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【会社概要】
社 名 : 株式会社ベネシード
所 在 地 : 〒530-0014　大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー19F
電 話 番 号 : 総合案内　0800-1234-005
代表取締役 : 片山　源治郎
設 立 : 2013年10月11日
資 本 金 : 5億8000万円（資本金4億8000万円 資本準備金1億円）
事 業 内 容 : 医薬品の販売、医薬部外品、化粧品、健康補助食品、清涼飲料水、

食品および日常生活用品の企画、開発、製造および販売

【商品購入代金】
1）「ご登録」の際には、「初回商品1個13,000円（複数の場合は複数個の合
計）」が必要です。

2）「初回商品」とは、「ユーザー登録」後、ユーザーにベネシード社から最初
に出荷される商品をいいます。

全商品
初回商品購入時/次月以降 購入時
代引・クレジットカード支払い・銀行振込・サロン支払い
商品 13,000円×1（個/箱/セット）

合計 13,000円
3）次月以降に1個の商品を購入する場合は13,000円が必要です。
4）次月以降に複数個の商品を購入する場合は、13,000円×複数個が必要です。
5）「VIP Course（ビップコース）」とは、ユーザーが「定期購入の商品12ヶ月
分」を一括で購入し、一括でお支払いただくコースです。

6）初回もしくは次月以降の商品購入時に、メインストアでVIP Courseで商
品を購入する場合。

VIP Course
初回商品購入時/次月以降 購入時
クレジットカード支払い・銀行振込・サロン支払い
13,000円×12ヶ月分

合計 156,000円
7）「VIP Course」の商品は、ユーザー販売価格と同価格の別商品一式を提
供する場合があります。

8）マーケットビジネス取扱商品の送料はベネシード社が負担します。
9）本項で記載された金額には全て消費税が含まれています。

【商品の購入方法】
商品の購入方法として「定期購入、単月購入、VIP Course」の3つの方法と支
払い方法があります。
1）「定期購入の口座振替」
2）「定期購入のクレジットカード支払い」
3）「定期購入の代引」
4）「単月購入の代引、クレジットカード支払い、銀行振込」
5）「VIP Course　クレジットカード支払い、銀行振込、サロン支払い」

【商品の引渡し時期】
初回商品は、登録手続き完了後、7日前後でお届けしますが、遠隔地や離島等、
および運送事情によりお届けが遅れる場合があります。

【登録時の提出書類】
1）「ユーザー登録」を行う場合には下記書類の提出が必要です。
①「ユーザー登録  初回商品発注書」のベネシード社提出用
②「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書（ベネシード社指定用紙）」
（支払い方法を口座振替にする場合）

【登録の資格】
1）商品の購入を目的として「ユーザー登録」をする場合は、募集ディーラー
の推薦を必要とします。

2）「ユーザー登録」希望者は、ベネシード社の取り扱うマーケットビジネス
取扱商品を購入し愛用する「原則個人」となります。

3）「ユーザー登録」希望者が、「未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助
人等の制限行為能力者、精神保健福祉法に基づく入院の措置を受けたこ
とがある方、商品ご購入のご案内（概要書面）、各種交付書面の内容を十
分に理解する能力を有していない、または「規約」を遵守することができ
ないとベネシード社で判断した場合」は登録ができません。

4）「ユーザー登録」希望者が、「暴力団関係者等反社会的勢力、無資力者、
その他、ベネシード社が適格性の観点から適当でないと判断した場合」
は登録ができません。

【マーケットビジネス取扱商品】　　種類・商品名・名称・内容量・ユーザー販売価格・希望小売価格
■種類：サプリメント（健康補助食品・飲料）シリーズ

商品名 名称・内容量 ユーザー販売価格（税込） 希望小売価格
（税込）定期商品 VIP Course

アクティブシード・ワン 名称／ラクトフェリン・カシスエキス加工食品
内容量／45.8g（254.4mg×180粒） 13,000円 156,000円 16,200円

