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アジアパシフィック & アフリカ
セールス インセンティブトリップ2022: ドバイ

ジェネラル インフォメーション & ポリシー
メンバーには、1名様分または2名様分の旅行招待券を獲得する機会が与え
られています。（1名参加なら同じ性別の別の方との共有ルーム、または2名の
個室）思い出にジュネストラベル体験のために、さまざまなレベルの航空券
バウチャーをご提供します。

開催場所
アラブ首長国連邦、ドバイ

旅程
2022年5月6日 (金) - 2022年5月10日 (火)

達成期間
2020年9月1日 (火) 13:01 - 2021年2月1日 (月) 13:59 (日本時間)

旅行参加ガイドライン
ダイヤモンド ディレクター未満のすべてのランクの旅行獲得者は、登録国の旅
行に参加する必要があります。1回のプロモーションにつき、ジュネスの支払い
による参加は1回のみとなります。旅行資格達成期限前にダイヤモンド ディレ
クター以上のランクを獲得した旅行者は、旅行プロモーションごとに、ジュネ
スが負担する費用で、選択した地域で1つのセールス インセンティブトリップに
参加できます。最高達成ランクは、これまでに獲得した最高ランクとして定義
されます。プロモーションや特別プログラムを通じて購入した一時的なランク
の割り当ては、達成ランクではありません。

参加申込条件
旅行獲得者はJoffi  ceのRSVPはシステムで2022年4月1日までにお申し込み
ください。期日までに申込がない場合、お部屋の確保は保証できかねます。

航空券
オンラインRSVPシステムを介してRSVPが送信されたら、旅行獲得者は自 
分の往復フライトをご自身で必ず手配しなければなりません。プロモーション
達成の範囲内で、実際にあなたが支払った金額を上限に払い戻しを行いま す。
領収書をJoffi  ceの[ツール] / [ファイルアップロード]にアップロードすると、旅
行終了から30日以内に払い戻しされます。詳細については、このドキュメント
の最後にある「よくある質問」をご覧ください。

注意: 旅行をキャンセルまたは延期することはございませんが、予期しない状 
況が発生する可能性があります。フライトなど、旅行に関連して発生する可能 
性のある費用をカバーするために、旅行保険に加入することを強くお勧めしま 
す。ジュネスは、旅行がキャンセルまたは延期された場合に、メンバーが自分 
自身またはゲストに対して負担する費用はお支払いいたしません。

宿泊
旅行獲得者みなさまにスタンダードゲストルームをご用意いたします。全ての
ランクの旅行招待券(1名様分)獲得者は2名1部屋の条件における1ベッドの獲得
で、同室になりたい方を選び、両旅行獲得者は2022年4月1日までにそのリク
エストをジュネスに伝えなければなりません。獲得者は、ルームリクエストを 
Incentives@JeunesseHQ.comへお送りいただき、JOFFICEのオンライ
ンRSVPシステムでも送信してください。ルームリクエストがなければ、旅行招
待券(1名様 分)獲得者は同性の旅行招待券(1名様分)獲得者と同室になります。
旅行招待券(2名 様分)獲得者は2名1部屋の一室が与えられますので、ゲストと
同室となります。

空港送迎
空港からホテル、またはホテルから空港の交通はできる限り手配をいたしま 
す。開催日より前の到着、または開催日を過ぎて滞在する場合は、ご自身で手 
配を行ってください。送迎は確約いたしかねます。詳細については、このドキ
ュメントの最後にある「よくある質問」をご覧いただくか、JeunesseTravel.
comにアクセスしてください。

食事
ほとんどの食事は含まれています。詳細は旅程表をご確認ください。

雑費
雑費、個人的費用等は含まれません。

アクティビティ
この素晴らしい目的地を知っていただきたいため、いくつかのアクティビティを
ご用意しているほか、ご自身で目的地をINDULGE(楽しみ). DISCOVER(発見
し). EXPLORE(冒険). する自由時間をご提供します。
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現金化
参加の代わりに現金をもらうことはできません。

権利の譲渡、換金
獲得した旅行および航空券バウチャーは、譲渡、換金はできません。

税務報告
宿泊、食事、ギフト、賞品、アクティビティの費用は、必要に応じて、適切な 
税務当局に課税所得として報告されます。

キャンセル
アジアパシフィック & アフリカ セールス インセンティブトリップ ドバイのキャ
ンセルは、2022年4月15日までにお申し出ください。この日以降にキャンセル
した旅行獲得者には、ウォレットより1人あたり$1,400USドルのキャンセル料
が請求されます。ウォレットに十分な資金がない場合、全額が控除されるまで
利用可能な金額が減額されます。参加登録後に不参加となった場合にも、同
様のプロセスが適用されます。

