
社会貢献会員制度のご案内



基本的に入会時は全員ユーザー会員となります 
社会貢献会員の説明を受けた上で、変更したい方は 
【代理店登録申請書】を提出することで社会貢献会員となれます

会員種別の説明を受ければ 
社会貢献会員へ変更ができる

ユーザー会員 社会貢献会員

KNTには会員種別が二種類

報酬制度×
対面実技セミナー○

Eラーニング○

報酬制度○
対面実技セミナー○

Eラーニング○



KNTの考える社会貢献とは

医療機器の発展やAIの進歩や文明の発展で 
手当ての重要さを忘れがちな世の中になっています 

どんな時代であっても、国、性別関係なく 
誰でも簡単に行える最強の癒しが手当てであり、 

それが真理であると言うことを 
社会に伝えていきたいと考えています

【手による癒しで笑顔を生み出していく】



KNTの考える社会貢献とは

『母親が子どもに与える無償の愛』 
このエネルギーが一番効果を発揮します。 

そういった愛のエネルギーを他の人や身の回りの困った人たちに 
無償で注いでいくことで笑顔を作っていく 

その笑顔を世界に広げていくことが社会貢献になります

【治療の本質は奉仕の精神である】



治療の本質は奉仕の精神であり 
困った人たちに無償でできることをやって行くことで、 

社会に笑顔を増やしていきたい 
しかしながら、物質社会の世の中ではお金がないと生活ができません 

①どうやって社会に笑顔を増やしていくのか？ 
②どうすれば無償で治療を行える社会になるのか？ 
それを本気で実現するために作りあげた制度になります

社会貢献会員制度の目的



キヅキヒーリング、自律神経整体を元に 
癒しを追求した 

【ホームケアセラピー】 
と言うものを使います 

これは医療従事者でなくとも誰でも簡単に行える施術となります 

これらを会員の皆様に【ホームケアセラピー指導員】として 
一般家庭の方々へ広げていって欲しいのです 

ホームケアセラピーを行える方が増えていけば 
自然と世の中に笑顔は拡散すると考えております

社会に笑顔を増やして行くために



日本の人口は1億人以上。 
その中で一家に一人セラピストを誕生させようと思ったら 

膨大な時間とエネルギーが必要になります 
そこにご協力いただいたお礼として報酬をお渡しします 

社会貢献会員制度をうまく使って報酬で生計をたてれるようになれば 
今までやりたかったけどできなかった夢を実現したり、 
皆様が理想とする人生を歩んでいただきたいと思います 

そして身の回りの方を無償で施術をしたり 
ホームケアセラピーの更なる普及にもご助力頂ければ幸いです 

そういう方が一人二人と増えて行けば 
無償で治療を施せる社会が出来上がると考えます

無償で治療を行える社会にするために



社会貢献会員制度とは？

身の回りでKNTの技術を学びたいとか 
私もホームケアセラピーを広めていきたい 

という人がいればKNTのことを紹介してください 

そうして紹介された方が入会した場合、 
紹介をした方が紹介報酬を得られるシステム 

となっております。

【会員の輪を広げることで報酬を得る制度】



この制度の作成にあたって、MLMのシステムを採用しました 
MLMといえばグレーなイメージですが、なぜあえてそれを使うのか？

我々の思いを会員100人で広げるのと 
１万人で広げるのでは伝播力が違う 

日本全国から先には世界まで広げたいと考えています。 
だからこそ手段としてこういうMLMのシステムを選びました

またMLMの特徴として、参加者はすごく連帯感があります 
これをセミナーにも応用できないだろうかと考えました 

よくある単発のセミナーは、受講したらお終い 
これでは教える側は無責任だし、それこそビジネスライクでは？ 

我々としては一度学んだ方、出会った方とはずっと寄り添っていきたい 
このような我々の理想を全て賄えたのが 
このシステムだったので採用しました



社会貢献会員制度の報酬



社会貢献制度の報酬種別

社会貢献会員の報酬には

①その都度支払われる報酬(単発報酬)

②毎月安定して支払われる報酬(継続報酬)

この二種類があります



スタートボーナス
単発報酬①



社会貢献会員の紹介により、 
新規入会が発生した場合に支払われます

報酬金額　￥12,000 / 一人につき
※入会後３ヶ月以内は3,000円アップ(＝￥15,000 / 一人)

