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アンビット・エナジー・ジャパン
概要書面の利用について

アンビット・エナジー・ジャパン合同会社（以下「アンビット・エナ
ジー」といいます。）は、独立コンサルタント（以下「コンサルタン
ト」といいます。）を通じて、エネルギー供給サービスのダイレク
ト・セリングを行う会社です。アンビット・エナジーが行うビジネス
は、特定商取引に関する法律（以下「特定商取引法」といいます。）
に規定する連鎖販売取引に該当します。

特定商取引法により、アンビット・エナジーのコンサルタントが新規
コンサルタント候補を勧誘する際に、被勧誘者に本書面（概要書面）
を交付することが必要になります。概要書面には、アンビット・エナ
ジーが行う連鎖販売取引およびその提供するエネルギーサービスの概
要が記載されており、また、アンビット・エナジーの報酬プランに関
する説明も記載されています。

概要書面を交付する目的は、皆さんが勧誘するすべての新規コンサル
タント候補の方に、当社のビジネス、当社が提供するサービスおよび
コンサルタントとして登録した際に負担することになる義務を十分に
理解していただくことにあります。

アンビット・エナジーをご紹介頂く際には、新規コンサルタント候補
の方 に、この概要書面の内容を十分に説明した上で、アンビット・エ
ナジーへの登録の有無にかかわらず、この概要書面をお渡しして下さ
い。

この概要書面には、各新規コンサルタントがアンビット・エナジーへ
の登録（勧誘したコンサルタントのチームへの登録）の手続に必要と
なる個別の管理番号が記載されており、番号の重複はありません。ア
ンビット・エナジーのコンサルタントとして登録手続がされると、独
立コンサルタント契約（契約書面）（以下「コンサルタント契約」と
いいます。）およびアンビット・エナジーの方針および手続が交付さ
れます。

各コンサルタントは、特定商取引法、アンビット・エナジーの方針お
よび手続に従いアンビット・エナジーでのビジネスを実施しなければ
なりません。

www.Robco.myambit.jp
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アンビット・エナジーにようこそ。当社は世界最大のエネルギ
ーのダイレクト・セリング会社です。

アンビット・エナジーは、本部を米国テキサス州ダラスに構
え、年商は12億ドル、100万人以上のお客様にご満足頂き、そ
して10年以上にわたり市場の拡大を続ける会社です。

アンビット・エナジーは、その歴史を通じて、他に類を見ない
成長、先端技術およびお客様への至上のサービスの提供が認め
られてきました。2010年には、「Inc.」誌で、「米国で最も急
成長している企業」として紹介され、また、「Direct Selling 
News」では、常にダイレクト・セリング企業の世界トップ15に
選出されています。

さらに、アンビット・エナジーは「The Dallas Morning 
News」にて、働きたい企業ランキングトップ100に繰り返し選
ばれており、世界最大の独立マーケット・リサーチ会社の1つに
より顧客満足度上位に6度も選ばれています。

これらの賞の受賞は、アンビット・エナジーにとって名誉ある
事ですが、それ以上に重要なのは、アンビット・エナジーが業
界屈指のエネルギー小売企業として揺るぎない評価を受けるこ
とを真摯に目指した結果であるということです。また、これは
コンサルタントに対して各自の目標を達成する機会を提供して
いることの表れでもあります。アンビット・エナジーは本質的
に、ビジネスの機会を十分に理解しているので、こうした機会
を生み出すことができるのです。

また、アンビット・エナジーは日本とユニークな繋がりがあり
ます。アンビット・エナジーの共同創業者の一人であるジェリ
ー・トンプソン・ジュニア氏は、セブン-イレブン社の創業者一
族の一員です。トンプソン氏の祖父は、貯氷庫を利用し、食料
品やその他の雑貨を販売するというアイディアを思いつきまし
た。この革新的なアイディアから、コンビニエンスストア産業
が生まれたのです。トンプソン氏の父と叔父は、その事業を世
界規模に拡大させ、70年代には日本への進出も果たしました。
今日では、セブン-イレブンは、世界でも最も大きな日系企業の
1つとなっています。

トンプソン氏は、彼の家族の企業家としての才能を引き継
ぎ、90年代初頭、その才能を発揮して、米国南西部にて最大規
模の光ファイバーおよびデータネットワークの会社を立ち上げ
ました。

