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本書面の内容をよくお読みいただき、十分にご理解ください。

Qsciences.com
©2020 Qサイエンス 無断複写 • 複製 • 転載を禁じます。

本書面をよくお読みいただき､十分にご理解して頂いた上で大切に保管してください。本書面は､
皆さまが正しい知識と認識を持ち､安心して活動が行えるようにすることを目的としています。
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会社概要／アンバサダー登録条項／会員規約

統括者の概要

特定利益

契約終結日

ご注文方法とお支払い方法

定期購入の申し込み

定期購入：クレジットカード決済

個人輸入製品の取扱留意点

統括者の概要

アンバサダー会員の登録方法

取扱製品（個人輸入）

特定負担に関する事項

正 式 名 称 ： Quintessential Biosciences,
                    INC. DBA Q Sciences  
                    代表者氏名：マーク・ウィルソン
本社所在地：365 Garden Grove Lane, Suite 200  
　　　　　　Pleasant Grove, UT 84062
米国本社電話番号：1-385-374-6400

カスタマーサポート電話番号：03-6890-8656（火～土 8:00－13:00）  
カスタマーサポートFAX番号：03-6745-1753
カスタマーサポートメールアドレス：JapanCS@qsciences.com

1. 20歳以上であること（学生を除く）
2. 日本国籍を持っていること（外国国籍である場合は､在留カード､特別永住者証明書等の

資格があり､ビジネス活動が可能な在留資格を持つこと）
3. 製品の配送可能な住所が日本国内にあること（自宅に限る　*勤務先は不可）
4. 当社が提供するアンバサダー契約に関するすべての書面をよく理解していること
5. 既に当社のアンバサダーとして登録していないこと､また当社のアンバサダー登録を解約

してから６ヶ 月以上経っていること
6. 法人またはその他の団体ではない個人であること

• Qサイエンスのビジネス､ポジション､タイトル/ランクは譲渡できません。
• 登録後のポジションやスポンサーの変更はできません。
• 同一住所で複数アカウントを保持することはできません。
• その他､当社が適当でないと判断した場合はアンバサダー登録はできません。

特定利益（ボーナス）を取得するためには、毎月100PV以上の購入、または100CV以上が
必要です。なお、シルバーランク以上の特定利益を取得するためには、毎月200PV以上の
購入、または 200CV以上が必要です。別紙「Q報酬プランとプロモーション」をご参照く
ださい。

｢アンバサダー登録申請書兼定期購入申請書｣をQサイエンスが受理した日､または､登録手数
料及び 初回注文代金の支払いが確認された日のいずれか遅い日が契約終結日（登録日）と
なります。登録日は米国山岳部標準時間に準じます。例えば日本時間2月1日午前10時に登
録した場合、米国時間1月31日午後7時に登録したこととなります。

定期購入注文は､アンバサダー会員登録申請時に初回製品と同時に申し込みできます。定期
購入は、 登録日から1ヶ月後の発送となります。登録日が月の15日以降の場合は､定期購入
日は15日に統一されます。
※ 登録月の注文は定期購入注文には当たりません。
※ 初回登録時に定期購入をお申込みいただく場合は､登録月の翌月からの発送となります。
※ 初回登録時に定期購入を銀行振り込みでお申込みいただく場合は､定期購入注文日の3日

前迄 にお振込みください。
※ 定期購入の変更､停止は､定期購入日の3日前までに申請してください。
※ 振込確認後､製品の発送､ボーナス月を確定いたします。振込確認が遅れると､希望される

月の ボリュームに計上されない場合があります。

毎月の定期購入日に、製品代金を指定されたクレジットカードで自動的に決済し､発送しま
す｡  定期購入日より2週間経過しても製品が届かない場合､何らかの理由で決済が完了して
いない可能性があります。その場合はQサイエンスカスタマーサポートに連絡ください。
クレジットカードの情報を変更する場合は､定期購入日の3日前までにバックオフィスより
変更してください 。

Qサイエンス製品は個人輸入製品なので､ミーティングやセミナーで製品説明や販売するこ
とはできません。個人消費用に製品を購入するために､Qサイエンス社に登録を目的とした
説明は可能ですが､以下の点を遵守してください。
• Qサイエンスが提供する資料の内容に基づいた説明を行ってください。
• 根拠がない説明や誇張した説明はしてはいけません。
• いかなる製品に関しても、医療上の効果効能があると印象を与えるような説明や、製品が

特定の 疾患に有用であると勧めることは医薬品医療機器等法により禁止されています。

製品の購入は、ウェブサイト・ファックス・電話にて承っております。お支払い方法は､
クレジットカードまたは銀行振込の2種類です。ご入金を確認後に配送手続きを行います。

