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いつものお買い物でどんどんお⾦が貯まる♪















ビッグデータの分野は急速に、より広い範囲で拡⼤している！

毎⽇2.5 クインティリオン（百京）Byte のデ
ータが創出され、世界のデータの９０％が過

去２年間のみで作成された。

⼩売やサービス業だけでなく⾦融業界でも新しい活⽤。
→ ９割の負けているトレーダーのビックデータを集めて
逆のトレードをすると勝てるといわれることも。



ビッグデータ活用は全ての業界において、価値を生み出すもの



・三菱UFJ：ビッグデータを使ったコンサルティング事業を開始。

・楽天：レコメンドだけでなくランキングの更新頻度とジャンルの細分化で売上向上
・ローソン：ポンタ導⼊によりビッグデータ分析。
→ 売上 31 位の「ほろにがショコラブラン」の１割のヘビーユーザーが６割の売上を占めて

いることがわかった。
・ヤクルト：⾃社商品による顧客の奪い合いを解消して売上 20%増加
・ダイドードリンコ：アイトラッキング分析と購買データの組み合わせで売上が前年⽐ 1.2%増
・スシロー：お⽫に IC タグをとりつけ、レーンに流れる寿司の鮮度や売り上げ状況を管理し売
上向上

ビッグデータの解析と活⽤は売上増加に⽋かせないものとなってきている
ビッグデータの需要はますます拡⼤



マスターカードは2014年時点で既に、ビッグデータ販売を含む「その他の売
上」は、３億４１００万ドル（約３７０億円）に達し、

情報サービスの売上を急拡⼤させている。



デビットカードもOK！

キャッシュバックを適⽤するカードはなんでもOK

etc…

デビットカードは審査がなく、
最短３営業⽇程で発⾏できます。



◎キャッシュバックが利⽤できる主なお店

・実店舗のあるお店

（実店舗があるオンラインストアもOK）

・コンビニ、スーパー、ガソリンスタンド、映画館、飲⾷
店、⾐料品店、雑貨店、等、物販関係などの⼩売店全般

・理髪店、美容室、ネイルサロン

・百貨店、⼤型ショッピングモール

・航空チケット、ホテル代

×キャッシュバックが難しいお店

・実店舗のないお店（オンラインストアのみのお店）
・電気、⽔道、ガスなどの公共料⾦
・家賃
・携帯電話、インターネット回線等
・⾃動⾞やパソコン等の修理費
・マッサージ、スポーツジムなど。
・市場調査ができない固定なもの等。
・電⾞やバス、タクシー等

（主にサービス系）

お買い物・飲⾷・旅⾏関係の利⽤はキャッシュバック可能



１

コンビニ カフェ フード

キャッシュバックがおりた店舗例（１）

２ 2017.04.01現在



１

2017.04.01現在

キャッシュバックがおりた店舗例（２）

家電量販店 ドラッグストア ガソリンスタンド
３



１ キャッシュバックがおりた店舗例（3）

ファッション スーパー 雑貨店・本屋
４ 2017.04.01現在



１ キャッシュバックがおりた店舗例（4）

ホテル ５ 現在



１ キャッシュバックがおりた店舗例（４）

世界中、あなたの周りのクレジット利⽤可能店舗が
キャッシュバック対象店舗です

６



２

・スーパーで⾷料品を買う（2000円/1回×10）
・本屋で雑誌を買う(600円×4⽇）
・カフェでお茶をする(500円×4⽇）
・⾐料品店で服を買う(20000円)
・ドラッグストアで雑貨を買う(5000円）
・コンビニで昼ご飯を買う(500円×20⽇)
・定期券(10000円）
・交際費(10000円)

サラリーマンAさんの
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７ 2017.04.01現在



主婦Bさんの場合

20480円
キャッシュバック！

・スーパーで⾷料品を買う（5000円/1回×10）
・本屋で雑誌を買う(600円×4⽇）
・カフェでお茶をする(500円×4⽇）
・⾐料品店で服を買う(10000円)
・ドラッグストアで洗剤などを買う(10000円）
・百貨店で化粧品を買う(5000円）
・おもちゃ屋でおもちゃを買う(3000円）
・ベビー店でおむつと粉ミルクなどを買う（20000円)

