取ることができます。 70PVの注文

の場合は500ドルのリワードを受取る

ことができます。

あなたが直接スポンサーした 

プロモーター5人が毎月35PVの 

注文をし、またその５人の 

プロモーターが直接スポンサーした

プロモーター5人が毎月35PVの注文

をした場合、毎月350ドルのリワード

を受取ることができます。 70PVの注

文の場合は700ドルのリワードを 

受取ることができます。

リワード金額はUSD（米ドル）で表示されています。またこのリワードは毎月1回のみ支払われます。



タイトル条件と報酬

GOVVI

ランク 条件 バイナリー・リワード マッチング・リワード

顧客 なし – –

プロモーター
20CV以上の自己購入があり、1人以上の直接スポンサー
したプロモーターがいる

–
直接スポンサーしたプロモーターが 
獲得したリワードの20％

ライジングスター
直接スポンサーしたプロモーターで、20CV以上の自己
購入がある人が左右の系列に1人ずついる

10%まで
直接スポンサーしたプロモーターが 
獲得したリワードの20％

スター
ライジングスター + 毎週小さい側の系列に1,000 CV以
上のボリュームがある

12%まで
直接スポンサーしたプロモーターが 
獲得したリワードの20％

スターメーカー
ライジングスター + 毎週小さい側の系列に2,000 CV以
上のボリュームがある

15%まで

直接スポンサーしたプロモーターが 
獲得したリワードの20％ + 第1世代と 
第2世代にいるスターメーカー以上の 
タイトルをもったプロモーターが獲得 
したリワードの10％

ロックスター
ライジングスター + 毎週小さい側の系列に4,000 CV以
上のボリュームがある

18%まで

直接スポンサーしたプロモーターが 
獲得したリワードの20％ + 第1世代、 
第2世代と第3世代にいるスター 
メーカー以上のタイトルをもった 
プロモーターが獲得したリワードの10％

スーパースター
ライジングスター + 毎週小さい側の系列に8,000 CV以
上のボリュームがある

20%まで

直接スポンサーしたプロモーターが 
獲得したリワードの20％ + 第1世代、 
第2世代、第3世代と第4世代にいる 
スターメーカー以上のタイトルをもった
プロモーターが獲得したリワードの 
10％ + 2％のグローバルボーナス 
プール



リワード支払スケジュール
カスタマー・リワードと初回購入リワードは毎日支払われます。(3日間の購入者の猶予期間後)

バイナリー・リワード、マッチング・ボーナス・リワード、グローバル・ボーナス・リワードは、当該週より1週間遅れで
毎週支払われます。

これらのリワード対象期間は、協定世界時の火曜日の12:00amから翌週月曜日11:59pmまでとなり、計算されたそ
れぞれのリワードは翌週火曜日にeウォレットに支払われます。

Govviライフ・リワードの支払対象期間は毎月1日から月末です。計算されたリワードは対象期間の翌月15日以降の
第一水曜日に、eウォレットに支払われます。

Govviライフ・リワードの支払対象期間は毎月1日から月末です。計算されたリワードは対象期間の翌月15日以降の
第一水曜日に、eウォレットに支払われます。eウォレットからの払出し請求をするとiPayout口座が自動的に作られ
ます。その際、資金を受取るために必要な身分証明書や 
銀行情報の確認用Eメールが届きます。 これは毎週木曜日、新規プロモーターへ送られます。

その週の協定世界時の月曜日12:00 amまでに行われたリクエストは、すべて同週の金曜日に 
支払われます。締切日 (協定世界時の月曜日12:00 am) 以降に提出されたリクエストは、翌週の金曜日まで保留さ
れます。

*総支払額60％ルール
バイナリーリワードは、プロモーターが所属する小さい側の系列のCV (コミッション対象 
ボリューム) の20％を上限として、会社全体のリワードの総払出額が総CVの60％に達するまで支給されます。

会社の全払出合計金額が60％を超えた場合、各リワードは会社の総金額の60％を超えない 
ように調整されます。これは、過剰な払出を防止し、Govviがプロモーターに対して長期的に安定した最大限の払出
が維持できるよう計画されたものです。

注：バイナリー・リワードの払出上限は1週間あたり米ドル$20,000です。

PVとCVの説明
すべての製品にはPV（パーソナル・ボリューム）とCV（コミッション対象ボリューム）が付与されています。 

コミッション対象ボリューム（CV）は、バイナリー・リワード、マッチング・ボーナス・リワード、およびグローバル・ 
ボーナスの報酬を計算するために製品に付与された値です。 
 
パーソナル・ボリューム（PV）は、GOVVIライフ・リワードを計算するために個人的に購入した製品に付与された 
値です。