もう一人の共同創業者であるクリス・チャンブレス氏もまた、
自由化された米国の電気通信産業に当初より参画し、Excel 
Communications社を設立からわずか7年で年間売上10億ド
ル超の企業へと導きました。チャンブレス氏の在籍期間中
に、Excel社は、ATT社、MCI社およびSprint社に次ぐ北米第4位
の長距離通信会社になりました。

今日、トンプソン氏とチャンブレス氏は、日本の約8兆円規模の
エネルギー市場に、これまでの成長と同じ成長の可能性がある
と確信しています。両氏は、コンサルタントの皆さんも、世界
で最も大きな経済力を有する国の1つである日本において、自身
のビジネスを発展させ、経済的な自由を獲得するという目標を
達成することができるものと信じています。
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スポンサーの情報
 
氏名 

 
コンサルタント番号 

 
郵便番号 

都道府県 

市区町村

番地 

電話番号 

メールアドレス 

 
ウェブサイト 

アンビット・エナジーについて
会社名
アンビット・エナジー・ジャパン合同会社

代表者
社長　マイケル・クリストファー・チャンブレス

住所および連絡先
〒530-0017
大阪府大阪市北区角田町8番47号
阪急グランドビル20階
電話番号：06-7711-1870

ジャパン・カスタマーケアセンター

フリーダイヤル（日本国内）：0120-907-830
営業時間：午前9時から午後6時（月曜から土曜）

ジャパン・コンサルタントサポート

フリーダイヤル（日本国内）：0120-907-087
営業時間：午前9時から午後6時（月曜から土曜）

特定負担について 
アンビット・エナジーのコンサルタントとして活動す
るには、オンラインでの登録手続きを行い、コンサ
ルタント契約に同意の上、以下に規定されている登録
料を支払う必要があります。上記の登録手続を行い、
登録料が支払われますと、新規の顧客（アンビット・
エナジーと電力小売供給約款を締結するお客様をいい
ます。以下同じ。）を勧誘し、また、新規のコンサル
タントのスポンサーとなることで、ご自身のアンビッ
ト・エナジーのビジネスを開始することができるよう
になります。

コンサルタント登録料：10,000円（更新料は不要）

コンサルタントは、アンビット・パーソナル・ウェブ
サイトを利用することができます。アンビット・パー
ソナル・ウェブサイトとは、コンサルタント毎に付与
されるオンラインツールであり、コンサルタントはこ
のウェブサイトを通じて、アンビット・エナジーのサ
ービスの宣伝およびマーケティングを行うほか、興味
を示した新規コンサルタント候補にアンビットのビジ
ネス機会に関する情報を提供することができます。

パーソナル・ウェブサイト利用料：月額2,500円

お支払方法：クレジットカード（Visa, MasterCard, 
American Express）、銀行振込またはペイジー
（Pay-easy）

提供する役務に関する情報
アンビット・エナジーは、経済産業大臣により小売電
気事業者として登録されており、アンビット・エナジ
ーと電力小売供給契約を締結した顧客に低圧電力を供
給します。 

電力の供給サービス  

アンビット・エナジーは、従量電灯A、BもしくはC
用メーター、または小規模事業者向け低圧電力用メー
ターを利用する、一般家庭および小規模事業者に対し
て小売低圧電力サービスの提供を行います。新規顧客
が、別の電力会社からアンビット・エナジーに契約を
切替える場合、アンビット・エナジーへの切替手数料
およびキャンセル料をアンビット・エナジーが請求す
ることはありません。顧客がアンビット・エナジーの
サービスに満足しない場合に、当該顧客が従前の電力
会社との契約に戻すことを希望すれば、その理由の如
何にかかわらず、アンビット・エナジーは当該希望に
添えるよう迅速に対応します。

アンビット・エナジー・ジャパン合同会社（以下「アン
ビット・エナジー」といいます。）は、独立コンサルタ
ント（以下「コンサルタント」といいます。）を通じ
て、ダイレクト・マーケティングによりサービスを提供
する会社です。

