
ASSOCIATE APPLICATION  
TERMS AND CONDITIONS 

1. I am legally competent to enter into a contract in the jurisdiction 

in which I reside. 

2. I will become an MXI Corp (hereinafter referred to as “the 

Company”) Associate upon acceptance of this Application by the 

Company, and I will, at that time, have the right to purchase 

products at wholesale directly from the Company. This 

Agreement becomes effective on the date received, signed by 

the Applicant and accepted by the Company in its main office. 

3. I understand that no purchase is necessary to become an MXI 

Corp Associate other than a $39 Distributor Fee for Associate 

(or higher), or $25 Affiliate Enrollment Fee respectively. 

4. As an Associate (or higher), I understand that I will receive an 

Information Kit about MXI Corp and its products. As an Affiliate, I 

understand that I will not receive an Information Kit unless 

otherwise indicated on my Application Form. A $25 Annual 

Renewal Fee is required to maintain an Affiliate and higher 

Distributorship. I am responsible for renewing my Distributorship 

each year. 

5. The $39 Distributorship Fee for Associates and higher, the $25 

Affiliate Enrollment Fee, and $25 Annual Renewal Fee are all 

non-refundable. 

6. If I wish to terminate this Agreement, I will deliver to the 

Company written notification of my intent to terminate. My 

voluntary termination will be effective as of the date such notice 

is received by the Company. An Associate may resign at any 

time for any reason. 

7. As an Associate I am an independent contractor and am not an 

employee, partner, agent, franchisee or legal representative of 

the Company. I agree that I am solely responsible for my 

compliance with any and all laws or regulations related to my 

status in any jurisdiction exercising authority over me, including 

but not limited to compliance with applicable regulations and the 

Policies and Procedures published by the Company. 

8. Although the Company or any of its affiliated entities may assist 

me in becoming aware of applicable laws, rules and 

requirements, the sole responsibility to conduct my 

Distributorship lawfully in any jurisdiction rests with me. 

Therefore, I release the Company and any of its affiliated entities 

and their officers, directors, agents and employees from all 

liability for any of my conduct, actions or omissions; I also waive 

any claims or causes of action which I (or others acting in my 

interest) may have occasion to assert respecting my status or 

conduct as an Associate of the Company, arising out of any of 

my acts or omissions. 

9. I understand that only Associates in good standing (as such 

status is determined solely by the Company) may act as 

Sponsors. The Company, in its sole discretion, may reject this 

Agreement, without disclosing any reason therefore. If this 

Agreement is not accepted or approved, I release the Company 

and its officers, directors, agents, advisors and employees from 

any and all liability incurred by me or by any other person. I 

waive any associated claim(s) that might be asserted in my 

interest. 

10. I understand that compensation from the Company is 

established for my Distributorship in the MXI Corp 

Compensation Plan, provided I maintain a Distributorship 

that operates in compliance with Company Rules & 

Regulations and Policies & Procedures, and the terms 

and conditions stated herein. I hereby acknowledge that I 

have access to the Rules and Regulations and Policies & 

Procedures, the contents of which are incorporated 

herein by reference. The Compensation Plan and its 

commissions, overrides and/or bonuses, relating to the 

sales or other output derived from personal sales, 

solicitations or orders from consumers, are privileges of 

my status as an active Associate in good standing. I 

agree to abide by the Rules & Regulations and Policies & 

Procedures established by MXI Corp, and as modified 

from time to time and posted at www.mxicorp.com. 

アソシエイト 
入会申込条件 

1. 私は、自己が居住する司法管轄区域において契約を交わす法的
能力を有しています。 

2. 私は、会社によって本申込書が受理された場合、MXI Corp（以下
「会社」と呼ぶ）のアソシエイトになり、また当該受理と同時に会社
から直接、会社の製品を卸売価格で購入する権利を有することに
なります。本契約は、申込者によって署名され会社の本社におい
て受理された場合、受領日をもって有効となります。 

3. 私は、会社のアソシエイトになるためには、39米ドルのアソシエイ
ト（あるいはそれ以上の地位）ディストリビューター費用、もしくは
25米ドルのアフィリエイト登録費用以外に特に購入が必要でない
ことを理解しています。 

4. 私は、アソシエイト（あるいはそれ以上の地位）の場合、会社およ
び会社の製品に関する情報キットを受け取ることを理解していま
す。あるいはアフィリエイトの場合は、申込書に別段の記載がない
限り、情報キットを受け取らないものと理解しています。アフィリエ
イトもしくはそれ以上のディストリビュータ資格を維持するためには、
毎年25米ドルの更新費が必要です。私は自己の責任において毎
年ディストリビュータ資格を更新するものとします。 

