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令和３年７月１６日 
 

複数の通信販売業者を統括していた通信販売業者に対する業
務停止命令（９か月）及び指示並びに当該業者の代表取締役に
対する業務禁止命令（９か月）について 
 
〇 消費者庁は、令和２年１月、８月及び１２月に、通信販売業者である株式

会社ＧＲＡＣＥ、株式会社ｗｏｎｄｅｒ及び株式会社Ｋａｎａｅｌに対して、

これらの事業者のウェブサイト上の表示に特定商取引法の規定に該当する行

為が認められるとして業務停止命令等の行政処分を行ったところです。 

  そして、消費者庁は、これらの事業者の通信販売事業を統括していた株式

会社ＬＩＢＥＬＬＡ（本店所在地：東京都新宿区）（以下「リベラ」といい

ます。）に対し、令和３年７月１５日、特定商取引法第１５条第１項の規定

に基づき、令和３年７月１６日から令和４年４月１５日までの９か月間、通

信販売（リベラが他の販売業者等と連携共同して行うものを含みます。）に

関する業務の一部（広告、申込受付及び契約締結）を停止するよう命じまし

た。 

 

〇 併せて、消費者庁は、リベラに対し、特定商取引法第１４条第１項の規定

に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築する

ことなどを指示しました。 

 

〇 また、消費者庁は、リベラの代表取締役である北原紘高に対し、特定商取

引法第１５条の２第１項の規定に基づき、令和３年７月１６日から令和４年

４月１５日までの９か月間、リベラに対して前記業務停止命令により業務の

停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該

業務を担当する役員となることを含みます。）の禁止を命じました。 

 

１ 処分対象事業者 

（１）名   称：株式会社ＬＩＢＥＬＬＡ 

（法人番号：５０１１００１１１６２３４） 

（２）本店所在地：東京都新宿区西新宿三丁目９番２号 

イマス西新宿第一ビル６Ｆ 

（３）代 表 者：代表取締役 北原 紘高（きたはら ひろたか） 
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（４）設   立：平成２９年５月１日 

（５）資 本 金：３００万円 

（６）取 引 類 型：通信販売 

（７）取 扱 商 品：健康食品（サプリメント）等 

 

２ 特定商取引法の規定に該当する行為 

顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為

（特定商取引法第１４条第１項第２号の規定に基づく特定商取引に関する法

律施行規則第１６条第１項第１号及び第２号） 

 

３ 消費者庁がした各行政処分の詳細は、以下の各別紙のとおりです。 

  別紙１：リベラに対する行政処分の概要 

  別紙２：北原紘高に対する行政処分の概要 
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【本件に関するお問合せ】 

 

本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消

費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承

ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 

なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話  

 を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲

介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 

 

北海道経済産業局消費者相談室     ０１１－７０９－１７８５ 

東北経済産業局消費者相談室      ０２２－２６１－３０１１ 

関東経済産業局消費者相談室      ０４８－６０１－１２３９ 

中部経済産業局消費者相談室      ０５２－９５１－２８３６ 

近畿経済産業局消費者相談室      ０６－６９６６－６０２８ 

中国経済産業局消費者相談室      ０８２－２２４－５６７３ 

四国経済産業局消費者相談室      ０８７－８１１－８５２７ 

九州経済産業局消費者相談室      ０９２－４８２－５４５８ 

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 ０９８－８６２－４３７３ 

 

 

○ 消費者ホットライン（全国統一番号）  １８８（局番なし） 

身近な消費生活相談窓口を御案内します。 

※一部の IP電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 

○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 
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  （別紙１） 

 

株式会社ＬＩＢＥＬＬＡに対する行政処分の概要 

 

１ 事業概要 

株式会社ＬＩＢＥＬＬＡ（以下「リベラ」という。）は、株式会社ＧＲＡＣ

Ｅ（以下「グレース」という。）、株式会社ｗｏｎｄｅｒ（以下「ワンダー」と

いう。）及び株式会社Ｋａｎａｅｌ（以下「カナエル」という。）（以下、これ

らの３法人を「リベラの関連法人」という。）とそれぞれ連携共同して、リベ

ラ及びリベラの関連法人の運営するウェブサイトにおいて、パソコン及びス

マートフォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方法により、健康食品

等の売買契約の申込みを受けてその販売を行っていることから、このようなリ

ベラがリベラの関連法人と連携共同して行う各健康食品等の販売は、特定商取

引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「特定商取引法」という。）

第２条第２項に規定する通信販売（以下「通信販売」という。）に該当する。 

 