※ クレジットカードはVISA､ MasterCard､ JCB
の3種類がご利用いただけます。

※ クレジットカードでのお支払いは、一括払いの
みとなります。分割払いはできません。

※ クレジットカードでのお支払いは、ご本人様名
義のクレジットカードに限ります。

※ 銀行振り込みの振込手数料は､ご本人様負担と
なります。

※ 製品を注文した日から30日以内にお支払が確認
できない場合､注文をキャンセルする場合があり
ますので、予めご了承ください。

※ 銀行振り込み先の口座は以下の通りです。
銀行名：楽天銀行　支店名：第二営業支店　支 
店番号：252　口座種類：普通
口座番号：7299210　名義：グローバルアクセ
スLLCキューサイエンス

1. 紹介者のWEBサイトより登録
2. FAXでの登録（「アンバサダー登録申請書兼定期購入申請書」を記入の上、送信）
3. www.qsciences.co.jpホームページ「新規会員登録」より登録

※取扱製品名／種類／特徴成分（原材料）／数量／販売価格については、別紙の「製品紹
介」と「製品価格表」をご参照ください。

ビジネス会員（アンバサダー）となり、特定利益（ボーナス）を取得するためには､下記の
通り特定負担をご負担いただく必要があります。種類及び金額は下記のとおりです。

• ビジネス会員　初回登録申請時の登録手数料：4,500円（年間手数料：4,500円）
• 愛用会員　　　初回登録申請時の登録手数料：　　0円（年間手数料：       0円）
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注文方法 支払い方法

ウェブサイト https://qsciences.com

FAX 03-6745-1753 クレジットカード
銀行振り込み電話

メール

03-6890-8656
（8:00～13:00、 火～土、祝日休）

JapanCS@qsciences.com



契約の内容を明らかにする重要事項

アンバサダー会員資格の解約と喪失

特定商取引法（ビジネス）における重要事項

遵守事項および禁止行為

1. アンバサダー会員資格の解約を希望する場合は､「解約届」に必要事項を記入して､Qサ
イエンスに提出してください。ただし､クーリングオフの場合、アンバサダー会員資格
も解約されるので､  この「解約届」提出は不要です。

2. 以下に該当する場合､Qサイエンスの判断でアンバサダー会員登録を解除させて
頂きます。

i.Qサイエンスの名誉を毀損し､また社会的信用を損失させる行為を行った場合
ii. 本人死亡の場合（配偶者及び一親等までの親族が相続権をQサイエンスに申請

し､Qサイエンス から承認を受けた場合を除く）
iii. 刑法、特定商取引に関する法律､医薬品医療機器等法などの関連法規に違反し､

反社会的 行為が あった場合
iv. Qサイエンスの定める禁止行為を行った場合
v. Qサイエンスに虚偽の申告をした場合
vi. Qサイエンスのアンバサダー会員を他社ビジネスに勧誘した場合

3. 理由の如何に関わらず､アンバサダー会員登録を喪失した場合､６ヶ月間は再登録するこ
とはできません。

6. 購入した製品の返品方法とその条件及びアンバサダー会員登録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｣についての権利と方法について説明せず､事実と
異なる言動をすること

7. 契約を締結させるためや､契約の解除を妨げるために､相手を威迫して困惑させること
8. アンバサダー会員登録しようとする方の判断に影響を及ぼす重要事項について説明せず､

事実と異な る言動をとること
9. 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
 0. アンバサダー会員が独自に､Qサイエンスが所有する商標(ロゴ)､商号を許可なく使

用すること
1. 不特定多数の方を対象にしてメディアなどを利用した広告書面を公表すること
2. 特定商取引に関する法律､刑法､医薬品医療機器等法､消費者契約法などの関連法規に違

反､または違 反の疑いのある言動をとること
3. Qサイエンス以外の連鎖販売取引及びその製品をQサイエンスのアンバサダー会員に

勧めること
4. Qサイエンスと｢契約を締結しない｣､｢興味がないのでお断りします｣と言われた方に対

し､無理に勧誘の継続を行うこと
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Qサイエンス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。

• 連鎖販売取引における統括者、勧誘者氏名等の明示および勧誘目的を告げることについて
• 製品の種類・性能・品質などについて
• 製品購入など、この取引に伴う特定負担について
• この取引において得られる報酬（ボーナスプラン）について
• 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
• 契約の締結について勧誘する際、または契約の解除を妨げるために上記の事項につき、故

意に事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げる行為をしてはいけません。

〈 遵守事項〉
1. 勧誘に先立って相手方に、Qサイエンス社名、氏名とアンバサダー会員であることを明

示し､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。
（特定商取引法第33条2項）

2. 初めてQサイエンスのビジネスについて説明する際は､相手方の登録意思の有無に
関わらず「ルールブック」を必ず交付し説明してください。（書面の交付義務―特定商
取引法第37条）