5. 39米ドルのアソシエイト（あるいはそれ以上のステータス）ディスト
リビュータ費用、もしくは25米ドルのアフィリエイト登録費用はすべ
て払戻不可です。 

6. 本契約の解約を望む場合、私は会社に書面によってその旨の通
知を行います。私の自己都合による本契約の解約は、当該通知
を会社が受け取った日をもって有効となります。アソシエイツは
理由の如何を問わず退会できることとします。 

7. アソシエイトとしての私は独立した請負人であり、会社の従業員、
パートナー、代理人、フランチャイズ加盟人、法廷代理人ではあ
りません。私は、会社が定める関連規定ならびに方針及び手続
きへの準拠を含め（但し、これだけに限定されるものではない）、
自己に対し司法管轄権を有する法域における自己の地位に関
わるすべての法律、規則への準拠について一切の責任を負うこ
とに同意します。 

8. 関連する法律、規則、要件については会社もしくは会社の関連
会社等から情報提供が行われる場合もありますが、いかなる司
法管轄区域においてもディストリビュータ資格を合法的に実行す

る責任の一切は私自身が負うものとします。故に、私は自己の
行動、行為、不作為について、会社および会社の関連会社等お
よびこれらの役員、取締役、代理人、従業員に対し一切の責任を
問わないこととします。また私は、会社のアソシエイトとしての自
己の地位もしくは行動に関して私（もしくは私の利益のために行
動する他の者）が主張し得る、自己の行為、不作為を起因として

生じる請求権および訴権について、これらを一切放棄するものと
します。 

9. 私は、有資格ディストリビュータ（但し、有資格、無資格の判断は

会社のみができる）でなければ新規会員をスポンサーすることが
できないことを理解しています。会社は、自己の裁量において、
理由を開示することなく本契約を拒否することができます。本契
約が受理もしくは承認されない場合、私は、会社および会社の役
員、取締役、代理人、アドバイザー、従業員を、私あるいはその
他の者に関連して生じる一切の責任から免除することとします。
また私の利益に関連して主張され得る一切の請求権について、
これらを放棄することとします。 

10. 私は、会社の規則及び規程ならびに方針及び手続き、またこれ

らに記載される諸条件に準拠するディストリビュータとして資格を
維持する限りにおいて、自己のディストリビュータ資格に対し会
社から報酬が支払われることを理解しています。私は、本申込書
において内容が援用されている当該規則及び規程ならびに方針
及び手続きの詳細を閲覧する権利を有していることをここに確認
します。自己の販売活動、勧誘活動、顧客からの注文による売
上げ、その他の販売に関する会社の報酬プランおよびそのコミッ
ション、手数料、ボーナスは、有資格アソシエイトとしての地位に
与えられた特権です。私は、会社が定める規則及び規程ならび
に方針及び手続き、また適宜実行されるこれらの修正
（www.mxicorp.comへ掲載）に同意することとします。 

 

 

 



11. I understand that as an MXI Corp Associate, I am 

authorized to sell MXI Corp Products. I agree that I may 

not alter, repackage, re-label, affix additional labels of 

information or otherwise change any MXI Corp product, 

nor will I sell any such product under any other name. 

12. I understand and agree that I may not convey, assign or 

otherwise transfer any rights arising hereunder without the 

prior express written consent of the Company. 

13. I agree that I may not create or hold a beneficial interest in 

additional MXI Corp Distributorship(s) beyond the indirect 

benefits that are derived from sponsoring and downline 

volume. 

14. In the event I choose to purchase MXI Corp products on 

my credit card or banking debit card, my signature on this 

Agreement hereby constitutes my authorization to process 

any order I place to those accounts, and to use this as my 

“signature on file.” I understand that any cancellation of 

any order placed by me shall be made within three 

business days of the placement of a particular order, but all 

shipping & handling charges incurred will be billed. 

15. Other that this Agreement, no other promises, 

representations, guarantees, or agreements of any kind 

shall be valid unless in writing and signed by both me and 

an authorized officer of MXI Corp. If any provision of this 

Agreement is found to be unenforceable or invalid, the 

validity of the remaining provisions shall not be affected. 

16. Any controversy or claim arising out of this Agreement 

whether during or after its term will be settled by binding 

arbitration in Nevada using the rules of the American 

Arbitration Association (AAA). Jurisdiction and venue shall 

be the State of Nevada. Each party having a concern shall 

first give notice of the offense and allow time to cure. 

17. I certify the accuracy of all information provided by me in 

this Agreement and agree that the providing of false or 

misleading information authorize the Company, at its 

election, to declare this Agreement void from its inception. 

