
Changer

team MVPclick here（会社概要動画）

https://youtu.be/ILeiGCW4xKY


３．短・中・長期的に魅力あるビジネスモデル

２．未常識の新しい分野・市場

１．自分、家族、多くの人々の生活、社会に役立つもの

ワールド（WGN）ビジネスとは

→ 世界的IT企業がMLMを採用し、世界195カ国に展開可能 
→ ブルーオーシャン（競争相手がいない）

→ 健康・経済・仲間づくり・自由な時間を得る

→ これからは必ず常識・トレンドになる



インターネット
の登場後の 

３大革命

スマートフォン 
の出現 

第１世代

第２世代

第３世代

パソコンの出現 

２０２０年 
3兆5000億円　 
市場規模

ウェアラブル 
の出現

IT→IoT

インターネット登場後の３大革命

click here
次世代のウエラブル

https://www.youtube.com/watch?v=VdBTxaXJTC4


��������	
ウェアラブルデバイス市場は３つのカデゴリー





世界は
→　ウェアラブル（ IoT・AI ）

どこに向かっているか

ウェアラブルデバイスの市場は２０２０年には   
340億ドル（3.5兆円）規模になる



「5000年に１度」の奇跡　レスター優勝の裏には、、、 



市場規模は8兆円へ　プロスポーツ界が 
競ってウェアラブル機器を導入しはじめた

帝京大ラグビー部、柏レイソルが使用している



心拍数
万歩計
消費カロリー計算
歩⾏距離
睡眠状態
iOS.Android対応
⼼電図
⾎圧
気分・情緒
疲労状態
遠隔監視モニター
ゲルマニウムプレート
パニック ボタン
緊急SOS GPS ロケーション
⾎中酸素濃度
体温
⾎糖値
蚊 撃退機能
⾎中アルコール濃度
ビジネスチャンス

HELO LX 
APP開発中

量販店 量販店 量販店 量販店 量販店 量販店

FIT BIT サムスン マイクロソフト アップル WGN

click here
HELO LX

http://www.apple.com/jp
https://youtu.be/uLEqJ1TbxII


日本経済新聞 
2017年4月5日（夕刊）

日本では「３年後に実用化を目指す」





　指を置くだけで血糖値をレーザーで測定できる技術を
開発したと、量子科学技術研究開発機構関西光科学研究
所（京都府木津川市）のチームが１８日、発表した。


　採血せずに血糖値を測定できるため、実用化されれば
糖尿病患者の負担が減りそうだ。来年度から本格的な臨
床研究を開始し、５年後の製品化を目指す。


　国内の糖尿病患者は７２０万人に上り、患者は日常的
に自分で血糖値を測定する必要がある。現在の測定器は
指先に針を刺して採血するため、痛みを伴うほか、感染
症のリスクも指摘されている。


　チームは、装置にのせた指に赤外線レーザーを照射し、
反射してくる光の強さなどから血中のグルコース（ブド
ウ糖）濃度を測る技術を開発。健常者４人で試したとこ
ろ、血糖値を高精度に測定できたという。


指を置くだけで血糖値測定　5年後実用化
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

2017年08月19日



click hereウェアラブルの可能　→

世界的に増え続けている糖尿病患者

血糖値測定の世界市場 
1.3兆円（120億ドル）

多くの方がHELOを待っています！

1000万人

https://www.youtube.com/watch?v=OyYbbis93Nk&feature=share


【社　名】World Global International
（ワールド グローバル インターナショナル）

【所在地】アメリカ　マイアミ 
【創　業】２０１１年 
【社　長】ファビオ・ガルディー
・創業５年目で顧客70万人突破 
・2016年　年商350億円 
・2020年までに2000億円の売上、 
　MLM業界でTOP10内にランクインすると宣言

