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第1章  事業統括者
第1条  会社概要（事業統括者の名称、所在地、電話番号、代表者名）
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

第2条  未来貢献
1）「経済活動を通じた持続可能な社会貢献」を「未来貢献」と総称していいます。
2）ディーラーは、ベネシード社と共に「未来貢献」を推進するのみではなく、
自ら「未来貢献」の実践に取り組みます。

3）ベネシード社の製品代金の一部は「未来貢献」に活用されます。

概  要  書  面
ご契約を申請される前に、本書面の内容をよく読んで十分にご理解ください。

ご契約の申請をされる前に
「Store Dealer Guide ストアディーラー ガイド 概要書面」（以下、「本書面」といいます。）は、株式会社ベネシード（以下、「ベネシード社」といいます。）の「会社概要、 
取扱商品の種類・商品名・名称・内容量・成分、ディーラー販売価格、希望小売価格、ご契約に係る費用、契約申込の撤回方法、ディーラー報酬プラン、禁止行為等」
を、正しくご理解いただくための書面です。またご契約いただくにあたり、特定商取引法や医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 
（薬機法）等、遵守しなければならないさまざまな法規があります。「ストアディーラー契約およびストアサブディーラー契約」（以下、「契約」といいます。）をされる前
に、必ず説明ディーラーより内容の説明を受け、「本書面」の内容をよくお読みいただき、ご理解のうえ、ご契約の申請をしていただくようお願い申し上げます。

第2章  商品の種類・商品名等
第3条  マーケットビジネス取扱商品（種類・商品名・名称・内容量・ディーラー販売価格・ポイント）

■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 ディーラー
販売価格（税込）

P
（ポイント）

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 10,000P

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 10,000P

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 10,000P

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 10,000P

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 10,000P

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

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 10,000P

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 10,000P

■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 ディーラー
販売価格（税込）

P
（ポイント）

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 10,000P

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 10,000P
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 10,000P
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 10,000P
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 10,000P

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 10,000P
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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第3章  契約に伴う費用や契約条件等
第4条  契約に伴う費用
1）「契約」締結の際には、「商品1（個/箱/セット）13,000円（複数の場合は
複数の合計）」と「契約手数料 5,000円」が必要です。

2）次月以降に1（個/箱/セット）の商品を購入する場合は「1（個/箱/セット）
×13,000円」と「ディーラー管理費 1,000円」が必要です。

3）次月以降に複数個の商品を購入する場合は「複数（個/箱/セット）×
13,000円」と「ディーラー管理費 1,000円」が必要です。

■定期購入
支払時期 契約締結時 次月以降
支払方法 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） 13,000円×1（個/箱/セット）
必要経費 本契約手数料 5,000円 ストアディーラー管理費 1,000円
合計 18,000円 14,000円

4）「Power Course（パワーコース）」とは、ディーラーが「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のことをいいます。

5）「Power Course（パワーコース）クレジットカード支払い」で「契約」締結の
際には、「商品1（個/箱/セット）×12ヶ月分」と「本契約手数料 5,000円」、お
よび次月以降分の「ディーラー管理費 1,000円×11ヶ月分」が必要です。

6）「Power Course（パワーコース）銀行振込・サロン支払い」で「契約」締結の
際には、「商品1（個/箱/セット）×12ヶ月分」と「本契約手数料 1,000円」、お
よび次月以降分の「ディーラー管理費 1,000円×11ヶ月分」が必要です。

■Power Course（パワーコース）
支払時期 契約締結時
支払方法 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×12ヶ月分 13,000円×12ヶ月分
本契約
手数料 5,000円 1,000円

ディーラー
管理費 1,000円×11ヶ月分 1,000円×11ヶ月分

合計 172,000円 168,000円
7）「Power Course」の商品は、ディーラ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）商品の送料はベネシード社が負担します。
9）ディーラーの個別事情（購入条件の変更、お届け日の変更、登録住所とは
異なる住所への商品の出荷、支払い方法の変更、販促品の購入等）によ
り、別途出荷事務手数料1,000円が発生する場合があります。

10）本条で記載された金額にはすべて消費税が含まれています。

第5条  契約締結時の提出書類
「契約」の締結を行う場合には下記書類の提出が必要です。
①「ストアディーラー契約  初回商品発注書」のベネシード社提出用
②代表者の「身分証明書の写し」（自動車運転免許証、健康保険証、パスポ
ート、マイナンバーカード（表面）のいずれかの写し）
③「登記事項証明書の原本（発行後3ヶ月以内）」(法人の場合)
④「個人事業の開業・廃業等の届出書(控)の写し」(個人事業主の場合)
⑤「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）
※	「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に記入する金融機関口
座は、「ストアディーラー契約　初回商品発注書」に記入する金融機関
口座と同一でなければなりません。

第6条  契約締結時の条件
1）「契約」の締結時には下記条件が必要です。
①契約を希望する契約社/者は、募集ディーラーからの推薦があること。
②ストアディーラー契約締結の場合は「法人または店舗を有する、あるい
は店舗を有することが前提の個人事業主」、および「契約締結月の翌月
末までに法人として起業、または個人事業主として個人事業の開業・廃
業等届出書（控）の写しをベネシード社に提出できる者」であること。
③ストアサブディーラー契約締結の場合は「契約締結時には、法人または
個人事業主ではないが、契約時から1年以内での法人または個人事業
主としての起業を誓約し、ベネシード社が起業支援を目的として特に
認めた者」であること。
④法人および個人事業主の「代表者、役員、実質的に経営を支配する者」

は、原則として日本国籍を保有していること。
⑤日本国籍を保有しない場合は、外国人登録証明書または在留カード、
特別永住者証明書等に特別永住者、永住者、日本人の配偶者等の在留
資格の記載があり、日本国内に滞在して一定の住所を有していること。

2）「契約」の締結を希望する契約社/者の「代表者、役員、実質的に経営を支配す
る者」が下記条件に一つでも該当する場合には、「契約」の締結は行えません。
①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場合。
②十分なディーラー活動を行えないとベネシード社が判断した場合。
③マーケットビジネスを説明した書面、契約内容を説明した書面、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、またはベネシー
ド社との契約、各種規約、一般法令を遵守することができないとベネシ
ード社が判断した場合。
④契約社/者の「代表者、役員、実質的に経営を支配する者」およびすべて
の構成員が、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。
⑤未成年でない学生（大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校・
予備校等文部科学省認定校に在籍する方）である場合。
⑥宗教法人、社団法人、財団法人、民法上の組合、その他の公益法人である場合。
※	但し、当該法人および外国法上の会社で、その資格が実質的に会社法上の
会社と同一であるとベネシード社が認めた場合には契約が認められます。
⑦契約を希望する契約社/者の「代表者、役員、実質的に経営を支配する
者」および「すべての構成員、従事予定者等」に、特定商取引に関する
法律、消費者基本法、消費者契約法、割賦販売法、不正競争防止法、不
当景品類、不当表示防止法、その他消費者の保護に関する法律、医薬
品医療機器等法の違反歴がある場合。

3）重複契約の禁止
①「複数の本契約の締結」（以下、「重複契約」といいます。）は、認められません。
②当該ディーラーを代表者（役員、筆頭株主、実質的に経営を支配する者）とす
る異なる法人において、「契約」が存在する場合も、「重複契約」に当たります。
③ユーザー登録と個人事業主とで「契約」が存在する場合も、「重複契
約」に当たります。
④「重複契約」が存在する場合、複数の契約のうち当該ディーラーの選択
に従い、また当該ディーラーが選択しない場合にはベネシード社の選
択に従い、1つの「契約」のみを残して、その他の「本契約およびユーザ
ー登録」の解除が行われます。
⑤「ユーザー登録」が重複している場合、「契約」の締結は、1登録のみを
残して、その他の登録は解除されます。
⑥法人の場合、当該法人ディーラーのディーラー活動などを総合的に勘
案して、「重複契約」締結が適切とベネシード社が判断する場合には、
ベネシード社所定の手続きを経て、ベネシード社の裁量で当該法人デ
ィーラーの「重複契約」を認める場合があります。なお、この「重複契
約」の締結に関しては、法人ディーラーの権利では一切なく、あくまで
ベネシード社の排他的な裁量で定まるものであり、この点については、
法人ディーラーは予め承諾し、一切異議を唱えないものとします。

第7条  契約締結の事前審査
1）法令遵守の観点から「契約」の締結を希望する契約社/者に対して、契約
締結時に一定の事前審査を行います。審査の結果、ベネシード社の排他
的な裁量により「契約」の締結を行わない場合があり、すべての契約希望
者はその審査結果に対し、一切異議を申し立てないものとします。

2）ベネシード社は当該審査結果の理由等の内容を非開示とします。

第8条  契約締結時の表明保証
1）「契約」の締結を希望する契約社/者は、当該本人が、本契約の定める必
要契約条件を満たし、契約の締結を行えない条件に該当しないことを、契
約の申込時も申込後においても無申告や申告記載事項に虚偽がないこと
を表明し、その真実性を保証します。

2）「契約」締結時に強制や強要の契機がなかったことを表明し、その真実性
を保証します。

第9条  契約締結の手続き
1）「契約」の締結を希望する契約社/者は、書面契約またはWEB契約にかか
わらず募集ディーラーまたは説明ディーラーより最新の「ストアディーラ
ーガイド（概要書面）」の交付を受ける必要があります。

2）書面での「契約」締結の場合は、最新の「ストアディーラー契約　初回商
品発注書」を十分にお読みいただき、必要事項をご記入のうえで、必要
に応じてベネシード社所定の提出書類を同封してベネシード社まで送付
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（郵送）もしくは店頭へ持参することによりお申し込みいただけます。
3）WEBでの「契約」締結の場合は、ベネシード社のWEBサイトに記載され
た最新の「ストアディーラー契約　初回商品発注書」の各項目を十分に
お読みいただき、必要事項を入力のうえでアップロードしてください。ま
た必要に応じベネシード社所定の提出書類を添付ファイルでアップロー
ド、またはベネシード社まで送付（郵送）もしくは店頭へ持参することに
よりお申し込みいただけます。

4）書面での「契約」締結の場合は、契約締結後、ベネシード社から送付される
「印紙が貼付された、ストアディーラー契約　初回商品発注書の複写」と
「ご契約内容確認書」、およびお手元の「ストアディーラー契約　初回商
品発注書の契約者・登録者控」を大切に保管してください。

5）「印紙が貼付された、ストアディーラー契約　初回商品発注書」の原本は、ベ
ネシード社で保管され、ディーラーへは「ストアディーラー契約　初回商品
発注書の複写」が送付されることをディーラーは予め承諾するものとします。

6）WEBでの「契約」締結の場合は、契約締結後、ベネシード社から送付され
る「ご契約内容確認書」と「契約申込時に登録内容を記載してお送りした
お手元のメール」を大切に保管してください。

7）書面およびWEBにかかわらず、提出いただいたすべての書類一式（アップロード
されたファイル含む）は、解約等の理由の如何にかかわらずご返却はされません。

8）個人事業主が屋号を有する場合、「ストアディーラー契約　初回商品発
注書」と追加ストアを申請する場合は「サブストア 初回商品発注書」に屋
号名をご記入ください。

9）法人は提出書類として、登記事項証明書の原本（発行後3ヶ月以内のもの
に限ります。）、あるいは団体規約等、ベネシード社が指定した書類を提出
していただきます。

10）「ストアディーラー契約　初回商品発注書」には、ベネシード社からディ
ーラーに支払うディーラー報酬等の送金先として「金融機関口座（以下、
「登録口座」といいます。）」を記入していただきます。この「登録口座」
は、法人の場合は、法人名義の口座、個人事業主の場合は屋号名義の口
座または個人事業主の本人名義の口座を使用していただくことが必要で
あり、仮名口座、借用口座の使用はできません。また、「登録口座」に指定
できる金融機関は、全国の「銀行」「信用金庫」「ゆうちょ銀行」「農業協同
組合」「信用組合」「インターネット銀行」「労働金庫」等がご利用いただけ
ます（但し、ごく一部のご利用いただけない金融機関があります。またゆ
うちょ銀行でのお取り扱いは、総合口座のみとなります。）。

11）「ストアディーラー契約　初回商品発注書」には、ディーラーの登記上の
会社および事務所または店舗所在地（以下、「登録住所」といいます。）な
らびに商品や送付物を配送すべき住所（以下、「商品お届け先」といいま
す。）を記入していただきます。

12）「登録住所」が登記事項証明書もしくは税務署受付印のある個人事業の
開業・廃業等届出書（控）の写し等の公的書類の記載と異なる場合には、
ベネシード社の承認を必要とします。

13）「商品お届け先」には、滞在ホテルや出張先オフィスなどの移動先、公共施
設等、ディーラーの所在を特定できない場所を指定することはできません。

14）ベネシード社からディーラーへの通知はすべて「メインストア」の「商品
お届け先」への発送をもって足り、現実に当該ディーラーに到達したこと
を必要としません。

15）「契約」締結に際し、記入欄に該当しない内容の記入や、その他書面（契
約日の指定・隔月購入・ストアの完全指定等の事項）を添付されても、ご
希望通りの契約日・ストアの完全指定等はできません。

16）ベネシード社は、本契約の締結後、「ご契約内容確認書」を発送いたします。
17）「契約日」とは、ベネシード社所定の審査により契約が承認された日をいいます。
18）「契約日」は、「ご契約内容確認書」で確認してください。
19）ディーラーは「ストアディーラー契約　初回商品発注書」の送付時、もし
くは契約締結月の翌月末までに「身分証明書の写し」をベネシード社宛
てに提出しなければなりません。

20）契約社/者は、書面およびWEBに関わらず「ストアディーラー契約　初回
商品発注書」と、追加ストアを申請する場合は「サブストア　初回商品発
注書」の自署欄に、必ず契約社/者本人が署名しなければなりません。

21）募集ディーラー、または説明ディーラーその他第三者による代筆は、いか
なる場合も認められません。

22）募集ディーラー、または説明ディーラーは契約社/者本人に契約の意思
確認をしたうえで、本人に記入してもらう必要があります。

第10条  契約期間
1）契約期間は、原則として契約日より1年間とします。
2）契約ディーラーが「契約」の定めによる、ベネシード社所定の契約継続条件を満た
す場合は、「契約」と同一条件でさらに1年間契約を更新し、以降も同様とします。

3）契約ディーラーより契約解除（解約）の申し出がない場合は、「契約」と同
一条件でさらに1年間、契約を更新し、以降も同様とします。

4）ベネシード社より契約更新しない旨の通知が、契約期間満了の1週間前
までに当該ディーラーに発送されない場合は、「契約」と同一条件でさら
に1年間、契約を更新し、以降も同様とします。

第4章  個人情報
第11条  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、ディ
ーラ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
せていただきます。
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）ディーラ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「ディーラーコード、契
約ディーラー名等」のディーラー情報の掲載