２ 処分の内容 

（１）業務停止命令 

リベラは、令和３年７月１６日から令和４年４月１５日までの間、通信

販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

ア リベラが行う通信販売（他の販売業者等と連携共同して行うものを含

む。以下この項において同じ。）に関する商品の販売条件について広告を

すること。 

イ リベラが行う通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。 

ウ リベラが行う通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。 

 

（２）指示 

   リベラは、リベラの関連法人とそれぞれ連携共同して、特定商取引法第

１４条第１項第２号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則（昭

和５１年通商産業省令第８９号。以下「施行規則」という。）第１６条第１

項第１号及び第２号の規定に該当する顧客の意に反して売買契約の申込み

をさせようとする行為をしていた。かかる行為は、特定商取引法に規定す

る指示対象行為に該当するものであることから、当該行為の発生原因につ

いて、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライア

ンス体制を構築（法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切か

つ誠実に対応することを含む。）し、これらをリベラの役員及び従業員に、
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前記（１）の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

特定商取引法第１４条第１項及び第１５条第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

（１）リベラは、東京都新宿区西新宿三丁目９番２号イマス西新宿第一ビル６

Ｆに本店を置き、リベラの関連法人とそれぞれ連携共同して、健康食品等

を販売する事業を行っているものである。 

 

（２）リベラは、リベラの関連法人とそれぞれ連携共同して、リベラ及びリベ

ラの関連法人の運営するウェブサイトにおいて、パソコン及びスマート

フォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方法により、健康食品等

の売買契約の申込みを受けてその販売を行っていることから、このような

リベラがリベラの関連法人と連携共同して行う各健康食品等の販売は、通

信販売に該当する。 

   リベラは、平成３０年１０月以降、リベラの関連法人の設立の際にリベ

ラの代表取締役が出資又は資金提供を行い、リベラの従業員等をその役員

とするなどした上、リベラの関連法人が商品の仕入先又は製造委託先の事

業者に対して負担する代金支払債務を連帯保証するほか、リベラの関連法

人が行う通信販売における利益状況等をリベラの内部において広く共有し、

その事業方針をリベラの従業員等に具体的に指示するなどしている。そし

て、リベラは、リベラの関連法人が販売する商品の開発及び製造に係る業

務、ウェブサイトにおける表示を含む商品販売に係る業務、顧客対応に係

る業務等を主体的に行うなど、リベラの関連法人の通信販売事業をそれぞ

れ統括している。 

   以上により、リベラは、特定商取引法第２条第２項に規定する販売業者

に該当する。 

 

（３）グレースと連携共同して行った違反行為（特定商取引法第１４条第１項

第２号の規定に基づく施行規則第１６条第１項第１号の規定に該当する顧

客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為） 

リベラは、グレースと連携共同して、少なくとも令和元年１０月２８日

から令和２年１月２１日までの間、別添資料１及び別添資料２のとおり、

「ｅｍｉｃｈｉｌ ｓｔｏｒｅ」と称するウェブサイト（そのＵＲＬが htt

ps://store-grace.jp/shopping/lp.php?p=koujiであるもの。以下「グレー
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スのウェブサイト」という。）において、購入者に対して「麹の贅沢生酵素」

と称する健康食品（以下「グレースの商品」という。）を１か月に１回の頻

度で継続して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとな

る契約（以下「グレースの定期購入契約①」という。）の申込みとなる電子

計算機の操作を行う当該申込みの最終段階の画面（以下「グレースの最終

確認画面①」という。）上において、グレースの定期購入契約①の申込みを

完了させるためにクリック又はタップの操作をさせるボタンに「初回完全

無料の贅沢コースに参加する」と表示し、また、グレースのウェブサイト

において、購入者に対してグレースの商品を３か月に１回の頻度で継続し

て引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約（以

下「グレースの定期購入契約②」という。）の申込みとなる電子計算機の操

作を行う当該申込みの最終段階の画面（以下「グレースの最終確認画面②」

という。）上において、グレースの定期購入契約②の申込みを完了させるた

めにクリック又はタップの操作をさせるボタンに「購入完了ページへ」と

表示しているなど、もって当該操作がグレースの定期購入契約①又はグ

レースの定期購入契約②の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際

に容易に認識できるように表示していなかった。 

 