メンバー各自の責任事項
このプロモーションに参加するためには、メンバーはアクティブでありコンプラ 
イアンスを遵守し正しい活動をしていることが条件となります。アクティブの
定義は、SmartDelivery月に60PV獲得していることです。この条件を満たし
ていない場合、獲得した旅行招待券や航空券バウチャーは喪失されます。全て
のチケットは譲渡、換金不可です。全ての部屋は2名1部屋で、旅行招待券獲得
者は宿泊セクションに記載の期日までに同室者をリクエストすることができま
す。旅行招待券獲得者は、各自の責任において、旅行終了日より6カ月先まで
有効なパスポートをお持ちであることを確認してください。また、必要であれ
ば、その国に入国するためのビザもご確認ください。方針と手続きの第6条に
違反した場合、プログラムのベネフィットを受けることはできません。

ゲストポリシー
1) 旅行招待券(1名様分)または旅行招待券(2名様分)獲得者は、ゲストを連れて
参加することができますが、獲得者みなさまの登録完了を待ったうえで、以下
の条件が優先順位となります。
(a) プロモーションの獲得状況(何を獲得しているか)
(b) ランク

2) 旅行招待券獲得者は、2022年4月1日までにゲストリクエストを、 
Incentives@JeunesseHQ.comへお送りいただき、JOFFICEのオンライン 
RSVPシステムでも送信してください。そのリクエストが認められた場合、リク 
エストを受取ってから10営業日以内にジュネススタッフよりご連絡させていた
だきます。

3) ゲストの参加がジュネスにより承認された旅行招待券獲得者は、航空券(該
当する場合)の手配と支払いをしてください。ジュネスに支払わなければならな
い、ゲストのための追加コスト(宿泊、食事、アクティビティ、交通費等)も発生
します(該当する場合)。

4) 旅行招待券獲得者のゲストは、ジュネスメンバーであってはいけません。

5) ゲストはメンバーの子供でも構いません。

本ポリシーは予告なく変更する場合があります。
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資格達成とRSVP
ドバイへのセールス インセンティブトリップの資格があるかどうかを確認する
にはどうすればわかりますか?
資格達成方法の詳細については、Jcloud™/ [地域] / [言語]にあるポリシー
を参照してください。資格がある場合は、プロモーション期間が終了してか
ら約 10日以内に[ビジネス] / [ディストリビューターレポート] /[旅行名]の横に 
[RSVP]ボタンが表示されます。

旅行の資格を達成したら、どのようにRSVPに参加登録すればよいですか?
アジアパシフィック & アフリカのメンバーは、[ビジネス] / [ディストリビュータ
ーレポート] / [旅行名]の 横にあるRSVPボタンをクリック、またはEメールの招
待状に従ってオンラインのRSVPフォームから登録してください。Eメールの招
待状を受け取っていない場合は、Incentives@JeunesseHQ.comまでご連
絡ください。

できるだけ多くの登録質問に答えてください。これらの情報はあなた、そしてゲ
ストに素晴らしい体験を提供するのに役立ちます。

参加申込(RSVP)期限はいつですか? 
2022年4月2日(土) 13:59 (日本時間)

参加できない場合はどうなりますか?
ジュネスはあなたがご参加いただけることを願っておりますが、ご参加いただ 
けない場合、旅行の譲渡、換金はできません。

申込後、キャンセルしなければならなくなった場合はどうなりますか?
アジアパシフィック & アフリカ セールス インセンティブトリップ ドバイのキャ
ンセルは、2022年4月15日までにお申し出ください。この日以降にキャンセル
した旅行獲得者には、ウォレットより1人あたり$1,400USドルのキャンセル料
が請求されます。ウォレットに十分な資金がない場合、全額が控除されるまで
利用可能な金額が減額されます。参加登録後に不参加となった場合にも、同
様のプロセスが適用されます。

参加申込をせずに参加した場合、どうなりますか?
他の参加者と同じようにおもてなしをさせていただきます! ただし、宿泊を確
保 するためには、事前の参加申込が必要です。期限までに参加申込をせずに、
当日ご参加いただいた場合、お部屋の確保は保証できません。

旅行招待券1名様分を達成しました。ゲストを1人連れて行きたい場合どうすれ
ばよいですか?
多くのジュネスファミリーにセールス インセンティブ トリップにご参加いただ
きたいのですが、確約できるのはプロモーション達成者のみです。

ゲストは、Jcloud/ [地域] / [言語]にあるポリシーに記されている条件で、ご参
加いただけます。ゲストを連れて参加したい方は、参加申込締切日までにお知
らせください。

締切日はいつですか?
参加申込(RSVP): 2022年4月1日(金)
追加ゲストのリクエスト: 2022年4月1日(金)
キャンセル: 2022年4月15日(金)

トラベル & フライト情報
ビザやパスポートが必要ですか? 
ビザが必要かどうか、またビザ取得にかかる費用等についてはご自身で大使 
館または領事館へお問い合わせください。

ビザレターを申請する必要がある場合は、以下までご連絡ください。
Incentives@JeunesseHQ.com. 