特定商取引に関する法律（以下「特商法」といいます。
）は、コンサルタントが新規コンサルタント候補を勧誘
する際に、被勧誘者に対して本書面（概要書面）を交付
することを要求しています。本概要書面を受け取りまし
たら、アンビットでの報酬獲得の機会、コンサルタント
としての活動に関する費用、契約条項および顧客の獲得
や他人の顧客獲得への援助に対する報酬制度等、その内
容を十分に理解するよう注意深くお読みください。きっ
とご満足頂けることでしょう。

概要書面
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しかしながら、アンビット・エナジーは、すべての顧客
が、電力会社をアンビット・エナジーに変更したことに
満足していただけるものと確信しており、以下の保証も
提供しています。

満足保証：アンビット・エナジーへの電力会社の変更手
続の過程で停電が生じた場合には、その理由の如何にか
かわらず、当該顧客の最初の利用月の電力使用料金をア
ンビット・エナジーが負担します。

低価格保証プラン：満足保証に加えて、アンビット・エ
ナジーは、低価格保証プランという独自のサービスを提
供しています。アンビット・エナジー・ジャパンが提供
する低価格保証プランは、当社独自のレート変動型プラ
ンです。アンビット・エナジー・ジャパンのお客さまへ
の供給開始日以降連続した12請求期間分の電力量料金を
元に計算した結果と、お客さまがお住まいの地域の旧一
般電気事業者の電力小売供給約款（III-16）に掲載され
た現行の電力量料金を比較して少なくとも１％の節減を
保証するものです。

コンサルタント登録要件・登録手続き
個人として登録する場合

a. コンサルタントは、満20歳以上でなければなりま
せん。

b. 個人がコンサルタントになるためには、日本国籍
を有しているか、外国籍である場合には、日本で紹介
販売事業を行うことができることを示す書面を提出し
なければなりません。かかる書面には、外国人登録
証明書、在留カードおよび特別永住者証明書が含ま
れます。

c. コミッションの支払いを受けるため、コンサルタ
ントはご自分の銀行口座に関する情報をアンビット・
エナジーに提供する必要があります。コミッション
のお支払方法は登録された銀行口座への振込に限ら
れます。

法人として登録する場合

a. 法人がコンサルタントとして登録するためには、
日本で設立された営利法人（株式会社、合名会社、合
資会社または合同会社）であること、または、外資系
企業の場合には、日本で登記されたものでなければな
りません。加えて当該法人が適法に設立されたことを
証明する公的な証明書を提出する必要があります。

クーリング・オフ期間について
a. コンサルタントは、契約書面を受領した日から20

日間（以下「クーリング・オフ期間」といいます。
）は、理由の如何を問わずコンサルタント契約を解
除することができます。コンサルタントがクーリン
グ・オフ期間中に契約を解除することを希望する場
合、氏名、住所、電話番号、コンサルタント番号お
よび解除の理由を記載した書面（以下「クーリン
グ・オフ通知」といいます）をアンビット・エナジ
ーに送付する必要があります。

b. クーリング・オフ通知は、以下の住所宛てに郵
送、もしくは上記の内容を記載したEメールを以下
のアドレスに送付してください。
郵便宛先：
〒530-0017
大阪府大阪市北区角田町8番47号
阪急グランドビル20階
アンビット・エナジー・ジャパン合同会社
フィールド・コンプライアンス
Eメール宛先：
fi eldcompliance@ambitenergy.co.jp

• （１）クーリング・オフ期間中の解除を妨げ、妨害
する為に、クーリング・オフ期間についてアンビッ
ト・エナジー、他のコンサルタント、または、本コ
ンサルタントのスポンサーにより不実の説明がなさ
れ、これにより本コンサルタントが、クーリング・
オフ期間中に解除する権利について誤認していた場
合、または（２）クーリング・オフ期間中の解除が
威迫などにより不可能であった場合は、クーリン
グ・オフ期間は、（ア）当該コンサルタントが特商
法第40条第1項に基づき解除できる旨の記載された
文書を受領し、かつ、（イ）特商法および主務省令
に従い、改めてその内容について説明を受けた日か
ら20日間となります。