２ SAIVIANキャッシュバック事例（２）
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20480円

８ 2017.04.01現在



３

①チャージ ②領収書を発⾏
２０％

キャッシュバック

例：九州にお住まいの場合
JR⻄⽇本本社の住所を店舗登録する。

店舗登録をしなくても買い物が２０％キャッシュバックになった裏ワザ

交通系ICにチャージをして、交通系ICで買い物をする
（※クレジットカード搭載のICのみ）

2017.04.01現在

申請

９



①コインチェックの
⽇本円の⼊⾦⽅法で
「コンビニ⼊⾦」を

選択

＋

４ ビットコインが２０％OFFで買えた裏ワザ

Coincheckで⽇本円をビットコインに両替する
（※⽀払⽅法を現⾦にする）

②コンビニでビットコインの両替レシートと
コンビニに売っている商品をレジで⼀緒に会計する

２０％
キャッシュバック

2017.04.01現在

申請

10



４ ビットコインが２０％OFFで買えた裏ワザ

①クリック

②クリック
③クリック

必要事項・⼊⾦額を記⼊し
コンビニで⽀払いする。

コインチェックへの⽇本円⼊⾦⽅法

11 2017.04.01現在



３種類の割引
全て総取り！！



キャッシュバック申請は３０⽇サイクル。

１回のキャッシュバック⾦額は$125〜$250。
つまり、レシートの合計⾦額は、$625〜$1250。（この２０％がキャッシュバック⾦額幅の$125〜$250になる。）

ショッピング・飲⾷の場合

30⽇間 30⽇間 30⽇間 30⽇間

$1250（125,000円)まで 余った分は次回に繰越せます。



毎⽉のお買い物でのキャッシュバック額が少なくても年１回の旅⾏で１年分の会費をまかなうことも可能！

１回のキャッシュバック⾦額は$125〜$250。
つまり、レシートの合計⾦額は、$625〜$1250。（この２０％がキャッシュバック⾦額幅の$125〜$250になる。）

航空券・ホテルの場合

30⽇間 30⽇間 30⽇間 30⽇間

余った分は使い切るまで繰越せます。$1250（125,000円)まで



・上記の⾦額を超える明細は２枚に分ければ申請することができます。
・オンライン決済の場合、決済メールのキャプチャや、購⼊履歴の画⾯キャプチャでもOK

１枚のレシートには上限と下限がある。

ショッピング・飲⾷の場合：＄5（500円）〜＄300（3万円）

航空券・ホテルの場合：＄50（5000円）〜＄3000（30万円）



12か⽉ × 250ドル（25,000円）＝ 3000ドル（約30万円）

１年間（365⽇）

30⽇ 30⽇ 30⽇ 30⽇

$250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250

年間



13回（年間）× 125ドル（12,500円）＝ 1625ドル（約16万5千円）
ただし、年間最⼤キャッシュバック額が3000ドル（約30万円）なので、

⽉会費を⽀払ってもプラスになる。

１２５ドルの⽉会費（28⽇ごと）がある。

年間最⼤キャッシュバック額 ＝ 3000ドル（約30万円）
年間⽉会費 ＝ 1625ドル（約16万5千円）

3000ドルー 1625ドル＝ 1375ドル (約13万7500円)