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

第12条  個人情報の取り扱い（契約の継続期間中）
1）ベネシード社では、ディーラーから収集した個人情報「ディーラーコー
ド・社名・屋号・ディーラー名・代表者名・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（以下、「デ
ィーラー情報」といいます。）」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。

2）ディーラーは、前条の利用目的で個人情報を利用することを予め異議な
く承諾するものとします。

3）ベネシード社は、アクティブディーラーシップを推進するために、ディー
ラー活動・業務やマーケットビジネス活動・業務、ボランティア活動および
イベントなどで撮影した映像を、記録映像、広報誌、イベント展示用パネ
ルなどで、該当するディーラーやユーザーおよび一般の方々に、郵送、放
映、展示にて提供しております。これらは業務遂行上必須であり、ディーラ
ーおよびユーザーは、予めそのことを承諾するものとします。契約後にそ
れらの利用または提供に了解をいただけない場合もしくは拒否される場
合、ベネシード社は解約の手続き方法をご案内いたします。

4）ディーラーの代表者および役員、社員、従業員、従事者等は、広告宣伝活動、
各種イベントや未来貢献に参加した際には、その様子を画像または映像によ
り記録されることがあり、その場合には、当該画像または映像における肖像権
は、ベネシード社に移転することを、予め異議なく承諾するものとします。

5）個人情報開示については、契約後「ご契約内容確認書」をお送りしていま
す。契約内容と相違がある場合、ベネシード社は直ちに訂正いたします。再
度開示を要求される場合は、「ご契約内容確認書」を再発行（有料）します。

6）ディーラーは、「契約」を締結することにより、次の場合にディーラー情報
が第三者へ開示されることについて予め異議なく承諾するものとします。
①マーケットチャートの上位ディーラーに対して、ディーラー情報をマー
ケットチャートに記載した状態で提供する場合。但し、マーケットチャー
トには「ディーラーコード、契約ディーラー名等」が記載されますが、デ
ィーラーの「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、メールアドレス」は記載されません。
②商品（販促品、その他商品）や通知書類をディーラーに送付する目的
で、業務委託先に対して必要な情報を提供する場合。
③裁判所・警察またはこれに準じた権限を有する機関から法令、判決、決
定、命令その他の司法上または行政上の要請、要求または命令により、
法的拘束力を有する開示請求を書面にて照会が行われた場合。

7）ディーラーは、ベネシード社の電話業務において、ベネシード社からもし
くはディーラーからの連絡を問わず正確性および会話の品質向上のため
に録音することを予め承諾するものとします。
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第5章  契約申込の撤回
第13条  ストアディーラー「契約申込の撤回」による契約の解除
1）「契約申込の撤回」について
ベネシード社から初回商品を購入されたディーラーは、「本契約締結後に
ご契約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申込を撤回する権利を有し
ています。これを「契約申込の撤回」といいます。
①「契約申込の撤回」期間経過後でも、「本契約」に違反するディーラー
の活動により、初回商品を購入されたディーラーが誤認した場合、また
は威迫を行い、そのために初回商品を購入されたディーラーが困惑して
「契約申込の撤回」を行わなかった場合は、改めてベネシード社が「契
約申込の撤回」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「契約申込の撤回」の手続きを行うことができます。

2）「契約申込の撤回」の手続き
①ベネシード社から初回商品を購入されたディーラーが、「契約申込の撤
回」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
「本契約締結後にご契約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」「ご契約ディーラー名」「ディーラーコー
ド」「登録住所」「登録電話番号」「契約申込の撤回を求め、申込を撤回
する旨」を記入してディーラーカード、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「契約申込の撤回」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、「契約申込の撤回」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

「契約申込の撤回」
契約締結後にご契約内容確認書 
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
●ご契約ディーラー名
●ディーラーコード
●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）「契約申込の撤回」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ベネシード社から契約の解除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「契約申込の撤回」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。
④また「本契約」を締結することによって生じていたディーラーとしての
一切の権利義務は遡及的になかったことが確定します。

「契約申込の撤回」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）

第6章  ご契約内容等
第14条  「ご契約内容確認書」
1）ベネシード社は、「契約」締結後に遅滞なく、ディーラーに契約内容を明
らかにした「ご契約内容確認書」を交付します。

第15条  「ディーラーカード」
1）「契約」の締結完了後、ディーラーにベネシード社から「ディーラーカー
ド」が貸与されます（「メインストア」SA000のみ交付しSA001以降は交
付されません。）。

2）ディーラーカードは「第三者に貸与すること、第三者に譲渡すること、担
保に供すること。」はできません。

第7章  商品購入方法
第16条  商品購入
1）「契約」締結後、ディーラーに「メインストア」が割り当てられます。
2）複数種類の商品を購入する場合、さらに「サブストア」の申請が必要になります。
3）ディーラーがPower Course（12ヶ月分（12個/箱/セット）一括購入）を選
択する場合、原則として「メインストア」での購入となります。

4）商品の購入には、毎月定期的に購入する定期商品（以下、「定期商品」と
いいます。）の購入と追加商品の購入があります。

5）ディーラーはベネシード社から毎月定期的に商品を購入することができます。
6）定期商品は、「メインストア」、「サブストア」ともに1ストアにつき、1（個/
箱/セット）購入することできます。

7）ディーラーのサブストアの最大商品購入数は、原則として、上限999スト
アを取得することで、999（個/箱/セット）まで、希望する商品を購入する
ことができます。

8）ベネシード社所定の手続きで、月ごとに異なる種類の定期商品を購入す
ることができます。

9）原則として、「サブストア」の初回を除く翌月からの定期商品は、「メインストア」
と同一の「商品お届け日」、「商品お届け先」に一括で出荷されます。但し同一の
商品お届け日の出荷個数により、梱包が複数の箱に分かれる場合があります。

10）「商品お届け先」は、契約時に「メインストア」およびすべての「サブストア」に共
通して「登録住所」とは別に「商品お届け先」を1箇所指定することができます。

11）翌月以降の購入時はさらに「商品お届け先」をもう1箇所追加指定するこ
とができます。

第17条  商品の引渡し時期
1）初回商品は、契約手続き完了後、7日前後でお届けします。
2）初回以降の定期商品は、ご登録の「商品お届け日」にお届けします。
3）単月購入の商品は、原則、ご登録の「商品お届け日」にお届けします。
4）ご登録の「商品お届け日」が過ぎている場合は、注文受付後3～7日前後
でお届けします。

5）販促品は、注文受付後3～7日前後でお届けします。
6）Power Courseによる「商品一括受取」を選択した場合、12ヶ月分の商品
を一括でお届けします。

7）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。

第18条  商品の購入方法
商品の購入方法は「定期購入」「Power Course」「単月購入」「追加購入」があ
り、ディーラーはいずれかを選択して購入することができます。

第19条  商品の定期購入方法
商品の定期購入方法（出荷と代金の支払方法）には「口座振替、クレジットカ
ード支払い、代引、Power Course」があり、ディーラーはいずれかを選択して
購入することができます。
1）「定期購入の口座振替」
①毎月の商品お届け日にあわせて、定期的に定期商品をベネシード社か
らディーラーに出荷いたします。
②購入代金を商品のお届け前に金融口座から振替を行う方法です。
③毎月1回、商品の購入代金を指定日（指定がない場合は27日）に自動で
口座振替し、その該当する商品は商品お届け日にあわせて、毎月定期
的に出荷いたします（お手続きの関係上、初回の口座からの振替後に、
振替月分の前月分に該当する商品を、代引でお届けする場合がありま
す。）。振替日が金融機関休業日の場合は、翌営業日の振替となります。
④毎月、口座振替ができ且つ商品を返品することなく購入している限り、
「定期購入の口座振替」は継続されます。
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⑤口座振替日は、毎月6日、27日のいずれかに指定できますが、振替日と
商品お届け日の関係で、毎月の商品お届け日を1日～10日に希望され
るディーラーは、振替日が6日に限定されます。

2）「定期購入のクレジットカード支払い」
①毎月の商品お届け日にあわせて、定期的に定期商品をベネシード社か
らディーラーに出荷いたします。
②商品の購入代金を商品のお届け前にクレジットカードにて決済する方法です。
③クレジットカードにてご注文いただいた商品の購入代金の決済を確認
後、ベネシード社からディーラーに毎月の商品お届け日にあわせて、定
期的に定期商品を出荷いたします。
④毎月、クレジットカード支払いが完了し且つ商品を返品することなく購入
している限り、「定期購入のクレジットカード支払い」は継続されます。

3）「定期購入の代引」
①毎月の商品お届け日にあわせて、定期的に定期商品をベネシード社か
らディーラーに出荷いたします。
②ディーラーは商品の購入代金を、商品お届け時に、ベネシード社指定の
配送業者に現金（クレジットカード等の使用はできません。）にてお支
払いいただく方法です。
③地域・曜日等によっては、定期商品の到着が商品お届け日の前後にな
る場合がありますので、予め商品代金および出荷事務手数料の必要金
額をご用意ください。
④毎月商品を返品することなく購入している限り、「定期購入の代引」は
継続されます。
⑤配送会社の都合上、一部の離島、遠隔地等の地域においては、代引決済が
できない場合があります。詳細はベネシード社までお問い合わせください。

4）「Power Course」
①商品の購入代金12ヶ月分を予め一括でお支払いただく購入方法です。
②毎月の商品お届け日にあわせて、定期的に定期商品をベネシード社か
らディーラーに出荷いたします。
③Power Courseの支払方法は、クレジットカード支払い、銀行振込、サロ
ン支払いの3つがあります。
④別途申請することで、12ヶ月分の商品を一括でお届けすることができます。
また12ヶ月分の商品の内容をディーラーは自由に選択することができます
ので、専用申込書をWEBサービスよりダウンロードおよびプリントアウトし、
必要事項を記入のうえ、ベネシード社所定の手続きで申請してください。
⑤Power Courseはシステム上、12ヶ月間の実施期間中は、手続きによる
単月購入に変更（定期購入を休止）することができません。
⑥Power Courseの商品は、ディーラー販売価格と同価格の商品一式を
提供する場合があります。

第20条  商品の単月購入方法
1）商品の単月購入方法（出荷と代金の支払方法）には「代引、クレジットカ
ード支払い、銀行振込」があり、ディーラーはいずれかを選択して購入す
ることができます。

2）銀行振込の場合は、ベネシード社指定の銀行口座へ、ご契約のディーラ
ー名義で該当する商品の必要金額を振り込んでお支払いください。

3）出荷事務手数料が別途必要な場合があります。また振込手数料はディー
ラー負担となります。

4）単月購入を希望するディーラーは、ベネシード社所定の手続きで申請し
てください。

第21条  定期購入代金の支払手続き
1）口座振替の開始方法
①「定期購入の口座振替」による定期商品の購入を希望される場合は、ベ
ネシード社所定の「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に必
要事項を記入して、「金融機関お届け印」にて捺印のうえ、ベネシード
社宛てに送付してください。
②「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に記入する金融機関口
座は、「ストアディーラー契約　初回商品発注書」に記入する金融機関
口座と同一でなければなりません。
③口座振替の手続き完了後、初回に一度、振替開始のご案内書面「口座
振替開始のご案内」を封書にて送付いたします。
④振替日の前日までに「登録口座（振替口座）」への入金をお願いいたします。
⑤手続きには、約2ヶ月必要となります。
⑥「定期購入の口座振替」の手続完了までは、「定期購入の代引」あるいは
「銀行振込による定期商品の購入方法」となります。

2）クレジットカード支払いの開始方法
「定期購入のクレジットカード支払い」および「Power Courseのクレジッ

トカード支払い」による定期商品の購入を希望される場合は、ベネシード
社所定の手続きで予めクレジット決済IDを取得し、ベネシード社所定の
手続きで申請してください。

3）代引き支払いの開始方法
「定期購入の代引き」による定期商品の定期購入を希望される場合は、ベ
ネシード社所定の手続きで申請してください。

第8章  抗弁権の接続
第22条  クレジットカード支払いの利用方法
1）クレジットカード支払いを利用する場合、ベネシード社所定の手続きでク
レジット決済IDの取得が必要となります。

2）商品購入のためにクレジットカード支払いを行った場合、次の点にご注
意ください。
①クレジットカード支払いは、各カード会社の会員規約の条項に従い、代
金完済まで購入した所有権は、カード会社に留保されます。
②商品の購入は自己消費分とします。
③ベネシード社は、理由の如何に関わらず、支払者のクレジットカードの
不備や決済不可等の理由で支払不能が生じた場合の購入の取消等に
ついて、ディーラーに通知することはありません。
④支払者のクレジットカードの不備や決済不可等の理由による商品の未
着やディーラー報酬の支払い停止等の損害について、ベネシード社は
一切の責任を負いません。

第23条  抗弁権の接続
1）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。

2）但しディーラーによる「受取辞退や長期不在、また転居先不明等の理由」
は除きます。

第9章  代替品の出荷
第24条  ポイント対象商品の欠品による代替品の出荷
ベネシード社の商品は、一部天然由来の成分を原料として使用しており、自然
環境等により原料の調達が限られている商品があります。このため、万が一、
マーケットビジネスポイント対象商品（以下、「ポイント対象商品」といいま
す。）が供給できない事由が発生した場合、ベネシード社は、次の対応をディ
ーラー・ユーザーにご提案させていただくことがあります。
1）新規契約時に、注文いただいた商品に欠品が生じた場合、ベネシード社
はディーラー・ユーザーに連絡のうえ、他のポイント対象商品を出荷させ
ていただくことがあります。

2）定期商品の出荷に際し、注文いただいた商品に欠品が生じた場合、ベネ
シード社はディーラー・ユーザーに連絡のうえ、ポイント計上処理のた
め、当該欠品商品の代替となる商品を、定期商品の商品お届け日に到着
するように出荷いたします。代替品を受領いただき、且つそれらに返品が
ない場合は、当該商品が出荷可能になり次第、改めてディーラー・ユーザ
ーの注文いただいた商品を無償で出荷いたします。

第10章  契約解除と各種経費
第25条  契約の解除を伴わない返品（契約申込の撤回期間の経過後）
1）契約申込の撤回期間経過後の解約を伴わない返品については法定の条
件によらない限り、次の条件をすべて満たす場合に限られます。
①商品到着後30日以内の商品であること。
②ディーラーがベネシード社から直接購入した商品であり、且つ自身の
意思で返品する場合であること。
③商品が未使用・未開封のもので、破損または汚損していないこと。
④返品商品は「契約」に定められた商品であること。

2）前1項はベネシード社にお問い合わせのうえ、所定の「返品申請書」に必
要事項を記入し、商品とともにベネシード社に返送してください。

3）前1項による返品は、解約（契約の解除）をせずとも返品された商品購入
代金の10%相当額を差し引いた金額を受け取ることができます。但し、デ
ィーラーからベネシード社へ商品返品にかかる送料については、ディー
ラーの負担とします。

4）商品購入により発生したディーラー報酬については、返金金額と相殺さ
せていただきます。
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5）支払済ディーラー報酬が返金額を超える場合、ディーラーはベネシード
社に対し返還の義務を負います。なお、ディーラー管理費1,000円につい
ては、返金の対象外となります。