• クーリング・オフ期間に関する規定は、コンサルタ
ントが店舗等によらないで勧誘等を行う個人である
場合に適用されます（特商法第40条）。

クーリング・オフ期間中の解除の効果

a. コンサルタント契約が解除された場合には、コン
サルタントとしての権利、利益は全て消滅します。

b. コンサルタントがアンビット・エナジーに支払っ
たコンサルタント登録料およびパーソナル・ウェブサ
イト利用料の全額が直ちに返還されます（既にアンビ
ット・エナジーからコミッション等の金銭の支払いが
なされている場合には、当該金額を控除した残額が返
還されます。）

c. アンビット・エナジーは、クーリング・オフ規定
に基づく解除に関連して、損害賠償を請求することは
ありません。

d. クーリング・オフ期間の契約解除は、クーリン
グ・オフ通知を発行した時点で効力が生じます。
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クーリング・オフ期間経過後の解約
クーリング・オフ期間経過後であっても、コンサルタン
トは、いつでもコンサルタント契約を解約することがで
きます。（以下「任意解約」といいます。）

a. コンサルタントのボーナスおよびコミッション
は、コンサルタントとしての新規顧客の申込みおよび
顧客獲得のためのダウンライン組織の構築活動に対す
るすべての対価となります。

b. コンサルタントによる任意解約がなされた場合、
自らが運営していたダウンライン組織、またはダウン
ライン組織を通じた売上に対するコミッションおよび
ボーナスに対する権利、権原、請求権または権益は、
下記d)に記載するものを除き消滅します。

c. コンサルタントは、コンサルタント契約を任意解
約した場合、コンサルタントとしてのすべての権利を
失います。

d. コンサルタントは、コンサルタント契約を任意解
約した場合、解約前にアクティブステータスであった
期間におけるコミッションおよびボーナス（下記の非
自主的解約の場合には、アンビット・エナジーによる
解約に先立つ調査期間中に保留されていた金額を控除
した金額）の支払いのみ受けることができます。

アンビット・エナジーは、コンサルタントが、コンサル
タント契約（契約書面）、方針および手続、およびその
他の関連法令に違反した場合、またはアンビット・エナ
ジーのエネルギーサービスに対する支払いを60日間以上
滞納した場合にはコンサルタント契約を解約することが
できます。また、アンビット・エナジーはその裁量によ
り、30日前の事前通知をすることでその理由にかかわら
ず、コンサルタント契約を解約することができます。（
以下「非自主的解約」といいます。）

上記a.からd.の規定は、非自主的解約の場合にも適用さ
れます。 

クーリング・オフ期間経過後の解除
における商品等の返品について

a. 契約を解約する場合、コンサルタントは、アンビ
ット・エナジーから購入したカタログ、販促資料のう
ち使用可能な状態のものについては、コンサルタント
の費用負担で、解約から90日以内に返品することが
できます。 ただし、返金請求の前に、アンビット・
エナジーから型落ちである旨の指定がされたものにつ
いては、再販売が不可能であるとみなされますので、
返金には応じられません。

b. 返金額は、購入価格の90%相当額（税込）としま
す。なお、コンサルタントが負担した郵便料金、取扱
手数料および引渡手数料は返金されません。

重要事項
コンサルタントは特商法および関連法令の規定に従わな
い場合、当該法令により処罰される可能性があります。

勧誘や販売を行う場合には、コンサルタントは、相手方

にアンビット・エナジーのビジネスが特商法上の連鎖販
売取引であることを説明するとともに、以下の事項を遵
守しなければなりません。

a. 文書の交付（特商法37条）

• コンサルタントは、勧誘時において、相手方のコン
サルタントになる意思の有無にかかわらず、スポン
サーの情報欄を記入した最新の概要書面を交付し、
その内容を十分に説明しなければなりません。

• 勧誘した新規コンサルタント候補がアンビット・エ
ナジーに登録した場合には、コンサルタントは当該
新規コンサルタントが、方針および手続および報酬
プランが含まれている契約書面を十分に理解するよ
うにしなければなりません。契約書面は、登録手続
中はオンライン上で閲覧できます。また、登録手続
の際に新規コンサルタントが提供した連絡先に、可
及的速やかにEメールおよび郵送により当該新規コ
ンサルタントに交付されます。コンサルタント契約
ならびに方針および手続および報酬プランは一体と
して、コンサルタントとアンビット・エナジーとの
間の契約の基盤を構成します。