利益！！



３⼈に紹介すれば125ドルの⽉会費がタダ！

あなた

１⼈
２⼈

３⼈

※実際の報酬発⽣画⾯です

３⼈紹介した翌⽇から毎⽇（⼟⽇含む）＄５の
アフィリエイト報酬が継続的に⼊ってくる！
28⽇で$140になるので⽉会費以上の報酬に！

紹介ボーナス発⽣！









サビアンはその⾰新的なサービスモデルによって、

• 2016/2/27 サービス開始わずか３か⽉で146,000⼈の会員増加（ ）

• 2016/6⽉ 世界30か国で同時展開を開始。 、

このように急速な伸び率にも関わらず、サビアンはサービスが開始されてからま
だ１年と少ししかたっていません。
また、⽇本での普及もまだまだこれからです。





サビアンのインタビュー

Facebook Live

YouTubeチャンネルも保有



• ショッピングモール収⼊
• メンバーシップ収⼊
• プラットフォーム収⼊
• ウォレットの決済⼿数料

• 広告収⼊
• カード会社との提携収⼊
• ホテル/航空会社との提携収⼊
• マーケティング収⼊

例えば、カード会社との提携収⼊
Visa,JCB,Master等との契約
→0.8%近くの⼿数料が利益になる。

例えば、ウォレット決済⼿数料
→会員がデビットカードで引き出す際の
300円×50万⼈の⼿数料は１億５千万円。
数が増えれば莫⼤な利益になる。

収⼊源を複数⽤意し、安定した収益モデルを確⽴している。
＝ 20％という⾼いキャッシュバック率と、毎⽇＄５以上の報酬を会員に還元できる！



キャッシュバックされた⾦額は以下の⽅法で出⾦できます。



・訪問審査
・取引件数審査
・セキュリティ審査
・年次訪問審査
・⾃⼰査定
・監査報告 等・・・

サビアンはマスターカードの審査をクリアした
と のある企業！！



これまで、貯まったお⾦はサビアンカード（Master Card)に出⾦できましたが、















































• 条件達成した翌⽇から報酬発⽣

• 毎⽇＄５の報酬（Founderランク)
（⼟⽇も発⽣）

FOUNDER ：毎⽇＄５
VIP FOUNDER ：毎⽇＄２０
ELITE FOUNDER：毎⽇＄３０
２STAR FOUNDER：毎⽇＄１００
３STAR FOUNDER：毎⽇＄１５０
４STAR FOUNDER：毎⽇＄２００
５STAR FOUNDER：毎⽇＄３００



レシートを登録するとすぐに管理画⾯に反映され、
キャッシュバック⾦額が表⽰されます。

管理画⾯のボタンからキャッシュバックを
申請します。

申請したレシート⼀覧

現在たまっている
キャッシュバック⾦額↓

↑ここからキャッシュバック申請



サビアンには
個⼈のためのGSP会員 と、 店舗経営者のためのMAP会員

とがあります。
店舗経営者はMAP会員になることで、

「２０％オフです」と集客することができるので、
他店舗よりも⼤きな強みになります。

MAP会員の店舗が増えることで、
２０％オフを利⽤したいGSP会員も増え、

さらにGSP会員が増えると
ライバルに負けないようにMAP会員の店舗も増え

る・・・

というように、GSP会員とMAP会員は
相乗効果でどんどん増加しやすい仕組みになっています。



日本はまだ普及して間もないですが、既にMAP会員の店舗があります！
MAP会員に登録されている店舗での利⽤は確実に２０％キャッシュバックされます！

例）
・本厚⽊ ⿃銀 様 （神奈川）
・アキアート 様（沖縄）
・はぐくみ保育園 様 （沖縄）
・サムライ寿限無 様（栃⽊）
・Jコミュニケーションアカデミー様
・まるさ屋 様 （⼤阪）
など・・・

2017/04/23現在、サビアンサイトより抜粋させて頂いております。
ご訪問時もMAP会員であることは保証致しません。



• バイナリープランのため、上の⼈からのスピルオーバーで⾃分のツリーの⼈数が増える。
• 直紹介が３⼈だけでいい（アフィリエイト報酬が発⽣）
→ 逆に⾔えば３⼈以上つける意味がないので、直紹介すらも上の⼈からもらいやすく

なる。

• 直紹介３⼈つけるだけで⽉会費の＄１２５が無料になる。
→ キャッシュバック⾦額は全て利益。

• 直紹介３⼈出せなくてもキャッシュバックで＄１２５以上たまれば⽉会費が無料
になる。
→ 領収書は繰越できるので１年を通して⾒れば⽉会費を無料にしやすい。満額

＄２５０のキャッシュバックを得られれば、年間約＄１３００ドルの利益。



直紹介３⼈いない⼈はキャッシュバックで
⽉会費を相殺できれば損はないので、同じ
くサビアンを

直紹介３⼈いる⼈は⽉会費が無料なので
サビアンをやめない。

2１

３

2１
みんなが

HAPPY！！



サビアンのアフィリエイト報酬（不労収⼊）を不動産価値に例えると・・・



サビアンのアフィリエイト報酬（不労収⼊）を不動産価値に例えると・・・



・仲介⼿数料
・印紙代
・不動産登録免許税
・不動産登記⼿数料
・固定資産税（⽇割り）
・不動産取得税
・⽕災保険などの保険料

・固定資産税などの税⾦
・⽕災保険料
・管理費
・修繕積⽴⾦
・PMフィー
・⼊替時のリフォーム費⽤
・テナント募集費

さらに不動産の場合、購⼊、管理に下記のたくさんの経費がかかります

⼀⽅、
サビアンは





←退会ボタン

←更新⽇もわかりやすく
明記