6）本返品制度はベネシード社の自主基準であり、ベネシード社はディーラー
の購入状況や1回の購入数等を確認し、不当な目的による商品の返品、そ
の他不正な取引と疑われる場合、ベネシード社の判断により、返品をお断り
する場合があり、ディーラーはそのことを異議なく承諾するものとします。

第26条  契約の解除を伴う返品（中途解除）
1）ディーラーの都合による商品の返品は、法定の条件によらない限り、次の
条件をすべて満たす場合に限られます。
①「契約」締結後、1年未満のディーラーであること。
②解約（契約の解除）を希望されることに伴う返品であること。
③商品到着後90日未満の商品であること。
④ディーラーがベネシード社から直接購入した商品であり、且つ自身の
意思で返品する場合であること。
⑤商品が未使用・未開封のもので、破損または汚損していないこと。
⑥返品商品は、「契約」に定められた商品であること。

2）ディーラーはベネシード社まで連絡して、所定の「解約申請書」を請求し
ていただき、必要事項（ご契約ディーラー名、代表者氏名、ディーラーコー
ド、登録住所、登録電話番号等）をご記入・ご署名のうえ、商品、ディーラ
ーカード等とともに、ベネシード社に返送してください。この場合の送料
は、ディーラーの負担となります。

3）「解約申請書」を同封されずに返品された場合は、返品された商品をその
まま返却させていただくことがあります。その場合は、送料はディーラー
の負担（着払い）となります。

4）返品商品と「解約申請書」をベネシード社が受領した時点をもって解約
とみなします。

5）定期商品を返品された場合、その返品商品の該当する商品お届け日の前
日をもって解約（契約の解除）とします。

6）返品された商品について支払われた商品の購入代金の返金は、ベネシード
社が返品商品と「解約申請書」を受領した後、返金事務手数料として、1（個
/箱/セット）につき商品の購入代金の10%を差し引いた金額で返金します。

7）「契約」締結時の手数料5,000円とディーラー管理費1,000円は、返金の
対象外となります。

8）返金手続きは、ベネシード社が返品商品と「解約申請書」を受領してから
速やかに完了するものとします。

9）前6項による計算で、算出された金額がプラスになった場合、1,500円以下は、デ
ィーラーの「登録口座」への振り込みもしくは郵便小為替、または切手で返金し
ます。1,501円以上は、ディーラーの「登録口座」へ振り込みにて返金します。

10）前6項による計算で、算出された金額がマイナスとなった場合には、ディーラ
ーは、そのマイナスとなった金額をベネシード社に返還する義務を負います。

11）返品により、既に発生していたディーラー報酬の受給権利は無効となり、返
品された商品の購入によるディーラーと自身以外に発生した既払いディー
ラー報酬が存在するときは、ディーラー報酬獲得者よりディーラー報酬調
整をさせていただきます。なお、これに伴うディーラー報酬の変動は、すべて
のマーケットチャート上の上位ディーラーのディーラー報酬に反映します。

12）購入方法としてPower Courseを選択し、12ヶ月の実施期間途中で、解約
する場合は、上記の条件に加え次の規定が適用されます。
①返品がなく、解約による返金のみの場合は、｛未出荷の個数×14,000
円｝で算出した金額で返金します。（サブストアの場合は、｛未出荷の個
数×13,000円｝）
②返品がある場合の返金額算出方法は、（返品個数×13,000円）から返品
事務手数料10%を差し引いた金額、｛未出荷の個数×14,000円｝の合計
額となります。（サブストアの場合の未出荷分は、13,000円で計算）
③Power Courseの「商品一括受取」を選択し購入した商品を12（個/箱/
セット）すべて返品する場合は、｛12×13,000円｝から返品事務手数料
10%を差し引いた金額で返金します。
④Power Courseの「商品一括受取」を選択し返品された商品が12（個/
箱/セット）未満の個数の場合は、｛返品個数×13,000円｝から返品事務
手数料10%を差し引いた金額で返金します。
⑤Power Courseの特典として送付した特典商品は、すべて未開封の状態
で同時に返却するものとし、すでに消費済等により返却できない場合
は、その特典商品の個数×希望小売価格をもって未返却分の特典商品
代金を算出し、①～④で計算した金額より相殺します。
⑥金額内訳　13,000円：1商品あたりのディーラー販売価格
⑦金額内訳　14,000円： 1商品あたりのディーラー販売価格 

＋ディーラー管理費1,000円

第27条  種類別初回商品返品保証制度
1）種類別初回商品返品保証制度とは、ベネシード社の自主基準として商品
を安心して購入していただくための制度です。

2）契約後、初回商品と異なる種類の商品を初めて注文された場合、万が一
その商品にご満足いただけないときは、ベネシード社は、その異なる商品
の初回受取分に限り商品到着後20日以内であれば、商品の消費・未消費
を問わず商品の返品を受け付け、商品購入代金を全額返金させていただ
く制度です。

3）前2項の制度を利用する際の、ディーラーからベネシード社へ商品返品に
かかる送料については、ディーラーの負担とします。

4）「サブストア」を取得後、初回に本制度を利用された場合、当該「サブスト
ア」は自動解約となります。なお継続的に購入されている「サブストア」
で、本制度を利用された場合においても同様とします。

5）種類別初回商品返品保証制度はベネシード社の自主基準であり、ベネシ
ード社は、ディーラーの購入状況や1回の購入数等を確認し、不当な目的
による商品の返品、その他不正な取引と疑われる場合、ベネシード社の判
断により、本制度の利用をお断りする場合があり、ディーラーはそのこと
を異議なく承諾するものとします。

第28条  出荷事務手数料
1）出荷事務手数料は商品出荷に伴う「各種事務手数料、代引手数料、手続
きにかかわる各種消費税等」です。

2）出荷事務手数料は1,000円（税込）です。
3）商品の購入方法、代金の支払方法、注文当月内の「商品お届け日」と「商
品お届け先」等の配送条件など、以下の場合には出荷事務手数料が別途
必要になります。
①「サブストア」の「商品お届け日」もしくは「商品お届け先」を「メインスト
ア」と異なる条件にディーラーが任意に個別に指定して出荷した場合。
②追加商品を購入され、メインストアの「商品お届け先」と異なる住所へ
出荷した場合。
③何らかの事由で、「メインストア」、「サブストア」で初回商品および定期
商品の受け取りができず、再注文による再出荷商品となった場合。

4）支払方法が「定期購入（口座振替、クレジットカード支払い）」をご利用の
ディーラーで上記①の場合、出荷事務手数料が免除されます。

5）上記②の場合、別途1個口につき、出荷の際に出荷事務手数料が必要です。
6）上記③の場合、出荷事務手数料の支払方法は、再出荷した商品の該当購
入月の対象ディーラー報酬支払日（購入月の翌月25日。但し、支払日が
土・日・祝日の場合は翌営業日。）に、ディーラーの登録口座へのディーラ
ー報酬で調整させていただきます。

7）「メインストア」の商品購入が、「Power Course」の場合は、「メインスト
ア」および「サブストア」での出荷事務手数料は免除されます。

8）出荷事務手数料は、商品購入代金とあわせて注文時もしくは購入時にお
支払いいただきます。

9）再出荷商品の事務手数料は、ディーラー報酬と相殺となります。

■商品出荷時（再出荷を含む）の出荷事務手数料「無し・免除・別途必要」の一覧表

商品出荷
属性 支払い方法 「メインストア」

（お届け先住所）

「サブストア」
（同日・別住所）
（別日・同住所）
（別日・別住所）

初回商品
銀行振込
クレジットカード支払い
代引

無し ー

定期商品
定期購入

口座振替
クレジットカード支払い 無し 免除

代引 無し 別途必要

定期商品
単月購入

銀行振込
クレジットカード支払い 無し 免除

代引 無し 別途必要

追加商品
銀行振込
クレジットカード支払い
代引

無し
（別住所の場合のみ
別途必要）

ー

再出荷商品
（初回商品）
（定期商品）
（単月購入）

すべての支払方法
別途必要
（自身の
ディーラー報酬で相殺）

別途必要
（自身の
ディーラー報酬で
相殺）

販促品
（1梱包につき）

銀行振込
代引 別途必要 別途必要
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第29条  各種必要経費の請求
ベネシード社は必要経費としてディーラーに対し、主として次の項目を請求し
ます。請求された必要経費は、「報酬明細書」に「調整金および特別調整金」と
して記載されます。

【必要経費項目一覧】

NO 項目 対象者
必要経費 
調整金 
（税込）

① 定期商品を返品した場合 返品したディーラーと、
その募集ディーラー 500円

② 「登録口座」にディーラー報酬の
お支払いができなかった場合 当該ディーラー 800円

③ クレジットカード決済ができなか
った場合 当該ディーラー 800円

④ 商品購入に必要となる商品代金等
の口座振替ができなかった場合 当該ディーラー 800円

⑤ 商品を受け取れず再出荷の依頼
をした場合

再出荷依頼をした 
ディーラー 1,000円

⑥ 再出荷商品を返品した場合 返品したディーラーと、
その募集ディーラー 1,000円

⑦ 初回商品を返品した場合 返品したディーラーの
募集ディーラー 2,000円

⑧

⑦の新規ディーラーまたはユー
ザーが初回商品を返品し、且つ
「契約申込の撤回（自動解約含
む）」、「クーリング・オフ」が適用
された場合

当該ディーラーまたは
ユーザーの 
募集ディーラー

2,000円

⑨ 追加商品・販促品を返品した場合 当該ディーラー 2,000円

⑩ マーケットチャートを注文した
場合 当該ディーラー

量・数・内容
により 
異なります

⑪
既にディーラー報酬が支払われ
た契約において返品やキャンセ
ル等が発生した場合

当該ディーラー

事象ごとに 
ベネシード
社が 
定めた金額

⑫ ディーラー報酬算定の基礎とな
った商品を返品した場合 当該ディーラー

⑬
直接募集ディーラーに支払義務
が残ったまま契約の解除がなさ
れた場合

当該ディーラーの 
募集ディーラー

⑭
直接募集ディーラーの調整金発
生後3ヶ月を経過しても、ディー
ラー報酬より調整できない場合

当該ディーラーの上位
ディーラー

⑮ ベネシード社に損害や被害を与
えた場合 当該ディーラー

⑯ ユーザーが上記①③④⑤⑥⑦⑨
の項目に該当する場合

当該ユーザーの 
募集ディーラー

各項目の
調整金に
準ずる

第30条  契約の解除（ディーラーによる契約の解除）条項
1）ディーラーが、ベネシード社との間の「契約」を解約することを希望される
場合は、「契約」に定めるところに従って、ベネシード社所定の「解約申請
書」をベネシード社に請求のうえ、必要事項（ご契約ディーラー名、代表者
氏名、ディーラーコード、登録住所、登録電話番号等）をご記入・ご署名のう
え、ディーラーカードとともに、ベネシード社宛てに送付してください。

2）ベネシード社所定の「解約申請書」をベネシード社が受領後、直ちにベネ
シード社において当該ディーラーが、解約されたものとして速やかに当該
「契約」の解除を行います。

3）解約による契約の解除の効力は、「解約申請書（解約届）」がベネシード
社に受理された時点で発生します。

4）「メインストア」が解約となった場合、すべての「サブストア」も解約となります。
5）解約による契約の解除を行ったディーラーは、ディーラーとしてのベネシ
ード社に対する一切の権利を放棄することを承諾します。

第31条  契約の解除（ベネシード社による契約の解除）条項
1）ディーラーに、次に該当する事由が存在した場合は、ベネシード社は、当
然に「契約」の解除を行い、当該ディーラーとベネシード社との間のディ
ーラーとしての契約関係を一方的に終了させることができます。この場
合、ベネシード社において速やかに当該ディーラーの本契約の解除を行
います。
①ディーラーが「医薬品医療機器等法」、その他関連法令に違反する行

為、または犯罪（刑事事件、刑事訴追、逮捕）など社会秩序に反する行
為を行った場合。
②ディーラーが支払停止、もしくは支払不能の状態に陥ったとき、不渡り処
分を受けたとき、第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行
もしくは競売の申し立て、公租公課の滞納処分等を受けたとき、破産、会
社法上の清算手続の開始、民事再生手続、会社更生手続開始の申し立て
等の事実が生じたとき、解散の決議をしたとき、その他、財産状態が著し
く悪化し、健全なディーラー活動の継続が困難になった場合。
③ディーラーがベネシード社の信用、名誉を著しく毀損する行為を行っ
た場合。
④ディーラーが「契約」に違反し、その態様が重大であるとベネシード社
が判断した場合。その他道義的に好ましからざる行為を行い、ベネシー
ド社による指導にもかかわらず改善の努力を行わない場合。
⑤ディーラーの代表者が死亡した場合。
⑥当該ディーラーの代表者の交代がベネシード社の承諾なしに行われた場合。
⑦ディーラーが「契約」に照らして「ストアディーラー」に適合しない場合。
⑧ディーラーの「契約」の手続きの際に契約違反および規約違反のあっ
たことが判明した場合。
⑨ディーラーが収入を得ることを前提として、「特定商取引に関する法
律」の規制に服するベネシード社が別途指定した会社、個人または団
体の会員、従業員、役員、またその地位に準ずる場合。

2）ディーラーおよび構成員（代表者、役員、実質的に経営を支配するもの）、
従事者は「契約」契約時、また契約後も次の各号のいずれにも該当しない
ことを表明し、確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、会社ゴロ、新聞
ゴロ、または特殊知能暴力集団等
⑥その他前各号に準ずる者

3）ディーラーは、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を
ベネシード社に対してはもちろんのこと、ディーラーのマーケット、および
一般社会に対して行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④すべての社会生活において、風説を流布し、偽計を用い、または威力を
用いてベネシード社の信用を毀損し、またはベネシード社の業務を妨
害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

4）ディーラーが、前2項、3項のいずれかに該当し、もしくはいずれかに該当
する行為をし、または前項の書面に基づく表明・確約に関して虚偽の申
告をしたことが判明し、「契約」条件を継続することが不適切であるとベ
ネシード社が判断した場合には、ベネシード社は当然に当該ディーラーの
「契約」の解除を行い、当該ディーラーとベネシード社との間のディーラ
ーとしての契約関係を一方的に終了します。

5）「契約」の解除の効力は、前項各号の事実が発生した日付に当然に生じる
ものとし、その通知は、契約が解除されたディーラーの「メインストア」の
「商品お届け先」に発送するをもって足り、必ずしも当該ディーラーに到
達することを必要としません。

6）ディーラーは、任意に解約したと同様に、「契約」の解除による契約の解
除日以降に支払日の到来するディーラー報酬を受給する一切の権利を
失効し、ディーラー報酬返還義務があれば、契約の解除の有無にかかわ
らずこれをベネシード社に返還すべき義務を負います。