親会社であるワールドメディア 
テクノロジー社はNASDAQ店頭公開中 

２０１９年上場予定

会 社 概 要（会社）



「ヨーロッパのスティーブ・ジョブス」と呼ばれるカリスマ経営者 
　

ファビオ・ガルディ　CEO&社長　（イタリア）

click会社イメージ動画　→

イタリア２位 
ヨーロッパ５位の 
プロバイダー設立

世界初の 
液晶タッチスクリーン 
を市場に発表

https://www.youtube.com/watch?v=0LE7X7-HqJc


アントニオ ・デ・ローサ

CESは、米国・ラスベガスで毎年開催されている世界最大規模の 
コンシューマー・エレクトロニクスの見本市。 
「CES Innovation Awards」は、約4000社が出展する数万に及ぶ 
コンシューマー・エレクトロニクス製品の中から、28のカテゴリーに
おいて、優れた製品デザインや技術に対して授与されます。 
アントニオは2014年・2015年と2度も受賞している優秀なデザイナー

　　iPhone 6  7
元チーフデザイナー




画期的な電磁波（エレクトロスモッグ）防止シート

（製品）
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BioZen 1 	 .



BIOZEN（バイオゼン）は、エレクトロスモッグ（電磁波）の有害な
影響を減らすと、世界的な検査機関 ビューローベリタスにより
科学的かつ医学的に証明されています。
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

会社概要　ビューローベリタス 
1828年の設立以来、試験・検査・認証(TIC:Testing, Inspection, 
and Certification)のグローバルリーダーとしての高品質なサービス
提供を通じ、品質、健康・安全、環境保護、及び社会的責任分野
(QHSE&SR)の課題に取り組むお客様をサポートしてきました。

http://www.bureauveritas.jp/

http://www.bureauveritas.jp/


click here

最新・ハイスペックの５Gスマートフォン
※日本では５Gは未認可

https://www.youtube.com/watch?v=28Ft0h22VtI


Space Lumina Glasses
click here動画　→

https://youtu.be/ZpbPkZ9r29g


HELO LXは、
ダイレクトセリ
ング協会 
（直接販売）の
2017年のベス
トプロダクトに
選ばれました

click here

WOR(l)Dは、年内に100万台の生産を
予定しており、発売して１年で 
Wellness （健康）と MHealthスマー
トバンドのリーディングカンパニーと
して地位を得ました。

https://youtu.be/aS6OEYa2XNM
https://youtu.be/O-HE74m0dcY


心拍数
万歩計
消費カロリー計算
歩⾏距離
睡眠状態
iOS.Android対応
⼼電図
⾎圧
気分・情緒
疲労状態
遠隔監視モニター
ゲルマニウムプレート
パニック ボタン
緊急SOS GPS ロケーション
⾎中酸素濃度
体温
⾎糖値
蚊 撃退機能
⾎中アルコール濃度
ビジネスチャンス

HELO LX 
APP開発中

量販店 量販店 量販店 量販店 量販店 量販店

FIT BIT サムスン マイクロソフト アップル WGN

click here
HELO LX

http://www.apple.com/jp
https://youtu.be/uLEqJ1TbxII
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7 R o i y F AA M AH C O
vp d n R

i P
oO F AA M AH C n · R O O Zw a d

R y vp R y R
dP

vxO nri l O R O n lxO n
n P

dO o n h xO n y h
P

R
® n
51M,AC IM1 .
F AA M

l n l R y vxO n i P
n -, h xO u l y ® Zw x e y i P

- 4 · tg 51M,AC IM 1 . h xO u ® Z
w x e n ©l S R T i P

F AA M AH C n · R 5. h xO i d R u n R O R
· u ·l n y i P

O R· O · u ln n Nl
N

l l oO n R h ea P

T 0  

PPG(フォトプレチスモグラフィ)

September 14, 2016 12:11 AM Eastern Daylight Time

東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 株式会社東芝ストレージ＆デバイスソリューション社の
IoT・ウェアラブル端末向けアプリケーションプロセッサ「ApP Lite™ TZ1000」が米国World Media &
Technology社 (以下、Wor(l)d社)のスマートリストバンド「Helo」に採用されました。

今回採用されたTZ1000は、生体信号を低アクティブ電流で高精度に検出し、Bluetooth  low energy技術に
よりスマートフォンに信号を伝送してモニタリングできるアプリケーションプロセッサです。その機能を
１パッケージで実現できる特長がWor(l)d社に評価され、採用されました。