b. 氏名、名称等の明示（特商法33条の2）
コンサルタントは、勧誘に先立って以下の事項を明
確に提示ないし説明しなければなりません。

i. 自己の氏名（法人の場合には、その名称および実
際に勧誘する者の名前）

ii. アンビット・エナジーの名称、自身がアンビッ
ト・エナジーのコンサルタントであること、勧誘の
目的が特定負担を伴う取引への登録であること

c. 特商法34条の禁止事項およびその他の法令遵守事
項

• 特商法上、コンサルタント契約の勧誘をするため、
またはコンサルタント契約の解除を防ぐために、故
意に、以下の事実を説明しないこと、または下記の
事実について虚偽の説明をすることは禁止されてい
ます。

i. 商品の種類および品質について：従量電灯A、B
もしくはC用メーター、または小規模事業者向け低
圧電力用メーターを利用する、一般家庭および小規
模事業者に対する小売低圧電力サービスの提供

ii. 特定負担について：登録料およびパーソナル・
ウェブサイト利用料

iii. 契約の解約（クーリング・オフを含む）につい
て

iv. 特定利益（報酬プランの内容を含む）について

v. その他、相手方の判断に影響を及ぼす重要な事
項について

• コンサルタントは、被勧誘者を混乱または威圧する
ような勧誘をしてはなりません。かかる行為は特商
法違反であり、処罰の対象となります。

• コンサルタントは、コンサルタント契約の勧誘が
目的であることを秘して、新規コンサルタント候補
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に営業所、代理店その他事務所以外の場所で声をか
けまたは電話、郵便、ファックス等で呼び出し、当
該新規コンサルタント候補をホテルの部屋や会議室
等一般に立ち入ることができない場所において勧誘
をしてはなりません。かかる行為は特商法違反であ
り、処罰の対象となります。

• コンサルタントは、未成年者、学生、制限行為能力
者と判断される者および公務員に対して、コンサル
タント契約の勧誘をしてはなりません。

• コンサルタントは、アンビット・エナジーの商品ま
たはサービスを購入しないとの意思表示をした者、
およびコンサルタントにならないとの意思表示をし
た者に対し、適切な期間を置かずに、繰り返し勧誘
をしてはなりません。

• コンサルタントは、相手方の事前の承認を得ず、E
メールによる広告をしてはなりません。

• アンビット・エナジーのエネルギーサービスの勧
誘、アンビット・エナジーによるコミッション等獲
得の機会の勧誘には、アンビット・エナジーから書
面による承認を得た販売ツールおよび販促資料に限
り使用することができます。このため、アンビッ
ト・エナジーによる個別の承認のない限り、コンサ
ルタントは、アンビット・エナジーのサービスやビ
ジネス機会の勧誘に自ら作成した資料や広告、販売
ツール、販促資料、ウェブページを使用してはなり
ません。

• コンサルタントは、アンビット・エナジーの許可
を得ることなく、アンビット・エナジーの商標、会
社名およびロゴ等の知的財産権を使用してはなりま
せん。

• すべての勧誘は、関係法令、特商法の規定に従った
アンビット・エナジーの最新の方針および手続を遵
守して行わなければなりません。

特定利益（報酬プラン） 
アンビット・エナジーの報酬プランは、エンドユーザー
へのアンビット・エナジーのサービスの売上に基づいた
ものとなっています。アンビット･エナジーとのコンサ
ルタント契約が締結されると、コンサルタントは、報酬
プランに従ってボーナスおよびコミッションを獲得する
資格を得ることになります。当該資格は、当該コンサル
タントのみに帰属するものであり、方針および手続の規
定によってのみ譲渡することができます。新規コンサル
タント候補に対して報酬プランの説明をする際には、コ
ンサルタントは、報酬の予想や保証をすることはでき
ず、また、自身がアンビットから受領している報酬額を
開示（銀行明細書または納税記録の提示を含みます。）
することはできません。アンビット・エナジーから得ら
れる収入について説明する際には、各コンサルタントに
支払われる金額は、各人のコンサルタントとしての活動
の結果のみに応じたものであることを明確に説明しなけ
ればなりません。

a. 報酬を獲得するための条件

i. ステータスが「アクティブ」であること

ii. コンサルタントは、ボーナスやコミッションの
獲得およびより高い目標を達成するために、アンビ
ット・エナジーに自身の顧客の申し込みを行うとと
もに、ダウンラインのコンサルタントが顧客の申し
込みを行うことを援助し、かつ、コンサルタント契
約に規定するその他の義務を果たすこと

b. 「アクティブ」ステータスの要件

コンサルタントが「アクティブ」とみなされるに
は、①120日ごとに新規コンサルタント1名以上の
スポンサーとなるか、新規顧客1名以上の申込をさ
せること、または②サービス切替え待ちの顧客もし
くはサービス提供中の顧客を少なくとも20名維持
していること