7）ディーラーが故意、または重大な過失により「契約」に違反し、ベネシード
社の信用を毀損しその結果、ベネシード社に損害を与えたことが明白な
とき、ベネシード社は、即座に一方的に「契約」の解除を行うことにディー
ラーは同意し、一切異議を唱えません。

第32条  契約の停止（商品の出荷や報酬の支払い停止等）
1）次の場合や期間、当該ディーラーは契約の停止（商品の出荷や報酬の支
払い停止等）扱いとなります。
①ディーラーに「契約」違反の疑義が発生し、ベネシード社の調査および
判断が必要となり、疑義が解消されるまでの期間。
②ディーラーに「契約」違反の疑義が発生し、ベネシード社の調査および
判断が必要となり、疑義が事実と判明して契約の解除がなされるまで
の期間。
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③ディーラーの代表者が、正当な理由なく、契約締結月の翌月末までにベ
ネシード社指定の「身分証明書の写し」をベネシード社宛てに提出され
ない場合。但し、お届け日によっては、商品が出荷される場合があります。

2）停止中および停止後の対応
①ベネシード社は、ディーラーに支払われるべき既発生のディーラー報
酬や権利について、何らの通知・協議を経由することなく、それらの支
払・提供を当然に留保することができます。
②疑義が解消された場合には、当該ディーラーは取引停止の時点にさか
のぼって「契約」が停止されなかったものとして取り扱われます。
③ディーラーは、留保期間にかかる利息・損害金等の請求をすることはでき
ず、その他、ベネシード社の措置に一切の異議を唱えないものとします。

第11章  契約の一身専属性
第33条  契約の一身専属性
1）「契約」は、当該ディーラーに一身専属的なものであり、「契約」から発生
する権利の全部もしくは一部を、ベネシード社の書面による承諾なくして
第三者に譲渡や担保に供することはできません。

2）ディーラーがディーラー報酬を受給する権利は、その金額が確定してい
るか否かにかかわらず第三者に譲渡や担保に供することはできません。

第34条  契約の事業継承および相続
1）法人ディーラー
①法人ディーラーは、当該法人ディーラーの代表者が交代した場合、また
は株主等の構成（当該法人ディーラーの株主等に会社が含まれる場合
には、その会社の株主等の構成も含みます。）に変動が生じた場合、事
業継承は認められず「契約」を解除するものとし、法人ディーラーはこ
れについて予め承諾し、一切異議を唱えないものとします。
②法人の代表者変更または株主等の構成変更により「契約」を解除した
後に、ベネシード社から支払われていたディーラー報酬があるときに
は、当該法人は、当該法人の代表者変更または、株主等の構成変更後に
ベネシード社から支払われたディーラー報酬相当額をベネシード社に
返還する義務を負います。
③当該法人ディーラーの株主等の構成（当該法人ディーラーの株主等に
会社が含まれる場合には、その会社の株主等の構成も含みます。）に実
質的な変更がなく、当該法人ディーラーの今後のディーラー活動が従来
通り行われることが十分に期待できるなど、ベネシード社が適当と認める
場合には、ベネシード社は、ベネシード社所定の手続きを経てベネシード
社の裁量で当該法人ディーラーの地位の存続を認め、当該法人が有して
いたストアの全部または一部の存続を認めることができます。なお、この
事業継承に関しては、法人ディーラーの権利では一切なく、あくまでベネ
シード社の排他的な裁量で定まるものであり、この点については、法人デ
ィーラーは予め承諾し、一切異議を唱えないものとします。
④この規定によって法人ディーラーの事業継承が認められた場合には、ベネ
シード社から支払われたディーラー報酬相当額の返還にはおよびません。

2）個人事業主
①「契約」を締結した個人事業主が死亡した場合、相続や遺贈による「契約」
の地位の継承は認められず「契約」を解除するものとし、個人事業主ディ
ーラーはこれについて予め承諾し、一切異議を唱えないものとします。
②当該個人事業主死亡後にベネシード社から支払われていたディーラー
報酬があるときには、当該個人事業主の相続人は、当該個人事業主死
亡後にベネシード社から支払われたディーラー報酬相当額をベネシー
ド社に返還する義務を負います。
③当該個人事業主の死亡日より90日以内に、当該個人事業主の一親等
以内の一名の親族に限り、下記④～⑦の要件をすべて満たす場合、ま
たはベネシード社が特に認めた場合において、ベネシード社は、ベネシ
ード社所定の手続きを経て、ベネシード社の裁量で当該個人事業主の
地位の継承を認め、当該ディーラーの有した「メインストア」および「サ
ブストア」の全部または一部の継承を当該親族に認めることができま
す。なお、この地位継承に関しては、当該個人事業主の権利では一切な
く、あくまでベネシード社の排他的な裁量で定まるものであり、この点
については、当該個人事業主および当該親族は予め承諾し、一切異議
を唱えないものとします。
④当該親族が、当該個人事業主の生前のディーラー活動を十分に補助し
ていたとベネシード社が認めること。
⑤当該親族が、最新の「ストアディーラーガイド（概要書面）、ストアディ
ーラー契約　初回商品発注書、ストアディーラーハンドブック（契約
書面）、マーケットビジネスマニュアル、ベネシード社WEB掲載事項、

WEBサービス利用規約など」の遵守事項を文書にて遵守誓約し、ベネ
シード社に提出すること。
⑥死亡した当該個人事業主の相続人の間で遺産分割協議が終了するな
ど、相続人の間で相続に関する紛議が一切存在しないとベネシード社
が認めること。
⑦個人事業主による生前に公正証書等の遺言状の作成が完了している
場合や相続手続きを完了したうえでの相続人からの申請であること。
⑧ベネシード社は、「契約」の規定にかかわらず、死亡した当該ディーラー
の相続人の状況等を総合的に判断し、ベネシード社の排他的な裁量で
「契約」の継承を認める場合があります。
⑨この規定によって個人事業主ディーラーの遺族への事業継承が認めら
れた場合には、ベネシード社から支払われたディーラー報酬相当額の
返還にはおよびません。

第12章  ストアサブディーラーの特別条項
第35条  ストアサブディーラーの特別条項
1）「ストアサブディーラー契約」における負担や利益、また権利や義務など
は、原則としてストアディーラー契約と同一とします。但し次の記載の事
項については特に制限を設け、ストアディーラーの権利・義務とは異なる
ものとします。当該ストアサブディーラー契約者はこれらに異議なく同意
するものとします。
①「ストアサブディーラー契約」締結時より、原則として1年以内に法人ま
たは個人事業主として起業し、ベネシード社所定の手続きで、「ストア
ディーラー契約」の申請を行い承認されること。
②総報酬額は、月額30万円を上限とすること。
③ディーラーランクは付与されないこと。
④「ストアサブディーラー契約」締結後、1年以内に法人または個人事業
主として起業し、「ストアディーラー契約」の申請をしなかった場合は
ユーザー登録に変更となること。
⑤「ストアサブディーラー契約」が無効となり、契約時に遡及してユーザ
ー登録に変更になった場合でも、「ディーラー契約手数料」および「デ
ィーラー管理費」は返金がされないこと。

2）「契約」において、前項以外のストアディーラーに関する記載は、すべてス
トアサブディーラーにも適用されます。

3）「ストアサブディーラー」が、原則として1年以内にストアディーラーの条
件を満たした場合、ベネシード社は当該ストアサブディーラーに対し、ス
トアディーラー契約の申請を認めます。

4）「ストアディーラー契約」締結後は、報酬の月額上限が撤廃されます。
5）「ストアディーラー契約」締結時に事務手数料1,000円（税込）が必要です。

第13章  マーケットビジネスとディーラー報酬
第36条  マーケットビジネス
「マーケットビジネス」とは、ディーラーが新規ディーラーや新規ユーザーの
募集、育成などのディーラー活動を行い、マーケットビジネスポイント対象商
品の流通数、募集実績、売上実績により収益を得ることができるビジネスモデ
ルをいいます。

第37条  ディーラー報酬
ディーラー報酬とは、「ディーラーがディーラー活動を行い、ディーラーのマー
ケット内におけるマーケットビジネスポイント対象商品（以下、「ポイント対象商
品」といいます。）の流通数、募集実績、売上実績のみならず、ディーラーのマー
ケット内に対して継続的な教育、指導、育成、情報伝達、営業支援および付帯業
務全般に対する対価」としてベネシード社から支払われる報酬をいいます。

第38条  ディーラー報酬　受給条件
ディーラーがディーラー報酬を受給するためには、次の条件をすべて満たす
ことが必要です。
1）ディーラーの「メインストア」（SA000）において、ディーラー報酬対象月と
翌月に、「定期商品」「1（個/箱/セット）以上」を「定期購入」していること。

2）ディーラー報酬対象ストアが、ディーラー報酬対象月と翌月に、「定期商
品」「1（個/箱/セット）以上」を「定期購入」していること。

3）ディーラー報酬対象ストアの直接募集ディーラー（自身の「サブストア」
含む。）が1社/名以上、もしくは直接募集ユーザーが1社/名以上対象月と
翌月の定期商品を定期購入していること。

4）ディーラーのマーケット内に所定のポイントが発生していること。
5）ディーラー報酬お受取口座「登録口座」の登録が完了していること。
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第39条  ディーラー報酬の原資総額について
1）ディーラー報酬の原資総額は、ベネシード社のディーラー報酬算定の基
礎となるディーラー報酬ごとに定められたポイント対象商品の期間中の
売上総ポイント数を1ポイント1円で計算し、支払対象売上金額を決定し
たうえで、その60%を上回らない範囲内で、ベネシード社が決定します。

2）ディーラーへのディーラー報酬支払総見込額がディーラー報酬ごとに定
められたポイント対象商品の計算対象月の売上総額の60%を上回る場
合、ベネシード社は特別調整を行います。

3）特別調整が行われた場合、ディーラーに支払われるディーラー報酬金額は
減少する場合があり、ディーラーは予めそのことを承諾するものとします。

第40条  ストアの配置
1）ストアの基本配置
①ディーラーが直接募集するディーラー・ユーザーのストアのマーケット
内への最初の配置は、Aマーケット、Bマーケットそれぞれ1ストアずつ
となります。
②3ストア目以降は自身のマーケット内に配置されているストアの、Aマーケ
ット、Bマーケットのうち、ストアが少ないマーケット内に配置されます。
③ディーラーは、新規契約時および新規サブストア申請時にストアの配
置を指定することできます。
④指定できるストアの配置は募集ディーラーのマーケット内のストアに
限ります。
⑤ストアの配置を指定しない場合は、募集ディーラーのAマーケット・Bマ
ーケットの少ない（契約日の前営業日の解約を除くストア数）側のマー
ケットに配置が決定します。
⑥上記⑤の場合、配置されていない最上位のAマーケットに優先して自動
的にストアが配置されます。
⑦マーケット内に指定配置もしくは自動配置されたストアは、配置が確定
されたストアとなり、配置の変更や募集ディーラーの変更等は一切で
きません。

2）メインストアとサブストア
①ディーラー契約時に、最初に配置されるストア（SA000）が「メインス
トア」、その後メインストア以下のマーケットに追加配置されるストア
（SA001～）を「サブストア」として算定します。
②配置できる「メインストア」および「サブストア」の数は、合計1,000箇所
までです。
③契約締結月の新規「サブストア」申請数は最大110箇所までとなりま
す。また次月以降の月間新規「サブストア」申請数は最大111箇所まで
となります。
④「サブストア」（SA001～SA999）を新たに申請する場合は、「メインス
トア」が、当月の定期商品を定期購入している必要があります。
⑤「サブストア」の申請は、ベネシード社所定の手続きで申請してください。
⑥「サブストア」契約日は、ベネシード社所定の審査により承認された日
とします。但し、WEB サービスによりオンライン登録申請を行う場合
は、書面への記入は不要となります。
⑦「サブストア」申請時の募集ディーラーは本人以外でも可能ですが、自
身の「メインストア」以下のマーケット内で、募集ディーラーとなるディ
ーラーの承諾が必要となります。
⑧「サブストア」の申請に際し、初回商品の支払方法は、銀行振込もしくは
代引、クレジットカード支払いのいずれかをお選びください。銀行振込
の場合は、事前にベネシード社指定口座に申請ディーラー名義でお振
り込みください。

第41条  マーケットチャート
1）「マーケットチャート」とは、マーケットのチャート図をいいます。
2）ディーラーはWEBサービスで、当該ディーラー以下の「マーケットチャー
ト」を閲覧できます。

3）ディーラーは、当該ディーラー以下の「印刷されたマーケットチャート」
を請求（有料）することができますので、ベネシード社所定の手続きで申
請してください。

第42条  ディーラー報酬ポイントと算定方法
ディーラーのマーケット内の、ポイント累計期間に累計されたポイントを、メイン
ストア・サブストアごとに計算対象期間で合計しディーラー報酬を算定します。
1）売上実績のポイント
①ディーラーのマーケット内の「ストア」（メインストア（ディーラー・ユー
ザー）、サブストア）が、ポイント対象商品を購入すると、売上実績のポ
イント（以下、「ポイント」といいます。）が発生します。

②ディーラー報酬の対象となるポイントには2種類あります。
2）ポイントの種類
①レギュラーポイント
レギュラーポイントとは、ディーラーのマーケット内の「ストア」（メイン
ストア（ディーラー・ユーザー）、サブストア）が、初回商品を含む定期
商品および追加商品を購入すると発生するポイントをいいます。
②パーソナルポイント
パーソナルポイントとは、ディーラーが追加商品を購入すると発生する
ポイントをいいます。

3）レギュラーポイントの発生条件と獲得条件
①ディーラーのマーケット内の「ストア」が、初回商品を含む定期商
品1（個/箱/セット）、および追加商品1（個/箱/セット）を購入すると
10,000ポイントが発生します。

②ディーラーのマーケット内で発生したポイントの、獲得条件はディーラ
ーのメインストアが、ディーラー報酬計算対象月と翌月の定期商品を
定期購入しており、受取後に返品がなく、ディーラーの直接募集ディー
ラー（「サブストア」を含む。）が1社以上、もしくは直接募集ユーザーが
1名以上、ディーラー報酬計算対象月と翌月の定期商品を定期購入し
ていることとなります。

4）パーソナルポイントの発生条件と加算方法
①パーソナルポイントは、ディーラーが追加商品を1（個/箱/セット）購入
するごとに、ディーラーに10,000ポイント発生します。
②パーソナルポイントはディーラーのAマーケット・Bマーケットの月末の
合計ポイントの少ない側のマーケットに加算されます。
③但し、マーケット報酬以外のポイントには加算されません。

5）ポイントの累計期間と計算対象期間
①ディーラー報酬の算定の基礎となるポイントが累計される期間は、商
品購入月の1日～末日までとなります。

②累計されたポイントの計算対象期間は商品購入月の1日～末日までと
なり、規定ポイントに満たなかった余剰分のポイントは、原則、翌月以降
に持ち越されずに失効します。