18. The Company agrees to manufacture quality products 

which it will make available under the terms and conditions 

of the MXI Corp Rules and Regulations and Policies & 

Procedures. 

19. I understand that commission benefits of my purchases 

and personal volume (PV) go to the sponsor/placement 

listed on this form and other MXI Corp Associates under 

the rules of the MXI Corp Compensation Plan, as 

published in the Rules & Regulations and Policies & 

Procedures. 

20. MXI Corp fully guarantees products purchased by 

Associates and retail customers. Full product guarantee 

results in a refund of monies paid, exchange for other 

products, or repair or replacement of defective products. 

Before returning any products to MXI Corp, an Associate 

must request a Return Merchandise Authorization (RMA) 

from MXI Corp Associate Service Department. Due to the 

nature of our product, MXI Corp product guarantee is for a 

60 day period after the date of purchase. 

21. I certify that 1) the amount of the order on the reverse 

side represents my reasonably expected requirements for 

the retail sales and personal consumption, 2) I am not 

stocking unsold MXI Corp products for the purpose of 

qualifying for bonuses, and 3) at least 70% of my previous 

purchases resulted in retail sales.  

 

 

 

 

 

FORM ID: AAOFUS-A4 

11. 私は、会社のアソシエイトとして会社の製品を販売する権限を与

えられていることを理解しています。私はまた会社の製品を改造、
再梱包、表示変更したり、また追加情報を添付表示したり、その
他会社の製品に一切の変更を加えることができないこと、さらに
はこれらの製品を他のいかなる名前においても販売してはいけ
ないことに同意します。 

12. 私は、会社の書面による事前の同意なしに、本契約から生ずる
いかなる権利も譲渡、移転、その他の移動を行うことができない
ことを理解し、同意します。 

13. 私は、他の会員のスポンサーとして、また自己のダウンラインの

ボリュームから得られる間接的な利益を除き、自己のディストリビ
ュータ資格以外に追加的に他のディストリビュータ資格の受益権
を取得したり保有しないことに同意します。 

14. 私が自己のクレジットカードもしくはデビットカードを利用して会社
の製品を購入する場合、本申込書における署名が、これらの口
座に関わる注文を執行するための承認、また当該署名を登録署
名として使用するための承認となります。私は、自己が執行した
注文を解約する場合は、当該注文を執行した日から３営業日以
内にかかる解約を行うこと、またかかる注文に起因して発生した

送料および取扱手数料すべてについては支払義務があることを
理解しています。 

15. 本契約以外には、私および正当な権限を有する会社の代表者双
方による署名入りの書面がなければ、他の一切の約束、表示、
保証、同意も無効となります。本契約のいずれかの規定が法的
強制力を持たない、あるいは無効であると認められた場合でも、
当該規定を除く残りの規定については継続して効力を有するも
のとします。 

16. 本契約から生じる論争、主張については、その有効期間中、期

間後に関わらず、米国仲裁協会（American Arbitration 

Association）の規則を用いた米国ネバダ州における仲裁によっ
てこれらを解決するものとします。かかる仲裁の管轄権および仲
裁場所は米国ネバダ州とします。各当事者は、本契約に関し問
題がある場合、まず相手方にその旨を通知し、当該問題の是正
期間を設けることとします。 

17. 私は、本契約において提出したすべての情報が正確であること
を誓約し、また虚偽もしくは誤解を与える情報を提供した場合、
会社が、その選択によって、本契約をその開始日に遡って無効と
することができることに同意します。 

18. 会社は、高品質の製品を製造し、かかる製品を会社の規則及び
規程ならびに方針及び手続きの諸条件に従って提供することに
同意することとします。 

19. 私は、自己の購入およびパーソナルボリューム（PV）に関わるコ
ミッションは、会社の規則及び規程ならびに方針及び手続きに定
めるとおり、会社の報酬プランのルールに基づいて、本申込書に
記載するスポンサー／プレースメントおよびその他のアソシエイ
トにつけられることを理解しています。 

20. 会社は、アソシエイトおよび小売客が購入した製品について完全
な保証を提供し、状況に応じて購入代金の返却、他の製品との
交換、欠陥製品の修理、交替などを行います。製品を会社に返
品する場合、アソシエイトは事前に会社のアソシエイト・サービス
部門に対し製品返品承認（Return Merchandise Authorization）を
申請しなければいけません。製品の特質上、会社による保証は
製品購入後 60日間となっています。  

21. 私は、1)本申込書に記載する注文数量は自分が合理的に小売販
売および個人消費に必要とする量を反映したものであること、2)私

は報酬の取得資格を得るために販売残の会社製品を買いだめし
ていないこと、3)これまでの購入分の 70%以上は小売販売であっ
たことをここに証明します。 
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