（４）ワンダーと連携共同して行った違反行為（特定商取引法第１４条第１項

第２号の規定に基づく施行規則第１６条第１項第２号の規定に該当する顧

客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為） 

リベラは、ワンダーと連携共同して、少なくとも令和２年４月１６日か

ら同年８月６日までの間、別添資料３から別添資料５までのとおり、「ＷＯ

ＮＤＥＲ ＳＴＯＲＥ」と称するウェブサイト（そのＵＲＬがhttps://won

der-store.jp/で始まるもの。以下「ワンダーのウェブサイト」という。）

における、購入者に対して「麹まるごと贅沢青汁」と称する健康食品（以

下「ワンダーの商品」という。）を定期的に継続して引き渡し、購入者がこ

れに対する代金の支払をすることとなる契約（以下「ワンダーの定期購入

契約」という。）の申込みとなる電子計算機の操作を行う当該申込みの最終

段階の画面（以下「ワンダーの最終確認画面」という。）上において、ワン

ダーの定期購入契約の主な内容である契約期間について、購入者から解約

通知がない限り契約が継続する無期限の契約である旨を明記せず、また、

ワンダーの定期購入契約の主な内容である解約条件について、ワンダーの

最終確認画面のうち、「特定商取引に関する法律」というリンク表示（以下

「ワンダーのリンク表示」という。）から遷移する「特定商取引に関する法

律に基づく表記」と称するページにおいて、「■定期購入のご解約について」
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との項目の下、「次回お届けの１４日前までにご連絡ください。」、「原則次

回お届けの１４日前までにご連絡ください。」又は「次回以降の解約をご希

望の場合、受け取った商品の発送日から１４日以内にご連絡ください。」な

どと記載しているものの、当該ページにおける表示を除いては、ワンダー

の最終確認画面に解約条件を表示していない上、ワンダーのリンク表示を、

ワンダーの定期購入契約の申込みを完了させるボタンより下に、同ボタン

に記載された文字及び初回の合計金額が表示された部分等と比して小さく

かつ目立たない色調で表示することにより、当該ページに解約条件が記載

されていることを容易に認識できないようにし、もって、ワンダーのウェ

ブサイトにおいてワンダーの商品に係る電子契約の申込みを受ける場合に

おいて、申込みの内容を、顧客が電子契約に係るパソコンやスマートフォ

ン等の電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにし

ていなかった。 

 

（５）カナエルと連携共同して行った違反行為（特定商取引法第１４条第１項

第２号の規定に基づく施行規則第１６条第１項第１号及び第２号の規定に

該当する顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為） 

ア リベラは、カナエルと連携共同して、少なくとも令和２年４月３日か

ら同年１０月２１日までの間、別添資料６のとおり、「ＬＡＶＩＮＡＬ 

ＳＨＯＰ」と称するウェブサイト（そのＵＲＬがhttps://lavinas-shop.

jp/で始まるもの。以下「カナエルのウェブサイト」という。）における、

購入者に対して「Ｔｒｕｅ ｕｐ（トゥルーアップ）」と称する健康食品

（以下「カナエルの商品」という。）を定期的に継続して引き渡し、購入

者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約（以下「カナエルの

定期購入契約」という。）の申込みとなる電子計算機の操作を行う当該申

込みの最終段階の画面（以下「カナエルの最終確認画面」という。）上に

おいて、カナエルの定期購入契約の主な内容である消費者が支払うこと

となる金額のうち、２回目以降のカナエルの商品の代金を表示せず、もっ

て、カナエルのウェブサイトにおいてカナエルの商品に係る電子契約の

申込みを受ける場合において、電子契約に係るパソコンやスマートフォ

ン等の電子計算機の操作が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が

当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないとともに、

当該申込みの内容を容易に確認し及び訂正できるようにしていなかった。 

 

  イ リベラは、カナエルと連携共同して、少なくとも令和２年４月３日か

ら同年１０月２１日までの間、カナエルのウェブサイトにおける、カナ
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エルの定期購入契約の申込みとなる電子計算機の操作を行うカナエルの