6）ポイントの持ち越し特例 
①規定ポイントに満たなかった余剰分のポイントは、原則、翌月以降に持
ち越されずに失効しますが、以下の場合は、特例として余剰分のポイン
トを翌月に持ち越し、マーケット報酬の対象ポイントとして累計され、
計算されます。
②「マーケット報酬」に定める規定ポイントに満たなかった余剰分のポイ
ントは、全ストアにおいてAマーケット・Bマーケットごとに最大30,000
ポイントまで毎月持ち越し、持ち越したポイントを「マーケット報酬」と
して累計され計算されます。
③マーケット報酬を獲得した「ストア」の報酬獲得月はポイント持ち越し
特例の対象外となり、規定ポイントに満たなかった余剰分のポイントは
失効します。
④ポイントの持ち越し特例は「メインストア」およびポイント持ち越し特
例の対象となる「ストア」において、定期商品を定期購入していること
が必要となり、「メインストア」および対象「ストア」が定期商品を定期
購入しなかった場合、持ち越したポイントを全て失効します。
⑤ポイントの持ち越し特例には「子育て応援プログラム・シニアビジネス
サポートプログラム」などの「ディーラー応援プログラム」があります。
詳細は、ベネシード社のWEBサービスでご確認ください。

7）ポイントの累計の上限
①当月有効ポイントの累計の上限は、Aマーケット・Bマーケットごとに、直
接募集ディーラー・直接募集ユーザー1社/名の場合375万ポイント、直
接募集ディーラー・直接募集ユーザー2社/名の場合750万ポイント、直
接募集ディーラー・直接募集ユーザー3社/名以上の場合1,500万ポイ
ントとなります。

8）Power Courseの発生ポイントと加算方法
①商品の購入方法がPower Courseの場合、ポイントは毎月の商品お届け
日ごとに発生し、加算するものとします（商品一括受取を選択した場合
であっても、ポイントは毎月の定期購入日に発生となり、12ヶ月間に渡
り、月ごとに加算となります。）。

第43条  ベネシードステージ
1）「ベネシードステージ」とはベネシード社が、各ディーラーのマーケット
全体で流通したポイント対象商品の流通数、募集実績、売上実績、および
ディーラーとしての資質、品格、未来貢献に対する取り組む姿勢などを鑑
み、ディーラーに付与される認定制度をいいます。

2）「ベネシードステージ」の対象期間、また条件や特典等の内容は一定期間
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ごとに変更されます。
3）「ベネシードステージ」の詳細に関しては「ベネシードステージ規約」をご
確認ください。

4）下記表は「ベネシードステージ名称」です。

＜ベネシードステージ名称＞
英語表記 カナ表記

Grand Master Dealer グランドマスター ディーラー
Master Dealer マスター ディーラー
Double Seed Dealer ダブルシード ディーラー
Seed Dealer シード ディーラー
Active Dealer7 アクティブ ディーラー7
Active Dealer5 アクティブ ディーラー5
Active Dealer3 アクティブ ディーラー3
Active Dealer2 アクティブ ディーラー2
Active Dealer1 アクティブ ディーラー1
Active Dealer アクティブ ディーラー
First Dealer ファースト ディーラー

第44条  ディーラーランク
1）「ディーラーランク」とはベネシード社が、各ディーラーの定期購入数や
直接募集ディーラーの定期購入数、またディーラーのマーケット全体で
流通したポイント対象商品の流通数、募集実績、売上実績、およびディー
ラーとしての資質、品格、未来貢献に対する取り組む姿勢などを鑑み、デ
ィーラーに付与される認定制度をいいます。

2）「ディーラーランク」の対象期間、また条件や特典等の内容は一定期間ご
とに変更されます。

3）「ディーラーランク」の詳細は「ディーラーランク規約」をご確認ください。
4）下記表は「ステージランク名称」です。

＜ディーラーランク名称＞
A＋（プラス） ランク
A ランク
B ランク

第45条  ディーラー報酬の種類
ディーラー報酬の種類は、「（A）マーケット報酬」、「（B）サポート報酬」、
「（C）アクティブ6報酬」、「（D）ファウンダース報酬」、「（E）スタートアップ
報酬」がありその概要は次の通りです。 

第46条  （A）マーケット報酬
1）ディーラーのマーケット内のディーラーおよびユーザーのポイント対象商
品の流通数、募集実績、売上実績で獲得したレギュラーポイントと、ディー
ラーに発生したパーソナルポイントを毎月のポイント累計期間（1日～月
末）Aマーケット・Bマーケットそれぞれで合計し、ポイント累計の少ない側
が、規定のポイントに達するごとに支払われるディーラー報酬です。

2）詳細は〈表A・B・C・D・E〉を確認してください。
3）定期購入している直接募集（ディーラー・ユーザー）数とマーケット報酬
の1ヶ月あたりの上限金額は、〈表F〉を確認ください。

4）マーケット報酬の獲得条件は、次のすべての条件を満たすことが必要です。
①ディーラーの「メインストア」が対象月と翌月の定期商品を定期購入で
購入していること。
②ディーラーの対象ストアが対象月と翌月の定期商品を定期購入で購入
していること。
③ディーラーの対象ストアが直接募集したディーラー（サブストアを含
む）もしくは直接募集したユーザーが1社/名以上、対象月と翌月の定期
商品を定期購入で購入していること。
④月間（1日～月末）に獲得したポイントの合計がAマーケット・Bマーケッ
トの少ない側が、30,000ポイント以上を達成していること。
※	ディーラー報酬の種類とは別に、ベネシード社が実施するキャンペーン
において、キャンペーン規約の内容が「契約」と異なる場合、キャンペー
ン規約が「契約」に優先して適用されます。

〈表A〉A・B両マーケットもしくは片側が90,000P/月以下の場合
規定ポイント マーケット報酬金額Aマーケット Bマーケット

30,000P 30,000P  6,000円
50,000P 50,000P 10,000円
70,000P 70,000P 14,000円

※「P」は「ポイント」

〈表B〉A・B両マーケットもしくは片側が100,000P/月以上500,000P/月以下の場合
規定ポイント マーケット報酬金額Aマーケット Bマーケット

100,000P 100,000P  20,000円
150,000P 150,000P  30,000円
200,000P 200,000P  40,000円
250,000P 250,000P  50,000円

以上50,000Pごとに 10,000円を加算
500,000P 500,000P 100,000円

※「P」は「ポイント」

〈表C〉A・B両マーケットともに510,000P/月以上5,000,000P/月以下の場合
規定ポイント マーケット報酬金額Aマーケット Bマーケット

  600,000P   600,000P   120,000円
  700,000P   700,000P   140,000円
  800,000P   800,000P   160,000円

以上100,000Pごとに 20,000円を加算
5,000,000P 5,000,000P 1,000,000円

※「P」は「ポイント」

〈表D〉A・B両マーケットともに5,010,000P/月以上10,000,000P/月以下の場合
規定ポイント マーケット報酬金額Aマーケット Bマーケット

 5,500,000P  5,500,000P 1,100,000円
 6,000,000P  6,000,000P 1,200,000円
 6,500,000P  6,500,000P 1,300,000円

以上500,000Pごとに 100,000円を加算
10,000,000P 10,000,000P 2,000,000円

※「P」は「ポイント」

〈表E〉A・B両マーケットともに10,010,000P/月以上の場合
規定ポイント マーケット報酬金額Aマーケット Bマーケット

11,000,000P 11,000,000P 2,200,000円
12,000,000P 12,000,000P 2,400,000円

以上1,000,000Pごとに 200,000円を加算
15,000,000P 15,000,000P 3,000,000円

※「P」は「ポイント」

〈表F〉
直接募集（ディーラー・ユーザー）数 マーケット報酬上限金額

1社/名   740,000円
2社/名 1,500,000円

3社/名以上 3,000,000円

第47条  （B）サポート報酬
1）ディーラーの直接募集ディーラーの毎月のポイント累計期間（1日～月
末）の売上実績をAマーケット・Bマーケットそれぞれで合計し、合計ポイ
ントの少ない側のポイントが規定ポイントを達成すると、募集したディー
ラーに支払われるディーラー報酬です。

2）直接募集ディーラーが〈表G〉のポイントを達成した場合、サポート報酬
を募集ディーラーにお支払いします。ディーラーの「サブストア」も対象
となります。

3）サポート報酬の獲得条件は、次のすべての条件を満たすことが必要です。 
①ディーラーの「メインストア」が対象月と翌月の定期商品を定期購入で
購入していること。
②ディーラーの対象ストアが対象月と翌月の定期商品を定期購入で購入
していること。
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③ディーラーの対象ストアが直接募集したディーラー（サブストアを含
む）もしくは直接募集したユーザーが1社/名以上、対象月と翌月の定期
商品を定期購入で購入していること。
④ディーラーの直接募集ディーラーがポイント累計対象期間（1日～月
末）に獲得したポイントを、Aマーケット・Bマーケットそれぞれで合計
し、合計ポイントの少ない側のポイントが〈表G〉のポイントを達成して
いること。

〈表G〉
規定ポイント サポート報酬金額Aマーケット Bマーケット

  250,000P   250,000P  12,500円
  500,000P   500,000P  25,000円
1,000,000P 1,000,000P  50,000円
2,000,000P 2,000,000P 100,000円
3,000,000P 3,000,000P 150,000円

以上1,000,000Pごとに 50,000円を加算
10,000,000P 10,000,000P 500,000円

※「P」は「ポイント」

第48条  （C）アクティブ6報酬
1）ディーラーが毎月のポイント累計期間（1日～月末）において、直接募集
ディーラー（ユーザー）が6社/名以上あり、且つそれらの直接募集ディー
ラー（ユーザー）が、メインストアにてディーラー報酬計算対象月の定期
商品を定期購入で購入していれば、6社/名ごとに1口の受給権利を獲得
し、アクティブ6報酬計算対象月のベネシード社ポイント対象商品売上総
ポイント（追加商品は除く。）の1%を1ポイント1円として権利獲得口数で
比例分配し、支払われるディーラー報酬です。

2）アクティブ6報酬の獲得条件は、次のすべての条件を満たすことが必要です。
①ディーラーの「メインストア」が対象月と翌月の定期商品を定期購入で
購入していること。
②ディーラーの直接募集ディーラー（ユーザー）6社/名以上が、対象月の
定期商品を定期購入で購入していること。
③「直接募集ディーラー（ユーザー）6社/名」は、メインストア・サブストア
のいずれからの募集でも対象となります。
④ディーラーの「サブストア」は、「直接募集ディーラーの6社/名」の対象
外です。
⑤直接募集ディーラー（ユーザー）は、2014年5月以降に契約したディー
ラーもしくは2014年12月以降に登録したユーザーであること。
⑥2014年12月以前登録のユーザーからディーラー契約への変更分は、
対象外です。

第49条  （D）ファウンダース報酬
1）ディーラーの毎月のポイント累計期間（1日～月末）において、対象ストア
のマーケットにファーストディーラー以上のステージを達成しているディ
ーラーが、Aマーケット・Bマーケットそれぞれに5社以上あり、且つディー
ラーの直接募集ディーラーが1社以上ファーストディーラー以上のステ
ージを達成し、3ヶ月以上連続で条件を達成した場合、Aマーケット・Bマ
ーケットそれぞれ5社以上の合計10社で1口の受給権利を獲得し、達成
月のベネシード社ポイント対象商品売上総ポイント（追加商品は除く。）
の1%を1ポイント1円として権利獲得ストア口数で比例分配し、支払われ
るディーラー報酬です。

2）詳細は〈表H・I〉を確認してください。
3）ファウンダース報酬の獲得には次のすべての条件を満たすことが必要です。
①ディーラーの「メインストア」が対象月と翌月の定期商品を定期購入で
購入していること。
②ディーラーの対象ストアが対象月と翌月の定期商品を定期購入で購入
していること。
③ディーラーの対象ストアの、直接募集ディーラーもしくは直接募集ユー
ザーが2社/名以上、対象月と翌月の定期商品を定期購入で購入してい
ること。
④ディーラーの対象ストアの、直接募集ディーラーが1ストア以上、ファー
ストディーラー以上のステージを達成していること。
⑤ファウンダースの受給条件は、1ストアにつき1口が上限です。
⑥〈表H〉の権利口数獲得条件を〈表I〉の期間以上維持していること。

〈表H〉
ファーストディーラー以上のステージ達成ディーラー 権利口数
A・B両マーケットそれぞれに5社以上で合計10社以上 1口

〈表 I 〉
報酬名称 条件 報酬割合

ゴールド
ファウンダース報酬 3ヶ月連続

達成月のベネシード社ポイント対象
商品売上総ポイント
（追加商品は除く）の1%

プラチナ
ファウンダース報酬 6ヶ月連続

達成月のベネシード社ポイント対象
商品売上総ポイント
（追加商品は除く）の1%

ダイヤモンド
ファウンダース報酬 12ヶ月連続

達成月のベネシード社ポイント対象商品 
売上総ポイント、ベネシード社関連 
ビジネス売上含む（追加商品は除く）の1%

⑦報酬割合は条件ごとに重複します。
⑧追加商品のパーソナルポイントは含みません。 
⑨自身のマーケット内の、ファーストディーラー以上のステージを達成し
ているすべてのストア（サブストア含む）がファウンダース報酬の算定
対象となります。 

⑩獲得できるストアは、「メインストア」（SA000）および「サブストア」
（SA001～SA999）のすべてのストアが対象です。 
⑪〈表I〉の報酬割合はそれぞれの条件ごとに設定され重複するため、12
ヶ月連続で維持した場合の報酬割合は達成月のベネシード社ポイント
対象商品売上総ポイント（追加商品は除く。）の最大3%（1%×3）とな
ります。 
⑫ダイヤモンドファウンダース報酬は、達成月のベネシード社ポイント対
象商品売上総ポイント（追加商品は除く。）の1%に加えて、ベネシード
社が定めた他の報酬割合が加算されます。
⑬条件を維持できなかった場合、維持期間はリセットされ、ファウンダー
ス報酬のお支払いは停止となり、再度チャレンジする必要があります。

4）ダイヤモンドファウンダース報酬の受給権利を獲得した場合、次の条件
以上を維持していれば永続的にダイヤモンドファウンダース報酬が支払
われます。 
①ディーラーの「メインストア」が対象月と翌月の定期商品を定期購入で
購入していること。 
②ディーラーがベネシードステージにおけるアクティブディーラーステー
ジ以上を達成していること。 
③ディーラーの直接募集ディーラーもしくは直接募集ユーザーが2社/名
以上、対象月と翌月の定期商品を定期購入で購入していること。

第50条  （E）スタートアップ報酬
1）ディーラーが直接募集によって新規ディーラー契約1社/者または、新規
ユーザー登録1名成立ごとに支払われるディーラー報酬です。