スタートボーナス

キヅキネットを紹介

KNT本部

あなた 紹介を受けた 
Aさん

スタートボーナス

KNT入会



購入ボーナス
単発報酬②



あなたの紹介で入会した会員様が 
新たに講座を購入した場合、あなたへ支払われます

報酬金額　￥15,000 / 一講座につき

購入ボーナス

購入ボーナス

KNT本部

あなたの紹介で 
入会したAさん

中級講座を購入

あなた



メインボーナス
毎月安定して得られる報酬①



ご自身より後に入会された社会貢献会員は 
2系列で自身の下に付き、グループができていきます。 

こうして出来上がったグループの 
人数が少ない方の列(小系列)の月会費の10％が報酬として支払われます

メインボーナス

大系列(51人)

※月会費から消費税と手数料を除いた金額がボーナス対象額となります

小系列の人数(50名) 
× 

月会費(￥10,000) 
× 
10％ 
⬇ 

メインボーナス 

￥50,000円

本人
小系列(50人)



グループ構成の仕組み



KNTのグループは社会貢献会員のみで形成されます 
あなたの紹介で入会した会員が社会貢献会員になると 
左右２系列であなたのグループへ紐付いていきます

あなたの紹介で 
入会したAさん

あなたの紹介で 
入会したBさん

あなた

Lesson1



さらにあなたの紹介により３人目の入会者ができた場合 
2系列以上には増えないので、AまたはBさんの下へ付きます

あなた

あなたの紹介で 
入会したCさん

あなたの紹介で 
入会したAさん

Lesson２

あなたの紹介で 
入会したBさん



「あなたの紹介を受けたAさん」の紹介により入会した方が 
Aさんの下についていきます

あなたの紹介で 
入会したBさん

あなた

あなたの紹介で 
入会したCさん

Lesson３

Aさんの紹介で 
入会したDさん

あなたの紹介で 
入会したAさん



あなたの紹介で 
入会したBさん

山下さん

Aさんの紹介で 
入会したDさん

あなたの紹介で 
入会したAさん

さらにAさんが二人目の社会貢献会員を紹介した場合 
左側にはCさんがいるので、その下に付きます

Aさんの紹介で 
入会したEさん

あなたの紹介で 
入会したCさん

Lesson４

このように、空いているところに 
どんどんと社会貢献会員が埋まっていきます



あなたも誰かの紹介を受けていますので、 
あなたの上の人が紹介した場合もあなたの 

　　　　　　　　　　　　　　　　下に付くことがあります

あなた

Aさんの紹介で 
入会したDさん

あなたの紹介で 
入会したAさん

Lesson５

Aさんの紹介で 
入会したEさん

あなたの紹介で 
入会したCさん

あなたの紹介で 
入会したBさん

以上のような流れで 
あなたのグループは大きくなっていきます



こうして出来上がったグループの 
人数が少ない方の列(小系列)の月会費の合計金額の 

10％が報酬として支払われます

メインボーナス

月会費合計51万円 月会費合計50万円

小系列(50人)

※月会費から消費税や手数料を除いた金額がボーナス対象額となります

小系列の人数(50名) 
× 

月会費(￥10,000) 
× 
10％ 
⬇ 

メインボーナス 

￥50,000円

大系列(51人)

本人



マッチボーナス
毎月安定して得られる報酬②



ご自身がメインボーナスを取得している場合、 
大小系列関係なく、ご自身の直接紹介者が取得する 
メインボーナスの30％の額が報酬として支払われます

マッチボーナス

本人

直B

マッチボーナス  
＝４万円＋４万円＋３万円

＋２万円 
× 
30％ 
⬇ 

マッチボーナス 

￥39,000円
直D

直C

直A

＝直接紹介者

MB ４万円
MB (メインボーナス) 