Wor(l)d社のスマートリストバンド「Helo」は、手首から取得した生体信号を検出し、継続的に装着者の健
康状態を管理・分析・表示するソリューションです。

当社のTZ1000は、「Helo」の小型化、省電力化、高精度な生体信号検出に貢献しています。

当社はTZ1000向けに、活動量計測、脈波計測、心電計測といったウェアラブル端末を効率良く利用できる
各種ソフトウェアアルゴリズムも開発しており、トータルシステムソリューションとしてのラインアップ
拡充を目指しています。

今後もIoT・ウェアラブル端末向けのアプリケーションプロセッサの開発を積極的に推進していきます。

製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧下さい。
http://toshiba.semicon-storage.com/jp/product/assp/applite/tz1000.html

※Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、東芝はライセンスに基づき使用しています。
※ApP Liteは、株式会社東芝の商標です。

*その他本文中に記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社が商標または登録商標として使用し
ている場合があります。

Wor(l)d社のスマートリストバンド「Helo」
http://www.worldmediatech.com/
https://www.worldgn.com/wear/

東芝製アプリケーションプロセッサがWorld Media &
Technology社のウェアラブル端末に採用

®

click here

https://website.worldgn.com/science/technology/


スマートフォン（Bluetooth）と連動



•血中アルコール濃度* 
•血糖値* 
•フィットネス*

•蚊の抑止* 
•GPSトラッキング* 
•パルス診断*

*これらの機能の一部は、現在のHELOデバイスでは利用できない場合があります。

新しい画期的なアプリが次々に公開されていきます。 
その中でも注目されるのは血糖値の測定です。 

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

この市場はどれだけのニーズがあるのでしょう



click hereウェアラブルの可能　→

世界的に増え続けている糖尿病患者

血糖値測定の世界市場 
1.3兆円（120億ドル）

多くの方がHELOを待っています！

1000万人

https://www.youtube.com/watch?v=OyYbbis93Nk&feature=share




  
 •オープンAPIにより、開発者は独自のアプリと 
   プラグインを作成して公開（販売）できる 

 •ユーザーは、魅力的なHelosの新しい機能の 
　アプリを使うことができる 

 •グループ内のユーザー、メンバーがアプリを 
　 購入することにより、ビジネスメンバーは　 
　 販売実績としての恩恵を受ける

HELO APPSTOREは無限 ∞ の可能性を秘めています。 
今後、いくつもの魅力あるアプリが公開され、 
それは我々に大きなビジネスチャンスを与えます。



世界中の優秀なアプリ開発会社、開発者により様々な分野 
のアプリがリリースされ、ビジネスチャンスも広がる



制作会社

WGN

コミッション

アプリ販売の分配

1/3

1/3

1/3

　　　 
2016年：340億ドル 
　　　　　(約3兆8000億円) 
2017年：400億ドル 
　　　　　(約4兆5000億円) 
2021年：600億ドルの見込み 
　　　　　(約6兆7000億円) 

2016年：170億ドル 
　　　　　(約1兆9000億円) 
2017年：210億ドル 
　　　　　(約2兆3000億円) 
2021年：420億ドルの見込み 
　　　　　(約4兆7000億円)

アプリの収益



MLM史上、最速でミリオネアを達成！ 
１年足らずで、月に1億円以上の報酬を受取る

報酬プラン（PAYPLAN ）（報酬）



グループの人達も 
続々とミリオネアに



2017年3月

WGN ８名 
TOP10に２名



（チームビルダー）TB （チームデベロッパー）TD（チームメンバー）TM
TMを２人を紹介

スカイナリーボーナス
TEAM VOLUME COMMISSION

TM 登録をする
ファーストセールボーナス 

FAST SALES BONUS  10%

+
30x 6x

4x

6x

2x

（プレミアム） 
Premium Bundle

（フレンズ）
Friends Bundle

（ファミリー）
Family Bundle

チームメンバー・パートナー （TP）

チームメンバー・エグゼクティブ （TE）

（スーパー）
Super Pack  40万円

 24万円

 17万円

 10万円

バイナリー（左右） 
小さいラインの 
10％(TP) or 20％（TE)