最終確認画面上において、カナエルの定期購入契約の主な内容である契

約期間について、購入者から解約通知がない限り契約が継続する無期限

の契約である旨を明記せず、また、カナエルの定期購入契約の主な内容

である解約条件について、カナエルの最終確認画面のうち、「特定商取引

に関する法律」というリンク表示（以下「カナエルのリンク表示」とい

う。）から遷移する「特定商取引に関する法律に基づく表記」と称するペー

ジにおいて、「■定期購入のご解約方法について」との項目の下、「次回

お届けの１４日前までにご連絡ください。」などと記載していたものの、

当該ページにおける表示を除いては、カナエルの最終確認画面に解約条

件を表示していなかった上、カナエルのリンク表示を、カナエルの定期

購入契約の申込みを完了させるボタンより下に、同ボタンに記載された

文字及び初回の合計金額が表示された部分等と比して小さくかつ目立た

ない色調で表示することにより、当該ページに解約条件が記載されてい

ることが容易に認識できないようにし、もって、カナエルのウェブサイ

トにおいてカナエルの商品に係る電子契約の申込みを受ける場合におい

て、申込みの内容を、顧客が電子契約に係るパソコンやスマートフォン

等の電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにし

ていなかった。 
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（別紙２） 

 

北原 紘高に対する行政処分の概要 

 

１ 名宛人 

  北原 紘高（きたはら ひろたか）（以下「北原」という。） 

 

２ 処分の内容 

 北原は、令和３年７月１６日から令和４年４月１５日までの間、特定商取

引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「特定商取引法」という。）

第２条第２項に規定する通信販売（以下「通信販売」という。）に関する業務

のうち、次の業務を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を

担当する役員となることを含む。）を禁止すること。 

（１）通信販売に関する商品の販売条件について広告をすること。 

（２）通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。 

（３）通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

  特定商取引法第１５条の２第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

（１）別紙１のとおり、株式会社ＬＩＢＥＬＬＡ（以下「リベラ」という。）に

対し、特定商取引法第１５条第１項の規定に基づき、リベラが行う通信販

売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。 

（２）北原は、リベラの代表取締役（特定商取引法第１５条の２第１項第１号

に規定する役員）であり、かつ、リベラが停止を命ぜられた業務の遂行に

主導的な役割を果たしている者に該当する。 

 

 

 



株式会社LIBELLA等が行う通信販売事業の概要等

事業の概要

株式会社LIBELLA
（代表取締役 北原紘高）

株式会社GRACE
「麹の贅沢生酵素」
（ダイエットサプリ）

株式会社wonder
「麹まるごと贅沢青汁」
（ダイエットサプリ）

株式会社Kanael
「True up」

（バストアップサプリ）

消費者

※ 消費者側に表示する事業者名は、それぞれ株式会社GRACE、株式会社wonder、
株式会社Kanaelであり、株式会社LIBELLAの名称は表示していなかった。

販 売

関連する行政処分の内容

〇特定商取引に関する法律に基づく行政処分

１．令和２年１月２１日 株式会社GRACE   指示

２．令和２年８月６日 株式会社wonder  業務停止命令（６か月）及び指示

３．令和２年１２月１７日 株式会社Kanael 業務停止命令（６か月）及び指示

関連法人の通信販売事業を統括（通信販売事業の方針について
指示、各商品の販売業務及び顧客対応業務を主体的に遂行）



▼ご注⽂者様情報

▼お⽀払⽅法・その他お問い合わせ

ご入力内容のご確認

下記ご注⽂内容で送信してもよろしいでしょうか︖
よろしければ、⼀番下の「ご注⽂完了ページへ」ボタンをクリックしてください。

商品写真 商品名 単価 個数 ⼩計

麹の贅沢⽣酵素【超贅沢コース】 0円 ※ 1個 0円 

⼩計
計 0円 

軽減税率対象(8%) 0円

送料 0円

⼿数料 0円

合計 0円 

単価欄に※が表⽰されている商品は軽減税率対象です。

■超贅沢コースのご解約について
超贅沢コースのご解約はいつでも可能です。
ただし1回目の商品お届けを受け取り後、 2回目を受け取らずに超贅沢コースを解約する場合のみ、
超贅沢コース購⼊特典・初回無料の対象外となりますので、
通常購⼊代⾦として下記の商品代⾦のお⽀払いが発⽣いたします。