４万円

MB ２万円

MB ３万円



あなた

＝あなたの紹介を受けて 
入会した会員

＝あなたの紹介を受けずに 
入会した会員

この図の場合、あなたの紹介を受けて入会した会員●が 
受け取るメインボーナスの30％の金額が 
あなたが受け取るマッチボーナスとなります

グループ内には自身が直接紹介して入会した会員と 
他の方の紹介で入会した会員が入り混じっています



マッチボーナスの取得金額には上限があり、 
①一人の紹介者から得られる報酬金額は 
ご自身のメインボーナスの半分(50％)まで

マッチボーナス注意事項①

自分
自身のメインボーナスが10万円とし 
Aさんから発生する報酬は３万円 

Bさんから発生する報酬は15万円だが 

①一人から得られる上限は自身の半分 
(この場合５万円まで)なので 
Aさんからは３万円発生するが 
Bさんからは上限の５万円となる

Aさん Bさん

メインボーナス 
10万円獲得

マッチボーナス  
15万円

マッチボーナス  
3万円



マッチボーナスの取得金額には上限があり、 
②合計で得られる報酬の上限は 
自身のメインボーナスの金額まで

マッチボーナス注意事項②

自身のメインボーナスが10万円の場合 
それぞれから得られる報酬は上限内だが 

②合計で得られる上限は 
自身のメインボーナスの金額までなので 

合計12万円発生しても 
得られる金額は10万円となる

自分

Bさん

メインボーナス 
10万円獲得

マッチB 
４万円獲得

マッチB 
５万円獲得

Cさん

Aさん

マッチB 
3万円



タイトルボーナス
毎月安定して得られる報酬③



タイトル種別 グループ　左右人数 グループ内の 
直接紹介者数 割合 参考メインボーナス金額

ブロンズ 30/30 2人 3% ¥30,000

シルバー 90/90 ４人 3% ¥90,000

ゴールド 500/500 6人 2% ¥500,000

プラチナ 1,000/1,000 8人 2% ¥1,000,000

ダイヤモンド 1,500/1,500 8人+師範2人 1% ¥1,500,000

タイトルボーナス
自身が下記表のタイトル条件を満たしている場合、 

タイトルに応じた報酬が発生します 
KNT全体売上の中のタイトルに応じた割合を 

そのタイトルホルダーで割った金額が報酬になります



ブロンズタイトル獲得例

自分の紹介で入会した会員が 
グループ内に２人以上いる

タイトル種別 組織　左右人数 組織内直接紹介者数 割合 参考メインボーナス金額

ブロンズ 30/30 2人 3% ¥30,000

左系列の人数が 
30人以上いる

右系列の人数が 
30人以上いる



例）自分の組織に左右系列で各30人ずつ、合計60人 
　　かつ、その中に自分が紹介して入会した会員が２人以上いる場合 
　　前項の表に照らし合わせると、ブロンズタイトルとなる。 
　　ブロンズタイトル獲得者が50人いたと仮定し 
　　当月のKNT全体の売上が5,000万円だった場合、 

　　150万円（5,000万円の３％）÷ 50人 
　　　　　　　　　　　　　　　　＝一人当たり３万円となる

タイトルボーナス注意点
タイトルボーナスは重複取得はできません 

シルバータイトルを獲得した場合、ブロンズタイトルはなくなり 
シルバータイトル報酬のみ獲得することができます



ゴールドタイトル以上の会員が獲得対象となります 
KNT日本以外での売り上げの15％を 

各タイトルホルダーで分配して支払われます
※メインポジションのみ取得可能 
※重複取得なし

割合

ゴールド 4%

プラチナ 5%

ダイヤモンド 6%

例）海外売上10億円　国内タイトル３ホルダーが1,000人だった場合 
　　10億円×50％×4％＝2,000万円　 
　　2,000万円÷1,000人＝20万円 
　　つまり20万円が一人当たりの海外ボーナスとなる

海外ボーナス(予定)



個人が毎月得られる報酬の上限



メインボーナス、マッチボーナスには 
個人が得られる報酬に上限があります

メインボーナス　　⇨     300万円まで

スタートボーナス 
購入ボーナス ⇨     上限なし

マッチボーナス　　⇨     メインボーナスの100％まで

単発の報酬に上限はない 
継続報酬の上限は

タイトルボーナス　⇨     上限なし

600万円＋タイトルボーナス



上限に達した場合、または毎月の報酬を増やしたい方
社会貢献会員システムでは、一人につき１ポジションが与えられます 
その一つのポジションが上限で頭打ちになった、 
今の収入をもう少し増やしたいという方には 
「ベースポジション」というものを手に入れることができます。
ベースポジションとは、二つ目以降のポジションのことになります。 
上限の300万円で頭打ちになった場合、ベースポジションを持つことで 
さらに上限300万円までメインボーナスを得られることができます。