3. 勧誘する際は､Qサイエンスのビジネス内容を説明し､申請者本人の同意のもと、
登録してください｡

〈禁止行為（特定商取引法第34条）〉
1. 勧誘目的であることや製品の種類、特定負担等の重要事項説明を行わず勧誘すること
2. 勧誘する目的であることを告げずに､公衆の出入りする場所以外の場所において勧誘、特

定負担を伴う取引についての契約の締結についての勧誘を行うこと
3. 製品の種類､性能､品質､価格などの内容について説明をせず、事実と異なる言動をとるこ

と（医薬 品以外のもので、効果・効能の説明をしたりしてはいけません）
4. ビジネスを始めるにあたって､アンバサダー会員登録､ボーナスの受給条件など本人が負

担する金額と種類､またアンバサダー会員が受給することのできるボーナスの種類と仕
組みについて説明せ ず､事実を告げないこと､あるいは事実と異なる言動をとること

5. アンバサダー会員を勧誘するのに際し､｢確実に収入につながる｣､｢誰でも高収入が得られ
る｣などと断定的に告げて､相手方の判断を誤解させるような行動をとり勧誘すること
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誇大広告等の禁止および未承諾広告メール禁止

個人輸入による大量在庫の購入禁止

個人情報の取り扱い

〈特定商取引法第36条および第36条3項〉
Qサイエンスの製品販売や勧誘を目的としたビジネス広告の作成は一切できません。また､
承諾していない者に対する電子メール広告の提供も禁止されています。

1. Qサイエンスは､ボーナスの獲得およびランクの昇格を目的とした不合理な量の製品購入
することを禁止しています。アンバサダー会員が一度に購入できる製品は､合理的に消
費ができる分量だけで､  それを上回る分量の製品購入することはできません。

2. 日本に発送される製品を転売することは、厳重に禁止します｡個人輸入された製品は､個
人が使用するためであり､小売り､いわゆる｢転売｣を禁止します。

1. Qサイエンスは､個人情報の保護について極めて重要な事と認識しており､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。

2. 個人を識別できる情報及び当該個人が購入した製品やサービスなどの情報を「個人情
報と定義します。

3. Qサイエンスが把握しているアンバサダー会員の個人情報については､以下のような目的
で利用します｡
a. Qサイエンスの製品・サービス・セミナー・イベント・会報などの情報を提供

するため
b. 製品の発送、アフターサービス、販売・マーケティング活動のため
c. 宣伝物､印刷物、営業活動のため

4. アンバサダー会員登録が完了した後､アンバサダー会員の氏名､住所､電話番号､購入実績､
返品履歴な どの個人情報を第三者に提供する場合があります。
a. 紹介者や同じグループ内上位のアンバサダー会員に対して提供する場合
b. 製品・サービス情報を提供する場合
c. 各種通知書類などをアンバサダー会員に送付する目的で､業務委託先に対して必要な

情報を提供する場合
d. 裁判所・警察署・税務署､またはこれに準じた権限を要する機関から書面での照会が

あった場合
5. アンバサダー会員はQサイエンスに登録したことで知り得た個人情報など自己の責任に

おいて管理し、第三者に漏洩したり、不当な目的のために利用したりしてはなり
ません。
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6. 個人情報の扱いに関するご相談は以下までお問い合わせください。
• カスタマーサポート電話番号：03-6890-8656（火～土8:00－13:00）
• Eメール：Japancs＠qsciences.com

管轄裁判所

その他のルール

不良品制度

契約解除等に関する事項

クーリング・オフについて
｢ルールブック」を受領した日か、購入した製品を受け取った日のいずれか遅い日か
ら起算して20日間 は書面によりアンバサダー会員登録を解除することができます。
その効力は書面を発信した日（消 印有効）から生じます。製品の引き渡しが既にな
された場合でもその製品の取引に要する費用を負担する必要はありません。また製
品代金など支払われている場合も、速やかにその代金の返金を受けることができま
す。なお、契約解除した方は、損害賠償や違約金を請求されることはありません。
不実告知や威迫・困惑によりクーリングオフができる旨の説明を受けてから20日間
はクーリングオフが可能です。Qサイエンス 日本カスタマーサポートにご連絡いた
だき、使用済みの製品や未使用の製品に関わらず、全ての製品をQサイエンスに返品
してください。送料および既にアンバサダー会員に支払われたコミッションおよび/
またはボーナスを差し引いてから、初回登録料とご注文の製品の代金を100%返金
いたします。もし1ヶ月の間に、アンバサダー会員の組織内で過剰な数のクーリング