最高10段までのマッチング 
売上によって最高タイトル、 
すべてのボーナスを取得 
することができる

TBを２人を紹介
マッチングボーナス
MATCHING BONUS 



（4つの登録方法）　

（ファミリー）Family Bundle 17万円
 24 万円$1,999 + 送料$59 + $59（30sv） = $2,117

$1,349+ 送料$44+ $59（30sv） = $1,452

（500sv+30sv）

4x

6x

135FS
HELO LX ×４ $796 ・ベルト５色セット×４
ゲルマニウム×４（サービス）・

（750sv+30sv）

スカイナリーボーナス 20％
3ポジション 　　

週給最大　$200,000

200FS
HELO LX ×６ $1,194 ・ベルト５色セット×６
ゲルマニウム×６（サービス）・

（プレミアム）Premium Bundle

Biozenバンドル30＋8
$1,350 +送料$44
=$1,399

 24万円

（スーパー）Super Pack （500SV+750sv+30sv） 335FS

 Premium Bundle+ $1,999 + 送料$59 
+ $59（30sv）= $2,117

 40万円

スカイナリーボーナス 20％
3ポジション 　　

週給最大　$200,000

+
30x 6x

スカイナリーボーナス 20％
3ポジション 　　

週給最大　$200,000

 10万円（フレンズ） Friends Bundle
HELO LX ×２ $398 ・ベルト５色セット×２ 
ゲルマニウム×２（サービス）
$744+ 送料$44 + $59（30sv）= $847

（270sv+30sv）

2x
75FS

スカイナリーボーナス 10％
1ポジション 
週給最大　$500

チームメンバー・エグゼクティブ

チームメンバー・パートナー

自己の購入状態

自己の購入状態

STEP 1:　チームメンバーになる

$935 
お得

$324 
お得

$787 
お得



月額＄59（1LP=1$）

1. ボーナス取得権利 
2. バイナリーSV(セールスボリューム）が累積 
3. バイナリーボーナス＋１％を財形　１年後支払い

LOYALTY MEMBERSHIP（LP）

4. HELO APP PRO $12×5人（＄60） 
5. 75 ロイヤリティーポイント(LP)付与　 
　  NEW Helo(319LP) 　　 
　  スマホ　INFORIO (599LP) で交換できる 
6. プロテクション　新品交換（＄99）