2）支払われる報酬額は下記表「スタートアップ報酬」をご確認ください。
3）スタートアップ報酬の獲得条件は、次のすべての条件を満たすことが必
要です。 
①ディーラーの「メインストア」が対象月と翌月の定期商品を定期購入で
購入していること。 
②ディーラーの対象ストアが直接募集したディーラー（サブストアを含
む）もしくは直接募集したユーザーが1社/名以上、対象月と翌月の定期
商品を定期購入で購入していること。 
③新規直接募集ディーラーまたは新規直接募集ユーザーが、定期商品を定
期購入で購入している、もしくはPower Course（ユーザーはVIP Course）
でディーラー契約を締結（ユーザーはユーザー登録）していること。
④直接募集したディーラー・ユーザーの「サブストア」のPower Course
（ユーザーはVIP Course）契約が、新規契約と同月内であること。

＜表　スタートアップ報酬＞

定期商品の定期購入 Power Course
（VIP Course）

「サブストア」
Power Course
（VIP Course）

1社/名につき2,000円 1社/名につき5,000円 1ストアにつき5,000円

4）ディーラーランクが、「A＋ランク」または「Aランク」の場合、スタートアッ
プ報酬額は、下記表「A＋ランクまたはAランク　スタートアップ報酬」を
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ご確認ください。
5）前3項の獲得条件は、次のすべての条件を満たすことが必要です。 
①ディーラーの「メインストア」が対象月と翌月の定期商品を定期購入で
購入していること。 
②ディーラーの対象ストアが直接募集したディーラー（サブストアを含
む）もしくは直接募集したユーザーが1社/名以上、対象月と翌月の定期
商品を定期購入で購入していること。 
③新規直接募集ディーラーまたは新規直接募集ユーザーが、定期商品の
定期購入もしくはPower Course（ユーザーはVIP Course）でディーラ
ー契約を締結（ユーザーはユーザー登録）していること。
④直接募集したディーラー・ユーザーの「サブストア」のPower Course
（ユーザーはVIP Course）契約が、新規契約と同月内であること。
⑤ディーラーが、対象月と翌月において「A＋ランク」または「Aランク」で
あること。

＜表　A＋ランクまたはAランク　スタートアップ報酬＞

定期商品の定期購入 Power Course
（VIP Course）

「サブストア」
Power Course
（VIP Course）

1社/名につき3,000円 1社/名につき10,000円 1ストアにつき5,000円

6）「ランク」の詳細に関しては「ベネシードランク規約」をご確認ください。

第51条  ディーラー報酬の支払日
支払日が土・日・祝日の場合は翌営業日のお支払いとなります。

A マーケット報酬

月末締めの翌月25日支払い
B サポート報酬
C アクティブ6報酬
D ファウンダース報酬
E スタートアップ報酬

第52条  ディーラー報酬の登録口座へのお支払い
1）ベネシード社からディーラーへのディーラー報酬のお支払いは、ディーラ
ーの「メインストア」および「サブストア」ごとのディーラー報酬お支払金
額を合計して支払います。

2）ディーラー報酬は登録口座にお振り込みでお支払います。
3）振込手数料はディーラー負担とし、一律800円（税込）をディーラーへの
お支払いディーラー報酬から相殺させていただきます。

第14章  各種ビジネスの優遇
第53条  正規ディーラー契約
1）ディーラーは「契約」締結後、「正規ディーラー契約」の条件を満たすことで、当
該ディーラーの任意により、「正規ディーラー契約」を締結することができます。

2）「正規ディーラー契約」の内容や条件は、「正規ディーラー基本契約書」
にてご確認ください。

第54条  PR（ピーアール）ビジネス
1）「PR（ピーアール）ビジネス」とは、ベネシード社が製造・販売する一般流通
商品を、ディーラーがベネシード社からディーラー価格で仕入れ、商品の
卸売および小売販売により収益を得られるビジネスモデルをいいます。

2）ディーラーは、「契約」を締結することで、ディーラーの任意により「PRビジ
ネス」を行うことができます。なお、PRビジネスの条件や商品の仕入れ条件
は「ディーラーランク」「正規ディーラー基本契約書」により異なります。

3）「ディーラーランク」の詳細は、「ディーラーランク規約」をご確認ください。
4）「正規ディーラー契約」の詳細は、「正規ディーラー基本契約書」をご確
認ください。

第55条  各種ビジネスの契約条件における優遇
1）ディーラーは「契約」締結後、ベネシード社が提供する「各種ビジネスの
契約の条件」を満たすことで、当該ディーラーの任意により、「各種ビジネ
スの契約」を締結することができます。

2）ベネシード社は、「契約」を締結したディーラーに対して、ベネシード社が
提供する「各種ビジネスの契約条件」を優遇します。

3）「各種ビジネスの契約内容、および契約条件、また優遇条件」は「各種ビ
ジネスの個別契約書面、および各種ビジネスの個別規約等」にてご確認
ください。

4）ベネシード社は、「契約」を締結したディーラーに対して、各種サービスを
無償もしくは優遇した内容で提供することがあります。各種サービスの内
容や条件は、各種サービスの個別規約等にてご確認ください。

第15章  ディーラー活動の義務と注意・禁止事項
第56条  書面の交付義務
1）募集ディーラー、または説明ディーラーが書面またはWEBに関わらず「契
約」を提案する際には、「ストアディーラーガイド（概要書面）」に必要事項
（説明ディーラー名・ディーラーコード・住所・電話番号）を記入し、内容を
十分に説明したうえで、契約を提案した相手に交付しなければなりません。

2）「ストアディーラー契約　初回商品発注書」に必要事項を記入したのち、
直ちに申込者控を、契約ディーラーに交付しなければなりません。

3）募集ディーラー、または説明ディーラーが書面またはWEBに関わらず
「ユーザー登録」を提案する際には、「ユーザー（愛用者）商品ご購入の
ご案内（概要書面）」に必要事項（説明ディーラー名・ディーラーコード・
住所・電話番号）を記入し、内容を十分に説明したうえで、ユーザー登録
を提案した相手に交付しなければなりません。

4）「ユーザー登録　初回商品発注書」に必要事項を記入したのち、直ちに
申込者控を、登録ユーザーに交付しなければなりません。

5）WEBで契約および登録する場合、ディーラーおよびユーザーが登録した
メールアドレスに、ベネシード社から「ご契約内容確認メール」または「ご
登録内容確認メール」が届きますので、必ずディーラーおよびユーザー
が確認し保存してください。

第57条  ディーラー活動時の禁止事項
1）「医薬品医療機器等法」、「特定商取引に関する法律」、その他関連法令（都
道府県や市町村が定める「条例」を含みます。）、最新の「ストアディーラー
ガイド（概要書面）、ストアディーラー契約　初回商品発注書、ストアディー
ラーハンドブック（契約書面）、マーケットビジネスマニュアル、ベネシード
社WEB掲載事項、WEBサービス利用規約など」に違反すること。

2）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のある方、学生、活動が十
分できない精神疾患患者、暴力団関係者等反社会的勢力等に対してディ
ーラー活動を行うこと。

3）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等である
商品について、医学的な主張、薬効や効果効能をうたうこと。

4）「不実の告知」、「事実の不告知」、「過量販売行為」「相手に威迫して困惑
させる行為」、「目的を隠して公衆の出入りしない場所へ誘引して営業す
る行為」、「債務履行の拒否や不当遅延行為」、「迷惑を覚えさせる行為」、
「判断力不足を悪用する行為」、「相手の知識・経験・財産に対し不適当
な営業行為」、「書面への虚偽記載行為」、「公共の場所において立ちふさ
がりやつきまとうなどの不適切な営業行為」、「消耗品の使用消費による
契約解除の妨げ行為」、「契約を断られた後の再契約の営業行為」などを
行うこと。

5）書面およびWEB契約にかかわらず、また契約ディーラーもしくは登録ユ
ーザーの同意の有無にかかわらず、募集ディーラー、または説明ディーラ
ー、その他第三者が「ディーラー契約/ユーザー登録　初回商品発注書」
などの自署欄に「契約ディーラー/登録ユーザー」以外の第三者が代筆行
為を行うこと。

6）ベネシード社から「契約」上、付与された各種ビジネスにおける認定、およ
びこれに付随する契約上の権利をベネシード社の書面による許可なく、
第三者に対して譲渡したり、担保に供すること。

7）「契約」上の義務の履行を第三者に対して委託すること。
8）ベネシード社、ベネシード社の関連会社、ベネシード社の取引先等ベネシ
ード社のすべてのディーラーやユーザーおよびカスタマーに対して、その
信用を傷つけ損害を与える行為。

9）ベネシード社の書面による承諾なしに、商品に関する宣伝・広告・印刷物・
ホームページその他ベネシード社に帰属する著作物を利用した製作物を
作成すること。

10）ディーラー活動を利用して、報酬システムとして認められない事項をディ
ーラーが自己の裁量で取引の相手方に口頭や書面その他の手段で約束
すること。

11）ベネシード社の発行する書面の内容を改ざんすること。
12）ディーラーがディーラー組織の中に特定派閥をつくり、互いの利害関係
を損ねたり、誹謗中傷したりすること。

13）ベネシード社のディーラー活動を利用して、ベネシード社から支給される
ディーラー報酬以外に、募集や紹介料等の名目を問わず不当な利益を相
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手方より得ること。
14）「契約」に基づく債務、またはその解除によって生じる債務の全部、また
は一部の履行を拒否し、または不当に遅延させること。

15）ベネシード社および他のディーラー、ユーザーおよびカスタマーに対して
損害をおよぼすこと。

16）ディーラー活動の場を利用して、他のディーラーに対してベネシード社と
は関係のない活動（政治活動、宗教活動、クロスリクルート、他社への引
き抜き行為、他社のビジネス活動、情報提供、名刺交換等）を行うこと。

17）刑事事件、民事事件、条例違反など事件の軽重を問わず犯罪など社会秩
序に反する行為を行うこと。

18）商品販売や「契約」にかかわる契約締結のディーラー活動を行う際に、
「名義貸し」、「消費者金融等からの借入の教唆」等、不正な行為を促す
こと。

19）ベネシード社が提供する宣伝・広告物（インターネット・パンフレット・チ
ラシ等一切の広告、販促物を含む。）以外のベネシード社が未承認の営業
ツールを使用してディーラー活動を行うこと。

20）ベネシード社と類似した営業活動を行う会社、ベネシード社と類似した
商品を扱うベネシード社以外の会社、個人または団体の従業員、役員とな
ること。また営業活動や収入を得ることを前提として、前述の会員になる
こと。

21）ベネシード社の社名、商標、ロゴマーク等を無断で用いることや、ベネシ
ード社の商標、ロゴマークなどについて、ベネシード社と権利を争うこと。

22）ベネシード社に迷惑となるような行為を行うこと。また、ベネシード社を
誹謗、中傷、侮辱し、その他ベネシード社の信用を著しく損なう行為を行
うこと。

23）ベネシード社の事前の書面による許可なく、インターネット（ベネシード
社およびベネシード社商品のブランドイメージを毀損する可能性のある、
または商品の使用方法を説明していない可能性のある通信販売およびネ
ットオークション等を含む。）等で商品を宣伝販売し、ディーラー活動を
行うこと。

24）ベネシード社やディーラーの商号や屋号等以外の企業名やグループ名
を用いてディーラー活動を行うこと。

25）ベネシード社以外の企業グループに迷惑をかけること。
26）ベネシード社が指定する未来貢献以外の未来貢献において、ベネシード
社の名称を用い、ベネシード社のディーラーであることを表示すること。

27）ベネシード社の事前の書面による許可なく、ベネシード社の名称を用い
て、イベント等の会場を予約すること。

28）マーケットチャートに記載されたディーラー以外の個人情報を、契約中、
契約の解除後に関わらず、第三者に漏えいすること。

第16章  協議・準拠法・合意管轄
第58条  協議事項
「契約」に該当しない事項等が生じ、ディーラーがベネシード社に異議を申し
立てた場合、当該ディーラーとベネシード社との間で信義誠実の原則に基づ
き協議して善処することとします。

第59条  準拠法
「契約」に関連してなされるベネシード社とディーラーとの間の契約は、すべ
て日本法に準拠して解釈されます。

第60条  合意管轄
「契約」に関連する一切の紛争を裁判によって解決する場合、大阪地方裁判
所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
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第17章  マーケットビジネス取扱商品一覧表
「商品名・名称・ディーラー販売価格・希望小売価格・原材料・成分・内容量等」

【サプリメントシリーズ（健康補助食品・飲料）】
商品名：アクティブシード・ワン
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/16,200円（税込） 
●購入単位/1個　●名称/ラクトフェリン・カシスエキス加工食品　●原材料
名/還元麦芽糖水飴（国内製造）、難消化性デキストリン、カシスエキス、アセロ
ラ粉末、大豆ペプチド、ブルーベリー葉エキス、発酵乳粉末、アイブライトエキ
ス、コエンザイムQ10 / セルロース、ラクトフェリン、甘味料（キシリトール）、
ヒドロキシプロピルセルロース、香料、ステアリン酸Ca、マリーゴールド色素、
クエン酸、ヘマトコッカス藻色素、グリセリン、トマト色素（トマトリコピン）、
ビタミンA、カルナウバロウ、（一部に乳成分・落花生・大豆を含む）　●内容
量/45.8g（254.4mg×180粒）　●栄養成分表示（6粒（約1.5g）中）/エネル
ギー4.84kcal、たんぱく質0.07g、脂質0.024g、炭水化物1.39g、食塩相当量
0.00076g、ビタミンA488μg、ビタミンC3.3mg

商品名：へパーラゴールド
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/16,200円（税込） 
●購入単位/1個　●名称/肝臓加水分解物加工食品　●原材料名/EPA含有
精製魚油（国内製造）、豚肝臓加水分解物、クリルオイル（オキアミ抽出物）、ト
コトリエノール含有パーム油 / ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、ラック色素、酸
化防止剤（ビタミンE）　●内容量/48g（400mg×120カプセル）　●栄養成
分表示（4カプセル（約1.6g）中）/エネルギー9.47kcal、たんぱく質0.57g、脂
質0.74g、炭水化物0.20g、食塩相当量0.0137g、ビタミンE3.06mg

商品名：グレーヌ・ポー ザ・ビューティ
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/16,200円（税込） 
●購入単位/1個　●名称/植物プラセンタ・セラミド含有食品　●原材料名/
植物プラセンタエキス末（カボチャプラセンタ、デキストリン）（国内製造）、還
元麦芽糖水飴、デキストリン、難消化性デキストリン、麦芽糖、ハトムギエキス
末、夕顔果実粉末、グァバ葉抽出物、海藻粉末、セラミド含有米胚芽抽出物、ヒ
アルロン酸、α-GPC（大豆を含む）、フィッシュエラスチン、桜の花エキス / 結
晶セルロース、シクロデキストリン、植物油脂、ビタミンC、シェラック、パント
テン酸カルシウム、葉酸、ビタミンB6、ビタミンB2、カルナウバロウ　●内容量
/ 18g（600mg（200mg×3粒）×30包　●栄養成分表示（1包（3粒：0.6g）
あたり）/エネルギー2.28kcal、たんぱく質0.014g、脂質0.014g、炭水化物
0.523g、食塩相当量0.0016g、セラミド1,800μg