適切な渡航文書（ビザなど）を取得できなかった場合、または適切なパスポー
トがなく、搭乗が拒否された場合はどうなりますか?
ビザの取得は、自己責任でお願いいたします。適切な旅行書類を入手せず、
搭乗を拒否されて旅行に参加できない場合、旅行への参加資格と航空券のバ
ウチャーが喪失となり、キャンセル料が適用されます。

航空券はどのように予約すればよいですか?
オンラインで参加申込をした後、ご自身で航空券の予約をしてください。でき
るだけ早く予約して航空券代金を安く抑えられると、より多くお土産代金に使
うこともできます!

いつ、どのように航空券バウチャーを受け取れますか?
航空券予約後、EチケットをJOFFICEの[ツール] / [ファイルアップロード]に
アップロードしてください。旅行終了後30日以内に、参加したメンバーへのみ
払い戻しします。

よくある質問
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航空券代はいくら払い戻しされますか?
プロモーション達成した範囲内で、実際にあなたが支払った金額が上限となり
ます。EチケットをJOFFICEの[ツール] / [ファイルアップロード]にアップロード 
していれば、旅行終了後30日以内に払い戻しします。

ビジネスクラスは快適ですが、達成範囲を超える金額の航空券を購入した場
合、差額は各自の責任でお支 払いください。

空港送迎は用意されていますか?
プロモーション達成者の空港到着時の空港からホテルまで、また出発時のホテ
ルから空港までの交通はできる限り用意するつもりですが、この書面に記載さ
れている期限までにフライト情報が提供されない場合、空港送迎は保証でき
ません。開催日より前の到着、または開催日を過ぎて滞在した場合は送迎のご
用意はございません。

ジュネスが旅行をキャンセルまたは延期した場合はどうなりますか?
旅行をキャンセルまたは延期することはございませんが、予期しない状況が発
生する可能性があります。フライトなど、旅行に関連して発生する可能性のあ
る費用をカバーするために、旅行保険に加入することを強くお勧めします。ジ
ュネスは、旅行がキャンセルまたは延期された場合に、メンバーが自分自身ま
たはゲストに対して負担する費用はお支払いいたしません。

宿泊
滞在先ホテルはどこですか? 
世界で2番目に高いホテルであるJW マリオットマーキスドバイに滞在します。 
旅行に関連するJeunesseTravel.comウェブサイトを確認し、ホテルの手配に
関する情報については、ジュネスのメールアカウントに注意してください。

言葉が通じるガイドはいますか?
その国からの参加人数とガイドの予約状況によります。皆さんの質問にお答え
し、サポートできるようにジュネススタッフは準備しています。

滞在期間中の食事は全て用意されていますか?
ホテルの朝食は毎日含まれますので、ぜひスキップせずお楽しみください!昼食 
と夕食は少なくとも1回はご用意がありますが、ご自分で街を探索したり、お好
きな場所で食事をすることもできます。そのときは現金をご持参いただくとよ
いでしょう。

旅程
旅行中何をするかは、いつわかりますか?
JofficeのJeunesse Travelセクションを随時チェックしてください。ホテルに
到着したら、日程表、お土産をジュネススタッフがいるホスピタリティデスクで
受け取ってください。

到着時、質問がある時は誰に聞けばよいですか?
ホスピタリティデスクで対応いたします。

必要な持ち物はありますか?またドレスコードはありますか?
たくさん歩く可能性があるため、カジュアルな服装をお勧めします。ウェルカ 
ム/フェアウェル レセプションでは、カクテルドレスやダークスーツを着用する
必要があります。旅行が近づくにつれ、より詳しい情報をお伝えします。 
詳細はJofficeのJeunesse Travelセクションでご確認ください。

持ち物:
• 平均的な高度に適した軽装
• 38°Cの平均最高気温と25°Cの平均最低気温に適した衣服
• 歩きやすいシューズ
• ウォーターボトル 
• 日焼け止め、帽子、サングラス 

ジュネスが旅行をキャンセルまたは延期した場合はどうなりますか?
旅行をキャンセルまたは延期することはございませんが、予期しない状況が発
生する可能性があります。フライトなど、旅行に関連して発生する可能性のあ
る費用をカバーするために、旅行保険に加入することを強くお勧めします。ジ
ュネスは、旅行がキャンセルまたは延期された場合に、メンバーが自分自身ま
たはゲストに対して負担する費用はお支払いいたしません。
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