へパーラゴールド 名称／肝臓加水分解物加工食品
内容量／48g（400mg×120カプセル） 13,000円 156,000円 16,200円

グレーヌ・ポー ザ・ビューティ 名称／植物プラセンタ・セラミド含有食品
内容量／18g（600mg(200mg×3粒)×30包） 13,000円 156,000円 16,200円

ハイドロ エース「水素・ロコモ」 名称／焼成サンゴ・ホタテ貝殻カルシウム水素パウダー加工食品
内容量／21.42g（238mg×90カプセル） 13,000円 156,000円 16,200円

ブレインシード・ワン 名称／トウゲシバエキス末加工食品
内容量／23.76g（264mg×90カプセル） 13,000円 156,000円 16,200円

アクティブ アイ 名称／清涼飲料水
内容量／50ml×10本 13,000円 156,000円 17,280円

デイ・フル カシス 3個セット 名称／カシスエキス加工食品
内容量／1個4.2g（210mg×20カプセル） 13,000円 156,000円 16,200円

デイ・フル ルテイン 3個セット 名称／マリーゴールド加工食品
内容量／1個3.8g（190mg×20カプセル） 13,000円 156,000円 16,200円

■種類：コスメティック（スキンケア化粧品）シリーズ

商品名 種類別名称・内容量 ユーザー販売価格（税込） 希望小売価格
（税込）定期商品 VIP Course

グレーヌ・ポー フェイシャル ウォッシュ
／ フェイシャル ローション セット

種類別名称／洗顔料　内容量／70g
種類別名称／化粧水　内容量／80ml 13,000円 156,000円 17,050円

グレーヌ・ポー リンクル セラム 種類別名称／目もと・口もと用美容液　
内容量／15g 13,000円 156,000円 19,800円

グレーヌ・ポー リペア クリーム 種類別名称／クリーム　
内容量／30g 13,000円 156,000円 16,500円

グレーヌ・ポー
フェイシャル ローション ラージ

種類別名称／化粧水　
内容量／180ml 13,000円 156,000円 16,500円

グレーヌ・ポー クレンジングＷ
／ フェイシャル ローション セット

種類別名称／クレンジング　内容量／100g
種類別名称／化粧水　内容量／80ml 13,000円 156,000円 14,630円

ドゥ ソワン セット　　※以下4商品の中から2個を選択しセットでの購入。同種2個でも選択可能。

13,000円 156,000円
15,400円
〜

19,800円

ドゥ ソワン モイスチュア フォーム※ 種類別名称／洗顔料　内容量／150ml
ドゥ ソワン トリートメント ローション※ 種類別名称／化粧水　内容量／120ml
ドゥ ソワン トリートメント オイル※ 種類別名称／オイル状美容液　内容量／30ml
ドゥ ソワン トリートメント クリーム※ 種類別名称／クリーム　内容量／40g
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【ユーザーの商品の購入実績】
ユーザーがマーケットビジネス取扱商品をご購入いただくことで、その購入
実績が、ベネシード社より募集ディーラー等へ支払われるディーラー報酬（一
定の利益）の算定の基礎となります。

【ご登録内容確認書】
ベネシード社は、「ユーザー登録」後に遅滞なく、ユーザーに登録内容を明ら
かにした「ご登録内容確認書」を交付します。

【抗弁権の接続】
商品購入のためにクレジットカード支払いを行ったにも関わらず、ベネシード
社から商品が届かない、もしくは注文と異なる商品や異なる数量の商品が届
いた場合など、クレジットカード会社に支払いを拒否することができます。こ
れを抗弁権の接続といいます。

【個人情報の利用目的】
ベネシード社では、JISQ15001の規格、および個人情報保護法に基づき、ユー
ザーから収集する個人情報の利用目的は次に掲げるものに限定し利用させ
て頂きます。
1）商品（販促品、その他商品を含む）の出荷・発送
2）代金の請求、回収
3）支払い、請求書の作成等の事務処理
4）商品（販促品、その他商品を含む）やサービスに関する情報の提供および提案
5）商品（販促品、その他商品を含む）の企画および利用に関する調査、アン
ケートなどのお願いおよびその後の連絡