商品名：ハイドロ エース「水素・ロコモ」
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/16,200円（税込） 
●購入単位/1個　●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　●原材料名/焼成カルシウム水素パウダー（サンゴ、ホタテ貝殻）（国内
製造）、コラーゲンペプチド（ゼラチンを含む）、鶏足エキス末（鶏肉・ゼラチンを
含む）、HMBカルシウム / 結晶セルロース、HPMC、貝殻未焼成カルシウム、ビタ
ミンD　●内容量/21.42g（238mg×90カプセル）　●栄養成分表示（3カプセル
（約0.714g）中）/エネルギー1.799kcal、たんぱく質0.146g、脂質0.001g、炭水
化物0.303g、食塩相当量0.004g、カルシウム88.536mg、ビタミンD9.996 μg

商品名：ブレインシード・ワン
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/16,200円（税込） 
●購入単位/1個　●名称/トウゲシバエキス末加工食品　●原材料名/中鎖
脂肪酸油（国内製造）、DHA含有精製魚油、トウゲシバエキス末（ヒューペルジ
ンA含有）、大麦乳酸発酵液ギャバ / ゼラチン、グリセリン、グリセリン脂肪酸
エステル、カカオ色素、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB12　●内容量/23.76g
（264mg×90カプセル）　●栄養成分表示（3カプセル（約0.792g）中）/エネ
ルギー5.24kcal、たんぱく質0.25g、脂質0.44g、炭水化物0.07g、食塩相当量
0.00g、ビタミンB11.23mg、ビタミンB61.12mg、ビタミンB1211.09μg

商品名：アクティブ アイ　10本入り
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/17,280円（税込） 
●購入単位/1箱（10本）　●名称/清涼飲料水　●原材料名/カシス果汁（ニ
ュージーランド産）、砂糖・異性化液糖、エリスリトール、カシスエキス（アント
シアニン含有）、ショウガ抽出物、デキストリン、サメ軟骨抽出物、アイブライト
抽出物 / 酸味料、香料、加工デンプン、甘味料（ステビア）、保存料（安息香酸
Na）、マリーゴールド色素、アスパラギン酸ナトリウム、リジン塩酸塩、マルト
デキストリン、ビタミンB12　●内容量/50mL×10本　● 栄養成分表示（1本

（50mL）あたり）/エネルギー10.5kcal、たんぱく質0.05g、脂質0.05g、炭水
化物2.5g、食塩相当量0.015g、カシスアントシアニン100mg、マリーゴールド
色素（ルテイン）10mg

商品名：デイ・フル カシス 3個セット
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/16,200円（税込） 
●購入単位/1セット（デイ・フル カシス3個）　●名称/カシスエキス加工食品　
●原材料名/カシス抽出粉末（カシスエキス、デキストリン）（国内製造）、デキ
ストリン、マルチトール / HPMC、ステアリン酸カルシウム　●内容量/1個4.2g
（210mg×20カプセル）　●栄養成分表示（2カプセル（約0.42g）中）/エネ
ルギー1.642kcal、たんぱく質0.004g、脂質0.01g、炭水化物0.384g、食塩相
当量0.00071g、カシスアントシアニン50mg

商品名：デイ・フル ルテイン 3個セット
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/16,200円（税込） 
●購入単位/1セット（デイ・フル ルテイン3個）　●名称/マリーゴールド加工
食品　●原材料名/デキストリン（国内製造） / HPMC、マリーゴールド色素、
ステアリン酸カルシウム　●内容量/1個3.8g（190mg×20カプセル）　●栄
養成分表示（2カプセル（約0.38g）中）/エネルギー1.543kcal、たんぱく質
0g、脂質0.021g、炭水化物0.339g、食塩相当量0.00063g、ルテインエステル
16mg

【コスメティックシリーズ（スキンケア化粧品）】
商品名：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
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/17,050円（税込） 
●購入単位/1セット（フェイシャル ウォッシュ・フェイシャル ローション各1個）
グレーヌ・ポー フェイシャル ウォッシュ
●種類別名称/洗顔料　●全成分/ミリスチン酸、水、グリセリン、水酸化K、ステ
アリン酸、ステアリン酸グリセリル、グリコシルトレハロース、加水分解水添デン
プン、ペポカボチャ胎座エキス、リンゴ果実培養細胞エキス、ヒト遺伝子組換オ
リゴペプチド-1、ヒト遺伝子組換ポリペプチド-11、水溶性プロテオグリカン、ア
ルガニアスピノサカルス培養エキス、ブドウ果実細胞エキス、セラミドEOP、セラ
ミドNP、セラミドAP、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、加水分解エラス
チン、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、エンテロコッカスフェカリス、ア
スコルビルリン酸Na、アスコルビルグルコシド、パルミチン酸レチノール、レチ
ノール、オウゴン根エキス、タチジャコウソウ花/葉エキス、メリアアザジラクタ葉
エキス、ウンシュウミカン果皮エキス、ウメ果実エキス、エーデルワイスエキス、
ヒメフウロエキス、アロエベラ葉エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、フィ
トスフィンゴシン、リンゴ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、ラベンダー
油、ニオイテンジクアオイ油、グレープフルーツ果皮油、レモン果皮油、ビターオ
レンジ葉/枝油、プチグレン油、ローズマリー葉油、パルマローザ油、スペアミント
油、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プ
ロリン、コレステロール、ヒマワリ種子油、トコフェロール、デキストリン、ソルビト
ール、PCA-Na、ベタイン、マンニトール、レシチン、イソマルト、ポリクオタニウム
-51、BG、プロパンジオール、オレンジ果汁、ライム果汁、レモン果汁、ラウロイル
ラクチレートNa、キサンタンガム、カルボマー、カラメル、塩化Na、コカミドプロピ
ルベタイン、ココイルメチルタウリンNa、コカミドDEA、エチドロン酸4Na、ペンチ
レングリコール、フェノキシエタノール　●内容量/70g
グレーヌ・ポー フェイシャル ローション
●種類別名称/化粧水　●全成分/水、BG、ペンチレングリコール、PEG/
PPG/ポリブチレングリコール-8/5/3グリセリン、ペポカボチャ胎座エキス、
リンゴ果実培養細胞エキス、ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-1、ヒト遺伝子
組換ポリペプチド-11、水溶性プロテオグリカン、アルガニアスピノサカル
ス培養エキス、ブドウ果実細胞エキス、セラミドEOP、セラミドNG、セラミド
NP、セラミドAG、セラミドAP、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、加
水分解エラスチン、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、コメヌカスフィ
ンゴ糖脂質、スフィンゴ糖脂質、エンテロコッカスフェカリス、アスコルビル
リン酸Na、アスコルビルグルコシド、グリチルリチン酸2K、パルミチン酸レ
チノール、レチノール、オウゴン根エキス、タチジャコウソウ花/葉エキス、メ
リアアザジラクタ葉エキス、ウンシュウミカン果皮エキス、ウメ果実エキス、
エーデルワイスエキス、ヒメフウロエキス、アロエベラ葉エキス、サンザシエ
キス、ナツメ果実エキス、フィトスフィンゴシン、リンゴ果実エキス、グレープ
フルーツ果実エキス、ラベンダー油、ニオイテンジクアオイ油、グレープフル
ーツ果皮油、レモン果皮油、ビターオレンジ葉/枝油、プチグレン油、ローズマ
リー葉油、パルマローザ油、スペアミント油、コレステロール、ヒマワリ種子
油、トコフェロール、デキストリン、フィトステロールズ、マンニトール、レシ
チン、水添レシチン、リゾレシチン、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、イソ
マルト、グリセリン、プロパンジオール、オレンジ果汁、ライム果汁、レモン果
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汁、ヒドロキシエチルセルロース、水酸化Na、ラウロイルラクチレートNa、ク
エン酸、クエン酸Na、キサンタンガム、PEG-40水添ヒマシ油、カルボマー、フ
ェノキシエタノール　●内容量/80mL

商品名：グレーヌ・ポー リンクル セラム
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/19,800円（税込） 
●購入単位/1個　●種類別名称/目もと・口もと用美容液　●全成分/水、トリエ
チルヘキサノイ16ン、グリセリン、ペンチレングリコール、ヘキサ（ヒドロキシステ
アリン酸/ステアリン酸/ロジン酸）ジペンタエリスリチル、ステアリン酸グリセリル
（SE）、ステアリン酸、シクロペンタシロキサン、パルミチン酸セチル、ジメチコン、
ポリソルベート60、グリコシルトレハロース、BG、ベヘニルアルコール、ペポカボ
チャ胎座エキス、リンゴ果実培養細胞エキス、ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-1、
ヒト遺伝子組換ポリペプチド-11、アセチルヘキサペプチド-8、ポルフィリジウム
クルエンタムエキス、ブルビネフルテスセンス葉汁、パルミトイルジペプチド-5ジ
アミノブチロイルヒドロキシトレオニン、パルミトイルトリペプチド-5、水溶性プ
ロテオグリカン、アルガニアスピノサカルス培養エキス、ブドウ果実細胞エキス、
セラミドEOP、セラミドNP、セラミドAP、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、
加水分解エラスチン、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、エンテロコッカス
フェカリス、アスコルビルリン酸Na、アスコルビルグルコシド、グリチルリチン酸
2K、パルミチン酸レチノール、レチノール、オウゴン根エキス、タチジャコウソウ花
/葉エキス、メリアアザジラクタ葉エキス、ウンシュウミカン果皮エキス、ウメ果実
エキス、エーデルワイスエキス、ヒメフウロエキス、アロエベラ葉エキス、サンザシ
エキス、ナツメ果実エキス、フィトスフィンゴシン、白金、プラセンタエキス、ラウロ
イルグルタミン酸ジ（フィトステリル/オクチルドデシル）、リンゴ果実エキス、グレ
ープフルーツ果実エキス、ローヤルゼリーエキス、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピ
ルトリモニウム、ラベンダー油、ニオイテンジクアオイ油、グレープフルーツ果皮
油、レモン果皮油、ビターオレンジ葉/枝油、プチグレン油、ローズマリー葉油、パ
ルマローザ油、スペアミント油、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、
アルギニン、トレオニン、プロリン、コレステロール、シア脂、スクワラン、パパイン、
ヒマワリ種子油、トコフェロール、デキストリン、加水分解水添デンプン、ソルビト
ール、PCA-Na、ベタイン、マンニトール、水添レシチン、イソマルト、プロパンジオ
ール、オレンジ果汁、ライム果汁、レモン果汁、炭酸水素Na、トリフルオロ酢酸テト
ラデシルアミノブチロイルバリルアミノ酪酸ウレア、ミツロウ、塩化Mg、プルラン、
（アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa）コポリマー、セ
ルロースガム、銀、ソルビン酸K、安息香酸Na、レシチン、ヒドロキシプロピルメチ
ルセルロース、ラウロイルラクチレートNa、テトラオレイン酸ソルベス-60、クエン
酸、キサンタンガム、カルボマー、フェノキシエタノール　●内容量/15g

商品名：グレーヌ・ポー リペア クリーム
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/16,500円（税込） 
●購入単位/1個　●種類別名称/クリーム　●全成分/水、グリセリン、トリエ
チルヘキサノイン、ジメチコン、ペンチレングリコール、ステアリン酸、BG、パ
ルミチン酸セチル、ステアリン酸グリセリル（SE）、ヘキサ（ヒドロキシステア
リン酸/ステアリン酸/ロジン酸）ジペンタエリスリチル、ポリソルベート60、ミ
ツロウ、ベヘニルアルコール、ペポカボチャ胎座エキス、リンゴ果実培養細胞
エキス、ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-1、ヒト遺伝子組換ポリペプチド-11、
アセチルヘキサペプチド-8、ポルフィリジウムクルエンタムエキス、ブルビネフ
ルテスセンス葉汁、パルミトイルジペプチド-5ジアミノブチロイルヒドロキシ
トレオニン、パルミトイルトリペプチド-5、水溶性プロテオグリカン、アルガニ
アスピノサカルス培養エキス、ブドウ果実細胞エキス、セラミドEOP、セラミド
NP、セラミドAP、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチ
ン、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、エンテロコッカスフェカリス、ア
スコルビルリン酸Na、アスコルビルグルコシド、グリチルリチン酸2K、パルミ
チン酸レチノール、レチノール、オウゴン根エキス、タチジャコウソウ花/葉エ
キス、メリアアザジラクタ葉エキス、ウンシュウミカン果皮エキス、ウメ果実エ
キス、エーデルワイスエキス、ヒメフウロエキス、アロエベラ葉エキス、サンザ
シエキス、ナツメ果実エキス、フィトスフィンゴシン、白金、プラセンタエキス、
リンゴ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、ローヤルゼリーエキス、ヒ
アルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ラベンダー油、ニオイテンジクア
オイ油、グレープフルーツ果皮油、レモン果皮油、ビターオレンジ葉/枝油、プ
チグレン油、ローズマリー葉油、パルマローザ油、スペアミント油、セリン、グ
リシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン、コ
レステロール、スクワラン、パパイン、ヒマワリ種子油、ダイズ油、トコフェロー
ル、デキストリン、加水分解水添デンプン、ソルビトール、グリコシルトレハロ
ース、PCA-Na、ベタイン、マンニトール、水添レシチン、イソマルト、プロパンジ
オール、オレンジ果汁、ライム果汁、レモン果汁、炭酸水素Na、トリフルオロ酢
酸テトラデシルアミノブチロイルバリルアミノ酪酸ウレア、塩化Mg、プルラン、
（アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa）コポリマ

ー、セルロースガム、銀、ソルビン酸K、安息香酸Na、レシチン、ヒドロキシプロ
ピルメチルセルロース、ラウロイルラクチレートNa、テトラオレイン酸ソルベ
ス-60、ニンジン根エキス、クエン酸、キサンタンガム、カルボマー、フェノキシ
エタノール　●内容量/30g

商品名：グレーヌ・ポー フェイシャル ローション ラージ
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/16,500円（税込） 
●購入単位/1個　●種類別名称/化粧水　●全成分/水、BG、ペンチレングリコ
ール、PEG/PPG/ポリブチレングリコール-8/5/3グリセリン、ペポカボチャ胎座
エキス、リンゴ果実培養細胞エキス、ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-1、ヒト遺伝
子組換ポリペプチド-11、水溶性プロテオグリカン、アルガニアスピノサカルス培
養エキス、ブドウ果実細胞エキス、セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミ
ドAG、セラミドAP、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチ
ン、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、コメヌカスフィンゴ糖脂質、スフィ
ンゴ糖脂質、エンテロコッカスフェカリス、アスコルビルリン酸Na、アスコルビル
グルコシド、グリチルリチン酸2K、パルミチン酸レチノール、レチノール、オウゴ
ン根エキス、タチジャコウソウ花/葉エキス、メリアアザジラクタ葉エキス、ウンシ
ュウミカン果皮エキス、ウメ果実エキス、エーデルワイスエキス、ヒメフウロエキ
ス、アロエベラ葉エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、フィトスフィンゴシ
ン、リンゴ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、ラベンダー油、ニオイテン
ジクアオイ油、グレープフルーツ果皮油、レモン果皮油、ビターオレンジ葉/枝油、
プチグレン油、ローズマリー葉油、パルマローザ油、スペアミント油、コレステロ
ール、ヒマワリ種子油、トコフェロール、デキストリン、フィトステロールズ、マンニ
トール、レシチン、水添レシチン、リゾレシチン、ジラウロイルグルタミン酸リシン
Na、イソマルト、グリセリン、プロパンジオール、オレンジ果汁、ライム果汁、レモン
果汁、ヒドロキシエチルセルロース、水酸化Na、ラウロイルラクチレートNa、クエ
ン酸、クエン酸Na、キサンタンガム、PEG-40水添ヒマシ油、カルボマー、フェノキ
シエタノール　●内容量/180mL