• コンサルタントが、120日間に新規のコンサルタン
トのスポンサーとなることがなく、もしくは新規顧
客を申込させることもなく、またはサービス切替
え待ちの顧客およびサービス提供中の顧客を少なく
とも20名以上維持することができない場合には、
ステータスは「非アクティブ」となり、新規顧客の
申込をさせること、またはコンサルタントのスポン
サーとなることでアクティブのステータスが復活す
るまで、ボーナスおよびコミッションは発生しませ
ん。

• なお、この規定は、コンサルタント契約締結後最初
の1年間は適用されないものとします。

抗弁権の接続
割賦販売法により抗弁権の接続が認められており、コン
サルタントがアンビット・エナジーに対して生じている
事由を根拠に、信販会社等に対抗することができます。

5
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報酬プラン　|  3つの方法:

ボーナスおよびコミッションに関する重要事項

報酬プランに基づき、アンビット・エナジーから各コンサルタントに支払われるボーナスおよびコミッションには、すべ
て消費税が含まれています。

1  即時収入 
ジャンプスタートボーナスとチームビルダーボーナスは、ビジネス開始後すぐに得られる可能性がある収入です。これら
のボーナスは、あなたがアンビット・エナジーの新規顧客の申し込みをした場合、または自分がスポンサーする新規コン
サルタントが新規顧客の申し込みをするのを援助した場合に支払われます。

種類 ボーナス 必要となる顧客数 期間

ジャンプスタート1 ¥5,000 3 4週間

ジャンプスタート2 ¥5,000 8 8週間

ジャンプスタート3 ¥2,500 15 8週間

ジャンプスタート4 ¥2,500 20 12週間

ジャンプスタート5 ¥2,500 25 12週間

ジャンプスタート6 ¥2,500 30 12週間

合計 ¥20,000

チームビルダーボーナス
新しく自分がスポンサーしたコンサルタントが顧客を集めてジャンプスタート1ボーナスを獲得すると、あなたもチー
ムビルダーボーナスを取得できます。

ジャンプスタートボーナス

種類 ボーナス* 必要となる顧客数 期間

チームビルダー ¥5,000 3 4 週間

www.Robco.myambit.jp
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2  リーダーシップ・レベル 
コンサルタントは、自らのアンビット・ビジネスを構築していく中で、アンビットの販売網組織においてより高いリーダ
ーシップ・レベルへと昇格する（およびより多くのボーナスを獲得する）ことが可能となります。コンサルタントの昇格
対象となる各リーダーシップ・レベルおよび各レベルの昇格要件は以下のとおりです。

リージョナル・コンサルタント (RC)

1. 自ら、サービス切り替え待ち、もしくはサービス提供中の顧客合計5名分の申し込みを行う。
2. 自ら、2名のコンサルタントのスポンサーとなる。
3. 条件達成済みのコンサルタント*6名からなる最初のチームを構築する。またはコンサルタント6名とサービス切

り替え待ち、もしくはサービス提供中の顧客合計18名からなる最初のチームを構築する。

シニア・コンサルタント (SC)

1. 自ら、サービス切り替え待ち、もしくはサービス提供中の顧客合計10名分の申し込みを行う。
2. RCとして、自ら、2名のコンサルタントのスポンサーとなる。
3. 条件達成済みのコンサルタント*18名からなる最初のチームを構築する。またはコンサルタント18名とサービス切

り替え待ち、もしくはサービス提供中の顧客合計54名からなるリージョナル・コンサルタント・チームを構築する。

エグゼクティブ・コンサルタント (EC)

1. 自ら、サービス切り替え待ち、もしくはサービス提供中の顧客、合計15名分の申し込みを行う。
2. SCとして、自身のシニア・コンサルタント・チーム内に5名のSCを生み出す。

ナショナル・コンサルタント (NC)