6）統計資料の作成
7）ユーザーの利便性向上のための事務処理
8）ディーラー活動支援のため、マーケットチャートに「ユーザーコード、契
約ユーザー名等」のユーザー情報の掲載

9）商品の広告宣伝
10）ディーラー活動の広告宣伝
11）ベネシード社が提供する各種個別ビジネスに関する情報の提供および提案
12）ベネシード社、関連会社およびグループ会社においての共同利用
13）ベネシード社、関連会社およびグループ会社において新商品・サービスな
どの提供および提案

14）その他上項に付帯する業務全般

【個人情報の取り扱い（契約の継続期間中）】
ベネシード社では、ユーザーから収集した個人情報「ユーザーコード・ユー
ザー名・登録住所・商品お届け先・登録電話番号・商品お届け先電話番号・購
入履歴・その他の個人情報」の取り扱いは、JISQ15001の規格、および個人情
報保護法を厳守し取り扱います。

【説明ディーラー記入欄】

お渡し日
　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

ディーラー 
コード

法 人 名 
（ 屋 号 ）

代表者名

住 所

〒

電話番号

【クーリング・オフ】
1）「クーリング・オフ」について
ベネシード社から初回商品を購入されたユーザーは、「商品購入契約締
結後に、ご登録内容確認書が交付された日、あるいは初回商品の到着日
のいずれか遅い日」から20日以内であれば、初回商品について開封また
は消費をしていたとしても、理由の如何を問わず契約を撤回する権利を
有しています。これを「クーリング・オフ」といいます。
①「クーリング・オフ」期間経過後でも、説明や募集を行ったディーラー
の活動違反により、初回商品を購入されたユーザーが誤認した場合、
または威迫を行い、そのために初回商品を購入されたユーザーが困惑
して「クーリング・オフ」を行わなかった場合は、改めてベネシード社が
「クーリング・オフ」妨害の解消のための書面を交付します。
②その内容について説明を受けた日から20日を経過するまでは書面によ
り「クーリング・オフ」の手続きを行うことができます。

2）「クーリング・オフ」の手続き
①ベネシード社から初回商品を購入されたユーザーが、「クーリング・オ
フ」を行いたい場合には、下記に示す記入例に従い、書面（書式自由）に
「商品購入契約締結後にご登録内容確認書が交付された日、あるいは
初回商品の到着日のいずれか遅い日」「ご登録ユーザー名」「ユーザー
コード」「登録住所」「登録電話番号」「クーリング・オフを求め、申込を
撤回する旨」を記入してユーザーカード、商品、一切の書類、とともにベ
ネシード社宛てに送付してください。
②「クーリング・オフ」による商品の返品に要する送料は、ベネシード社が
負担しますので、着払いでお送りください。
③書面を郵送された時点（発信時）から、「クーリング・オフ」の効力が生
じます。

【書面の記入例】

宛先

〒530-0014
大阪市北区鶴野町1-9
梅田ゲートタワー19F

株式会社ベネシード宛

「クーリング・オフ」
契約締結後にご登録内容 
確認書が交付された日
あるいは初回商品の到着日の 
いずれか遅い日
●西暦○○○○年○○月○○日
●ご登録ユーザー名
●ユーザーコード
●ご登録住所
●ご登録電話番号
上記の日付の申込は撤回し、
または契約を解除します。

3）「クーリング・オフ」を適用した場合
①既にお支払済の代金等がある場合は、速やかに全額返金いたします。
②ベネシード社からクーリング・オフに伴う損害賠償や違約金等、その他
の費用に関する請求がされることはありません。
③「クーリング・オフ」は契約の解除（契約の解消）であり、「個人情報の取
り扱い（契約の解除後）条項」の範囲で個人情報を取り扱い、個人情報
の即時抹消は行いません。

「クーリング・オフ」に関しての質問や
問い合わせは、下記総合案内までお願い致します。

総合案内

TEL：0800-1234-005
受付時間：10:00am～6:00pm（土日祝除く）

※社会情勢により受付時間を変更する場合がございます。

2020年 9 月 1 日施行
2020年12月 1 日改定
2021年 1 月 1 日改定
2021年 4 月 1 日改定
2021年 9 月 1 日改定
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