自分１
メインボーナス 
300万円獲得 自分１

新たに 
ベースポジション

自分２



ベースポジションの解説



ベースポジション(BP)の解説
ベースポジションは一人最大２つまで取得することができます 

つまり、メインポジションと合わせて３ポジションまで持つことができます

【ベースポジション取得について】
必要な方はBP申請書にて申し込み 
申し込み料金は０円

申し込み方法

BP１つにつき、BP管理費用として 
毎月8,800円が必要 
自身のMPグループ内に配置することができる 
ただし、タイトル取得条件の 
直接紹介者数には含まれない

運用方法

スタートボーナス、メインボーナス、 
マッチボーナス 、タイトルボーナス

得られる報酬

※ベースポジションの取得は任意で、 
　社会貢献会員であればいつでも取得することができます



ベースポジションをフル活用して得られる 
個人の最大月収

メインボーナス　300万円

マッチボーナス　300万円
＋ 600万円

＋α＝スタートB＋購入B＋タイトルB

600万円　×３(メインポジション＋ベースポジション×２)

1,800万円/１ヶ月＋α



社会貢献会員への移行方法



社会貢献会員の説明を受け、 
納得したら切り替えの申し込みを行う

法律上、紹介制度による報酬を得るためには 
電話やネット、または直接対面して説明を受ける必要があります 

しっかりと説明を受けた上で、納得して初めて切り替えが可能になります 
【代理店登録申請書】の提出を行えば手続き完了です

今後師範となって、自身が 
ユーザー会員から社会貢献会員への切替を促した場合 
アドバイザーボーナスとして10,000円が支払われます 

これは師範のみが受け取れる報酬となります 

無償で講座を開催してくれている師範へのささやかなお礼と 
捉えてください



社会貢献会員の月会費



社会貢献会員の月会費は 
ユーザー会員と同じ11,500円/月

ユーザー会員、社会貢献会員どちらで活動しても月会費は変わりません 
ただし、コース変更手数料として初回のみ10,000円が必要になります

※コース変更手数料ですが、 
　説明を受けないとコース変更ができないということもあり、 
　入会後３ヶ月以内であれば手数料が不要となる猶予期間を定めています

ユーザー会員　11,500円 
＋ 

社会貢献会員　11,500円
＝23,000円



社会貢献会員の活動ルール



しつこく誘ったり、強引な勧誘は禁止！！
システムの性質上、しつこく誘ったり、 

強引に勧誘しようとする方が出てくる可能性があります 
そういったケースをなくすため、 

KNTではルールとしてこれらを一切禁止いたします

KNTのシステムはあくまで、 
理想の実現(社会に笑顔を増やしていく)のためのものです 
「簡単に稼げる！」などという、うまい話ではありません 
簡単に稼げるうまい話など世の中には存在しません

お誘いする場合、細かい報酬の説明が苦手であれば 
本部、または師範の方で行います 

入会金が必要なこと、月会費がかかることだけは伝えてあげてください



ノルマなどは一切なし
社会貢献会員として活動していくにあたり、 

ノルマなどは一切ございません 
「今月紹介者０人だから、このままだとペナルティがあるよ！」 
「ホームセラピー体験会やってないけどどうなってるの？」 

みたいな話も一切ありません。 
ご自身のペースで活動してください。 

もちろん、社会貢献会員への切り替えも任意ですから 
ユーザー会員のままでも結構です。 

会員の意思を尊重しますので、変更する方はしてもらって 
変更したくない方は変更しなくても全く問題ありません 

気になった方は猶予期間のうちにお得に登録変更の意思表示をお願いします



最後に
今回ご紹介した社会貢献会員制度は、 
皆様に理想とする人生を歩んで頂くため、 
またキヅキネットワークの理念であります 

手による癒しで笑顔を生みだしていくセラピストの普及のため 
奉仕の精神で施術を施せる社会をつくるため 

のものです 

皆様から頂く入会金や月会費などの多くを報酬として還元し、 
残ったものを寄付金やKNTの運営費として使わせていただきます 

うまく報酬制度を活用していただき、 
皆様の理想とする人生、 

KNTの理想とする社会を実現していきたいと思います