1. 自ら、サービス切り替え待ち、もしくはサービス提供中の顧客、合計20名分の申し込みを行う。
2. ECとして、自身のエグゼクティブ・コンサルタント・チーム内に5名のECを生み出す。

*条件達成済みのコンサルタント= ジャンプスタート１のボーナスを獲得するための顧客ポイント条件を満たしたコンサル
タント

コンサルタント・リーダーシップ・ボーナス (CLB)

リーダーシップ・レベル レベル別ボーナス* 必要となる合計顧客数

リージョナル・
コンサルタント ¥2,500 5

シニア・
コンサルタント ¥4,000 10

エグゼクティブ・
コンサルタント ¥4,000 15

ナショナル・
コンサルタント ¥1,500 20

合計 ¥12,000

*本ボーナスは、毎週、コンサルタントがリーダーシップをとる各組織の中で新規コンサルタントが顧客の申し込みを行い、ジャンプスタート
1ボーナスを取得した場合にコンサルタントに対して支払われます。

資格要件：コンサルタントが、毎週金曜日午後11時59分59秒の権利確定時にサービス切替え待ち、サービス提供中の最低顧客数を満たしてい
ない場合には、CLBボーナスは猶予期間に移行されることになります。

猶予期間：権利確定時に、CLBボーナス受領要件を満たしていない場合には、CLBボーナスの支払いは3権利確定期間の間は保留されます。この
期間内に必要な顧客数の要件を満たせば、コンサルタントはCLBボーナスの支払いを受けることができます。3期間連続で、上記要件を満たせ
ない場合には、保留中のCLBボーナスはすべて失効します。この場合、新たに上記要件を満たすまでは、コンサルタントはCLBボーナスの支払
いを受けることはできません。 

www.Robco.myambit,jp
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顧客受動的ボーナス (CRB)
顧客受動的ボーナス（CRB）は、自身がリーダーシップをとる組織に所属する顧客のうち、支払を滞納しておらず、バ
ンド1の顧客となるための最低使用量要件を満たしているサービス提供中の各顧客に応じて毎月支払われます。

3  受動的収入 

日本

リーダーシップ・
レベル レベル別ボーナス 必要となる顧客数

リージョナル・
コンサルタント ¥25 5

シニア・
コンサルタント ¥25 10

エグゼクティブ・
コンサルタント ¥25 15

ナショナル・
コンサルタント ¥25 20

合計 ¥100

顧客受動的収入 (CRI)
顧客受動的収入（CRI）コミッションは、自身がリーダーシップをとる組織に所属する顧客のうち、支払を滞納しておら
ず、バンド1の顧客となるための最低使用量要件を満たしているサービス提供中の各顧客に応じて毎月支払われます。

日本での電力使用量*

レベル バンド１ バンド２ バンド３
必要となる顧客数

キロワット時/月 200-1,000 1,001-2,500 2,501 +

あなた ¥5 ¥10 ¥20 5

1 ¥5 ¥10 ¥20 5

2 ¥10 ¥20 ¥40 5

3 ¥10 ¥20 ¥40 5

4 ¥20 ¥40 ¥60 10

5 ¥30 ¥60 ¥80 15

6 ¥50 ¥100 ¥150 20

7 ¥100 ¥200 ¥300 20

＊一般家庭および小規模事業者レート（従量電灯A、BおよびCの顧客)、もしくは小規模事業者向け低圧電力

資格要件：コンサルタントは、毎月末日の午後11時59分59秒の権利確定時に自身のリーダーシップポジションに応じた、サービス切替え待
ち、またはサービス提供中の最低顧客数要件を満たしている必要があります。これを満たしていない場合には、CRBボーナスおよびCRIコミッ
ションは猶予期間に移行されます。

猶予期間：権利確定時にCRBボーナスおよびCRIコミッションの支払いを受ける資格要件を満たさない場合には、CRBボーナスおよびCRIコミ
ッションの支払いは続く1権利確定期間の間は保留されます。この期間内に必要な顧客数の要件を満たせば、コンサルタントはCRBボーナスお
よびCRIコミッションの支払いを受けることができます。この期間に上記要件を満たせない場合には、保留中のCRBボーナスおよびCRIコミッ
ションはすべて失効し、新たに上記要件を満たすまでは、CRBボーナスおよびCRIコミッションの支払いを受けることはできません。
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