LPを年間 $708 ($59x12)を支払うことで 
$1426 + 1%（財形）を得ることができる   

お得

（ロイヤリティーメンバーシップ）　



A B C D E F

自分

ユニレベル

自分

バイナリー

L1

E

C

A

自分

F

B

D

2つのMAP（形式）

②スカイナリーボーナス 
（DUAL TEAM）

①ファーストセールボーナス 
（紹介ボーナス）L1のみ

③マッチングボーナス 
L１～L10まで

L2

L3

左右のWING（両端） 
にしか紹介ができない



直接紹介の方の購入金額の10%が入ります

670FS（$）
【取得条件】
・ロイヤリティー
　メンバーシップ（$59）

自分

SP（スーパー）

6x 4x

FB（フレンズ）
$1,999（200FS）

PB（プレミアム）
$3,349（335FS）$1,349（135FS）

6x
30x

ロイヤリティーメンバーシップ

LP $59（$6）×4人

＋24（$）

LP $59（$6） LP $59（$6） LP $59（$6）

自分

ユニレベルMAP

A B C D E F G

①直紹介ボーナス



②スカイナリー(バイナリー)ボーナス

少ない方のポイントが計上

計30000sv

計50000sv

Team Builder 20%

【取得条件】 
・左右に一人づつ紹介 
  Team Builderになる 

30000sv×20%=$6,000

30000sv

20000sv

30000sv



②スカイナリー(バイナリー)ボーナス

翌週は左：20000svからスタート 
SVのバンキング（繰越）

Team Builder 20%

【取得条件】 
・左右に一人づつ紹介 
  Team Builderになる 

20000sv

0sv



直紹介の中で2名のチームビルダーを作れば権利獲得！ 
最高タイトルもとれる

・ミリオネアプール 
・カーボーナス 
・ラグジュアリーボーナス 
・ミリオネアクラブ　その他

   獲得出来るボーナス 

③マッチングボーナス

Team Developer

Team BuilderTeam Builder



TD POOL BONUS

30 SV

6 SV

59＄
6 SV

①ファースト 
　ボーナス

②スカイナリー 
　ボーナス

③TDプール 
　ボーナス

全世界（195カ国）の初回の登録時のRM（59$）の 
6$（SV）をシャアするボーナス

※１１月１日～１２月３１日まで 
効果検証を行い、会社として効果的と判
断した場合は延長される可能性が高い。



TD POOL BONUS

Aが新規でTDに 
なったので

TD　登録から   7日以内　
→ 3シェア

TD　登録から 30日以内　
→ 1シェア

自分

TD

TD

TD

TP TP TP TPTPTP

Bが新規でTDCが新規でTD

BがTDに 
なったので

CがTDに 
なったので A

BC

・新規でTDになった人 
・その新規TDを紹介した人に 
　１シェアまたは３シェア

１ ３

７
９月の売上実績では１シェア＝151＄ 
151＄×7シェア＝1057＄



＄10万 ＄20万＄5万
１回 ２回 ３回達成回数

週給上限

GENERATION(世代・階層） 
マッチングボーナス



週給

＄10万 ＄20万＄5万
１回 ２回 ３回達成回数

週上限

GENERATION(世代・階層） 
マッチングボーナス

3,000株2,000株1,000株  1万株  2万株  5万株 

1回4回連続クリア

月収 
約100万

月収 
約500万

月収 
約1200万



左（SV） 右(SV) SP（スーパー）
1300SV

PB（プレミアム）
800SV

FB（ファミリー）
500SV

ダイヤモンド 10,000SV 10,000SV 8人（1TD） 13人（2TD） 20人（3TD）

（DM）月収100 万円
プレジデント 50,000SV 50,000SV 38人（6TD） 63人（9TD） 100人（15TD）

（PD）月収500 万円
プレジデントミリオネア 250,000SV 250,000SV 192人（28TD） 313人（45TD） 500人（72TD）
（PM）月収1200 万円

成功の秘訣はTD育成

自

TD

D

TD

TB T T TBTB

自

D

WD

D

TD T T TDTDTD

自

WD

GD

WD

D T T DDD

TDになるためには 
1. TDトレーニングに参加 
2. 説明会（ZOOM）に2人以上動員 
3. 2人のTPを育成

ダイヤモンド ダブルダイヤモンド グランドダイヤモンド

シミュレーション

TB



タイの１８歳の大学生 
1年で月収 1200万円

ナティーダさん 
1年で月収 8000万円

SNSやZOOMで大成功

click here

https://youtu.be/_GE0RaBxsoU
https://youtu.be/E6hfbK-M9lg


SUPERCAR BOUNUS



Unlimited Private Jet  
and Luxury Travel Program
A new unbelievable program for your business.

The Summary Report

INCOME DISCLOSURE NOTICE 
Practicality dictates that everyone’s results will vary as we are all unique and dierent. basically, it takes hard work to make a substantial income in this business. Some people will make no money at all. The earnings of a 
WOR(l)D global network partner will be 100% dependent upon their skills, work effort, commitment, leadership capabilities, and market conditions. common sense would suggest that in most opportunities, one would 
find exceptional individuals performing well above average, while others perform under the average. WOR(l)D Global Network does not guarantee any level of income or your success. The average participant in WOR(l)D 
earns an average of $500 per quarter. To see our full income disclosure, please visit our website at www.worldgn.com

click here

https://youtu.be/_GE0RaBxsoU


どの会社とも争わない共存共生のビジネス　
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アメリカのネッ
トワークビジネス
業界の月々のオー
トシップ率 
　　8％～13％ 

しかし、WGNは
＄59 

78%～83％ 
⬇ 

本物の権利収入に
繋がる

ま　と　め
・これから大きく成長する分野・市場、そして企業 
→　MLMでは独占市場（ライバル・競合がいない） 
・初期購入費は少額（１回のみ） 
・毎月の販売・配送無し 
・アメリカのNASDAQ株式公開企業 
・利用率が高いサービス（権利収入） 
　→毎月＄59以上のメリット・掛け捨てでない 
・WGN登録後9ヶ月で世界ランキンTop10の実績 
　→　短期間でミリオネアが続出（MLM市場最短） 
・2018年　日本上陸（東京オフィス） 
・最大で週払い＄60万（年間52回） 
・世界195カ国に世界展開‼ 
・シンプルで高額収入がとれるボーナスプラン 



Changer