オフが出た場合、会社のルールブック、製品説明、ボーナスプランの説明を怠った
とみなされる場合もございます。その場合、Qサイエンスが調査を行い、不正や違
反が確認された場合は当該会員に対し厳重な措置を講じることができるものとしま
す。製品を返品すると、ランク昇格および/または支払い済みのコミッションやボー
ナスに影響することもございます。
【手続きの流れ】

1. Qサイエンス日本語カスタマーサポートにお電話でご連絡いただき、クーリ
ングオフ希望とお伝えください。(電話 03-6890-8656) またはクーリング
オフ希望（登録日、氏名、ID番号、紹介者名を記入とFAXをお送りくださ 
い。(FAX 03-6745-1753) 

2. カスタマーサポート担当者がクーリングオフ手続きを行います。
3. 手続きが完了後、下記の住所に受け取った全ての製品をお送りください。
※ 退会届を返品製品と一緒に梱包して返送しないようご注意ください。
〒135-0031　東京都江東区佐賀1-1-6 アイアンクオータビル２F

　　グローバルアクセス内　Q Sciences 係

何らかの理由で､アンバサダー会員との間で本契約に関する紛争が生じた場合､Qサイエンス
所在地の管轄する裁判所を所轄管轄とします。

法律改正､社会情勢､その他の事情により規約や本契約に伴う諸規約の改正が必要であるとQ
サイエンス が判断した場合､公式出版物（ホームページを含む）により告知し､指定した日
より効力を発します。

〈取扱製品が不良品の場合〉
購入した製品を受け取った後はすぐに破損品､不良品がないか必ず確認してください。購入
した製品が破損・不良品だった場合､製品を受け取った日から90日以内であれば､製品の交
換を申し出ることができ ます。Qサイエンスに連絡の上(03-6890-8656)､ ご連絡時に指
定する住所へ送料は着払いでご返送ください。製品の到着後､速やかに代替品をお送りしま
す。90日以降の返品・交換は一切受け付けており ません。

1. 中途解約に伴う返品は、以下の条件を満たす場合に限ります。
a. アンバサダー会員登録日から1年以内であること
b. アンバサダー会員自身が購入した製品で、かつ自分の意志に基づいた返品であること
c. 返品申し出日から遡って90日以内に購入した製品で未使用・未開封､かつ汚染・破損
していない製品であること｡セット製品は内容物がすべて揃っている必要があります｡

2. 返品の旨を記した書面を製品に同梱の上､返送してください。その際の送料はアンバサダ
ー会員負 担となります。

3. 初回登録日から30日以降､90日以内に解約を申請した場合､返品手数料として当該製品の
販売代金 の10％相当額を差し引いたうえ､残余相当額返金を､製品代金の支払いがクレジ
ットカード払いの 場合は利用したクレジットカードの口座へ､銀行振込の場合はボーナ
ス受取口座に振込します。返 金はQサイエンスが返品製品を受領確認後、速やかに返金
するものとします。
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クーリングオフ期間経過後の解約

返品によるボーナスの返還

レート換算について

2020/4/10

Qサイエンスの製品保証期間は30日間です。アンバサダー新規登録日から30日以内に解約
を申請し､製 品を返品する場合､送料､初回登録料､既に支払われたコミッションおよび/また
はボーナスを差し引いてから､開封・未開封を問わず製品の代金を100％返金いたします。

初回登録から30日以降､90日以内に解約を申請し､開封していない初回注文の製品を返品す
る場合、支払った製品価格の90％に相当する金額のみをアンバサダー会員に返金すること
が可能です。他のご注文 (定期購入や単発注文)で､開封していない製品(未開封の製品のみ)
は､購入日から90日以内であれば、製品の代金のみを90%返金いたします。

購入製品を返品する場合､Qサイエンスは関連するいかなるランク昇格および/または支払い
済みのコミ ッションやボーナスを調整できるものとします。当該者は会員資格の失効日か
ら最低６ヶ月間は再登録 ができません。

ボーナス計算終了後に返品が発生し､それに対してボーナスが発生して支払われている場合､
対象受給者 にボーナスの返還を求めます。

日本市場のために製品価格､コミッション､ボーナスを日本円で表示し､アンバサダー会員へ
のコミッションやボーナスは日本円で支払われます。Qサイエンスは、固定相場制の1つで
あるペッグ制を採用し、製品価格を安定させ､米ドルのコミッションとボーナスを日本円に
換算します。ペッグ制は、定期的に見直しされ､日本のアンバサダー会員のために安定した
為替レートを維持しています。Qサイエンスは、いつでもペッグ制を調節することができる
ものとします。
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