商品名：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
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/14,630円（税込） 
●購入単位/1セット（クレンジングＷ・フェイシャル ローション各1個）
グレーヌ・ポー クレンジングＷ
●種類別名称/クレンジング　●全成分/水、グリセリン、コカミドDEA、ラウラミ
ドプロピルベタイン、コカミドプロピルベタイン、ココイルグルタミン酸K、ペンチ
レングリコール、ペポカボチャ胎座エキス、リンゴ果実培養細胞エキス、ヒト遺
伝子組換オリゴペプチド-1、ヒト遺伝子組換ポリペプチド-11、水溶性プロテオ
グリカン、アルガニアスピノサカルス培養エキス、ブドウ果実細胞エキス、セラミ
ドEOP、セラミドNP、セラミドAP、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、加水
分解エラスチン、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、エンテロコッカスフェ
カリス、アスコルビルリン酸Na、アスコルビルグルコシド、パルミチン酸レチノー
ル、レチノール、オウゴン根エキス、タチジャコウソウ花/葉エキス、メリアアザジ
ラクタ葉エキス、ウンシュウミカン果皮エキス、ウメ果実エキス、エーデルワイス
エキス、ヒメフウロエキス、アロエベラ葉エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキ
ス、フィトスフィンゴシン、リンゴ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、ヒア
ルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ラベンダー油、ニオイテンジクアオイ
油、グレープフルーツ果皮油、レモン果皮油、ビターオレンジ葉/枝油、プチグレン
油、ローズマリー葉油、パルマローザ油、スペアミント油、コレステロール、パパイ
ン、ヒマワリ種子油、トコフェロール、デキストリン、マンニトール、レシチン、イソマ
ルト、BG、プロパンジオール、オレンジ果汁、ライム果汁、レモン果汁、ラウロイル
ラクチレートNa、クエン酸、キサンタンガム、カルボマー、（アクリレーツ/アクリル
酸アルキル（C10-30））クロスポリマー、ココイルグルタミン酸Na、エチドロン酸
4Na、フェノキシエタノール　●内容量/100g
グレーヌ・ポー フェイシャル ローション
●種類別名称/化粧水　●全成分/水、BG、ペンチレングリコール、PEG/PPG/
ポリブチレングリコール-8/5/3グリセリン、ペポカボチャ胎座エキス、リンゴ果実
培養細胞エキス、ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-1、ヒト遺伝子組換ポリペプチ
ド-11、水溶性プロテオグリカン、アルガニアスピノサカルス培養エキス、ブドウ
果実細胞エキス、セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミド
AP、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、加水分解ヒ
アルロン酸、ヒアルロン酸Na、コメヌカスフィンゴ糖脂質、スフィンゴ糖脂質、エ
ンテロコッカスフェカリス、アスコルビルリン酸Na、アスコルビルグルコシド、グ
リチルリチン酸2K、パルミチン酸レチノール、レチノール、オウゴン根エキス、タ
チジャコウソウ花/葉エキス、メリアアザジラクタ葉エキス、ウンシュウミカン果皮
エキス、ウメ果実エキス、エーデルワイスエキス、ヒメフウロエキス、アロエベラ葉
エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、フィトスフィンゴシン、リンゴ果実エ
キス、グレープフルーツ果実エキス、ラベンダー油、ニオイテンジクアオイ油、グ
レープフルーツ果皮油、レモン果皮油、ビターオレンジ葉/枝油、プチグレン油、
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ローズマリー葉油、パルマローザ油、スペアミント油、コレステロール、ヒマワリ
種子油、トコフェロール、デキストリン、フィトステロールズ、マンニトール、レシチ
ン、水添レシチン、リゾレシチン、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、イソマルト、
グリセリン、プロパンジオール、オレンジ果汁、ライム果汁、レモン果汁、ヒドロキ
シエチルセルロース、水酸化Na、ラウロイルラクチレートNa、クエン酸、クエン酸
Na、キサンタンガム、PEG-40水添ヒマシ油、カルボマー、フェノキシエタノール 
●内容量/80mL

商品名：ドゥ ソワン フォーム ╱ ローション セット
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/16,500円（税込） 
●購入単位/1セット（モイスチュア フォーム・トリートメント ローション各1個）

商品名：ドゥ ソワン フォーム ╱ オイル セット
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/17,600円（税込） 
●購入単位/1セット（モイスチュア フォーム・トリートメント オイル各1個）

商品名：ドゥ ソワン フォーム ╱ クリーム セット
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/16,500円（税込） 
●購入単位/1セット（モイスチュア フォーム・トリートメント クリーム各1個）

商品名：ドゥ ソワン ローション ╱ オイル セット
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/18,700円（税込） 
●購入単位/1セット（トリートメント ローション・トリートメント オイル各1個）

商品名：ドゥ ソワン ローション ╱ クリーム セット
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/17,600円（税込） 
●購入単位/1セット（トリートメント ローション・トリートメント クリーム各1個）

商品名：ドゥ ソワン オイル ╱ クリーム セット
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/18,700円（税込） 
●購入単位/1セット（トリートメント オイル・トリートメント クリーム各1個）

商品名：ドゥ ソワン モイスチュア フォーム 2個セット
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/15,400円（税込） 
●購入単位/1セット（モイスチュア フォーム2個）

商品名：ドゥ ソワン トリートメント ローション 2個セット
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/17,600円（税込） 
●購入単位/1セット（トリートメント ローション2個）

商品名：ドゥ ソワン トリートメント オイル 2個セット
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/19,800円（税込） 
●購入単位/1セット（トリートメント オイル2個）

商品名：ドゥ ソワン トリートメント クリーム 2個セット
●ディーラー販売価格/13,000円（税込）　●希望小売価格/17,600円（税込） 
●購入単位/1セット（トリートメント クリーム2個）

ドゥ ソワン モイスチュア フォーム
●種類別名称/化粧品（洗顔料）　●全成分/水、グリセリン、オレンジ果実水*、ラ
ウリン酸ポリグリセリル-10、ＢＧ、ココイルグルタミン酸2Ｎａ、グリコシルトレハ
ロース、加水分解水添デンプン、ペンチレングリコール、ラウリン酸スクロース、コ
コイルグルタミン酸Ｎａ、キイチゴエキス*、エーデルワイス花/葉エキス*、チャ葉
エキス*、バニラ果実エキス*、ゼニアオイ花エキス*、フユボダイジュ花エキス*、ト
ウキンセンカ花エキス*、ラベンダー花エキス*、サトザクラ花エキス、クロフサスグ
リ芽エキス*、香料、トレハロース、クエン酸、クエン酸Ｎａ、デヒドロ酢酸、ベンジル
アルコール　*オーガニック原料　●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/化粧品（化粧水）　●全成分/水、オレンジ果実水*、グリセリン、プ
ロパンジオール、ペンチレングリコール、キイチゴエキス*、エーデルワイス花/葉
エキス*、チャ葉エキス*、バニラ果実エキス*、ゼニアオイ花エキス*、フユボダイジ
ュ花エキス*、トウキンセンカ花エキス*、ラベンダー花エキス*、サトザクラ花エキ
ス、クロフサスグリ芽エキス*、シロキクラゲ多糖体、香料、トレハロース、グリコシ
ルトレハロース、ＢＧ、加水分解水添デンプン、クエン酸、クエン酸Ｎａ、キサンタ
ンガム、ラウリン酸ポリグリセリル-10、オレイン酸ポリグリセリル-10、デヒドロ酢
酸、ベンジルアルコール　*オーガニック原料　●内容量/120mL

ドゥ ソワン トリートメント オイル
●種類別名称/化粧品（オイル状美容液）　●全成分/ホホバ種子油*、アーモン
ド油*、ヒマワリ種子油、ローズヒップ油*、ザクロ種子油*、バオバブ種子油*、クロ
フサスグリ芽エキス*、ローズマリー葉エキス*、トウキンセンカ花エキス*、ラベン
ダー花エキス*、アルニカ花エキス*、ムラサキバレンギク花/葉/茎エキス*、メリッ
サ葉エキス*、アロエベラ葉エキス*、トコフェロール、香料　*オーガニック原料　
●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/化粧品（クリーム）　●全成分/水、オレンジ果実水*、トリ（カプリ
ル酸/カプリン酸）グリセリル、ステアリン酸グリセリル、ペンチレングリコール、セ
テアリルアルコール、ホホバ種子油*、シア脂*、ベヘニルアルコール、ミリスチン酸
オクチルドデシル、グリセリン、キイチゴエキス*、エーデルワイス花/葉エキス*、チ
ャ葉エキス*、バニラ果実エキス*、ゼニアオイ花エキス*、フユボダイジュ花エキス
*、トウキンセンカ花エキス*、ラベンダー花エキス*、サトザクラ花エキス、クロフサ
スグリ芽エキス*、香料、ヒマワリ種子油、トコフェロール、ＢＧ、ステアロイル乳酸
Ｎａ、アラビアゴム、キサンタンガム、デヒドロ酢酸、ベンジルアルコール　*オー
ガニック原料　●内容量/40g
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第18章  用語解説
1）「ベネシード社」とは株式会社ベネシードをいいます。
2）「ストアディーラー」とは、ベネシード社と「ストアディーラー契約」を締
結した契約社/者をいいます。ストアディーラー契約締結の条件は「法人
または店舗を有する、あるいは店舗を有することが前提の個人事業主」、
および「契約締結月の翌月末までに法人として起業、または個人事業主と
して個人事業の開業・廃業等届出書（控）の写しをベネシード社に提出で
きる者」であることです。

3）「ストアサブディーラー」とは、ベネシード社とストアサブディーラー契約
を締結した者をいいます。ストアサブディーラー契約締結の条件は「契約
締結時には、法人または個人事業主ではないが、契約時から1年以内での
法人または個人事業主としての起業を誓約し、ベネシード社が起業支援
を目的として特に認めた者」であることです。

4）「ディーラー、または認定ディーラー」とは、「ストアディーラー契約、または
ストアサブディーラー契約」を締結した契約社/者を総称していいます。

5）「ユーザー（愛用者）」（以下、「ユーザー）といいます。）とは、ベネシード
社から商品を購入し、専ら商品を愛用するお客様をいいます。

6）「募集ディーラー」とは、ベネシード社と新規契約締結を希望する法人や
個人事業主、またはユーザーを募集するディーラーをいいます。

7）「説明ディーラー」とは、ベネシード社と新規契約締結を希望する法人や
個人事業主、またはユーザーに対して、マーケットビジネスやディーラー
活動、また契約内容や契約の手続き等を説明するディーラーをいいます。

8）「直接募集ディーラー」とは、募集ディーラーがディーラーを募集して契約
を締結したとき、募集ディーラーが「被契約ディーラー」を指していいます。

9）「商品」とは「マーケットビジネス取扱商品」を指していいます。
10）「登録口座」とは、ベネシード社からディーラーに支払うディーラー報酬
等の送金先として、契約時に登録された金融機関口座をいいます。

11）「初回商品」とは、契約締結後、ベネシード社からディーラーに最初に出
荷される商品をいいます。

12）「定期購入」とは、口座振替もしくは代引またはクレジットカード決済の
いずれかの支払い方法により、当月と翌月以降の商品購入の予約を行
い、毎月定期的に商品を購入することをいいます。

13）「定期商品」とは、追加商品を除き、定期購入する商品をいいます。
14）「追加購入」とは、追加して商品を購入することをいいます。
15）「追加商品」とは、追加購入する商品をいいます。
16）「登録住所」とは、ディーラーの登記上の会社、および事務所または店舗
所在地をいいます。

17）「商品お届け先」とは、ディーラーが「メインストア」、およびすべての「サ
ブストア」で、商品や送付物の配送を希望するお届け先をいいます。

18）「商品お届け日」とは、ディーラーによって任意に選択された商品の購入
を行う日をいいます。

19）「契約日」とは、ベネシード社所定の審査により契約が承認された日をい
います。

20）「ディーラーコード」とは、「ディーラー」の個別識別番号をいい、契約締結後
にベネシード社から発行される「ディーラーカード」に記載されています。

21）「Power Course（パワーコース）」とは、ディーラーが「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。

22）「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。

23）「販促品」とは、ディーラーがマーケットビジネス活動・業務、およびディ
ーラー活動・業務を行うために使用するチラシやパンフレットなど、ベネ
シード社がディーラーに任意で販売（有料）する、販売促進用のツールの
総称をいいます。

24）「ポイント対象商品」とは、ディーラー報酬算定の基礎となるポイントが
発生する「マーケットビジネス取扱商品」を指していいます。

25）「ストア（S）」とは、契約を締結した契約社/者、およびユーザー登録した
登録者に提供される、ベネシード社のシステム上に配置される店舗をい
います。

26）1店舗目のストアを「メインストア（SA000）」といいます。
27）2店舗目以降のストアを「サブストア（SA001～SA999）」といいます。
28）「アカウント（A）」とは、システム上に配置されたストアの識別番号をいいます。
29）「ストアアカウント（SA）」とは、ストアごとの識別番号をいい、「SA000～

SA999」と表記されます。
30）「マーケット」とは、ディーラー報酬算定の基礎となるシステム上に配置
されたストアの集合体で、システム上の流通市場をいいます。

31）「マーケットビジネス」とは、ディーラーが新規ディーラーや新規ユーザ
ーの募集、育成などのディーラー活動を行い、マーケットビジネス取扱商

品の流通数、募集実績、売上実績により収益を得ることができるビジネス
モデルをいいます

32）「マーケットチャート」とは、マーケットのチャート図をいいます。
33）「各種ビジネス」とは、ベネシード社が提案する「マーケットビジネス、PR
（ピーアール）ビジネス、カルチャービジネス、コンサルティングビジネ
ス、ライセンスビジネス、フランチャイズビジネス等」、すべてのビジネスモ
デルをいいます。

34）「WEBサービス」とは、ストアディーラー契約締結後にディーラーがマー
ケットビジネス活動やディーラー活動を行うにあたり、WEBを通じてベネ
シード社から提供される様々なサービスを総称していいます。

第19章  附則
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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