■麹の贅沢⽣酵素 通常購⼊代⾦:本体価格5,480円(税抜)+送料300円(税抜)

上記 通常購⼊代⾦は、弊社より別途郵送でお送りする請求書にてお⽀払い頂く形になります。 予めご了承ください。 

お名前

お名前（フリガナ）

郵便番号

住所

電話番号

お⽀払⽅法 【次回以降⼿数料350円】コンビニ後払い

その他お問い合わせ oo

1/6 ページご入力内容のご確認-[emichil store]
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▼ご注⽂者様情報

▼お⽀払⽅法・その他お問い合わせ

ご⼊⼒内容のご確認

下記ご注⽂内容で送信してもよろしいでしょうか︖
よろしければ、⼀番下の「ご注⽂完了ページへ」ボタンをクリックしてください。

商品写真 商品名 単価 個数 ⼩計

麹の贅沢⽣酵素【贅沢おまとめコース】 8,618円 ※ 1個 8,618円 

⼩計
計 8,618円 

軽減税率対象(8%) 8,618円

送料 0円

手数料 0円

合計 8,618円 

単価欄に※が表⽰されている商品は軽減税率対象です。

※贅沢おまとめコースは3ヶ⽉分を⼀度におまとめにした特別セットです。
配送は3ヶ⽉に1度のペースで3袋をお届けします。
解約・休⽌・お届けペースの変更は、次回発送の14⽇前までにご連絡ください。
※次回のお届けからは11,980円(税抜)でのお届けになります。
※詳細は特定商取引法についてをご確認ください。

お名前

お名前（フリガナ）

郵便番号

住所

電話番号

お支払⽅法 【次回以降手数料350円】コンビニ後払い

その他お問い合わせ

ログイン カートを⾒る

HOME CATEGORY NEWS Q&A CONTACT

ご⼊⼒内容のご確認-[emichil store] Page 1 of 2
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▼ご注⽂者様情報

▼お⽀払⽅法・お届け時間の指定・その他お問い合わせ

ご⼊⼒内容のご確認

下記ご注⽂内容で送信してもよろしいでしょうか︖
よろしければ、⼀番下の「ご注⽂完了ページへ」ボタンをクリックしてください。

商品写真 商品名 単価 個数 返品特約 ⼩計

麹まるごと贅沢⻘汁【2箱贅沢コース】(定期購⼊) 1,058円 ※ 1個 1,058円

⼩計
計 1,058円

軽減税率対象(8%) 1,058円

送料 0円

⼿数料 350円

合計 1,408円

単価欄に※が表⽰されている商品は軽減税率対象です。

■2箱贅沢コースのご解約について

2箱贅沢コースは30⽇毎に2箱配送するコースです。

初回は980円(税抜)

次回以降は9,980円(税抜)+送料319円(税抜)で配送致します。

2箱贅沢コースのご解約はいつでも可能です。

お名前 佐藤 歩

お名前（フリガナ） サトウ アユム

郵便番号 〒100-0001

住所 東京都千代⽥区千代⽥999

電話番号 030-0000-000

お⽀払⽅法 【⼿数料350円】GMO後払い

お届け時間 指定なし

お届けサイクル 2020年4⽉16⽇から30⽇間隔

その他お問い合わせ

ログイン カートを⾒る

HOME CATEGORY NEWS Q&A CONTACT

別添資料３
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現在のカゴの中

商品数︓0点

合計︓0円

カ ゴ の 中 を ⾒ る

商品カテゴリー

健康⾷品

特定商取引に関する法律に基づく表記

販売業者 株式会社WONDER

運営責任者 三品考史

住所 〒321-0112
栃⽊県宇都宮市屋板町1096

電話番号 03-4590-5963

FAX番号 --

メールアドレス info@wonder-store.jp

URL https://wonder-store.jp/

商品以外の必要
代⾦

商品代⾦以外に下記料⾦が別途発⽣いたします。
◆消費税:10%
◆送料:本州⼀律:350円(税込) 
◆代引き⼿数料:350円(税込)
◆GMO後払い⼿数料:350円(税込)

※ご注意※
クレジットカードが利⽤できない場合(オーソリエラー)⼜は
後払い審査結果がNGの場合は「代⾦引換(⼿数料:350円)」に変更し発送させて頂きますの
で予めご了承下さい。

 ご利⽤者が未成年の場合、法定代理⼈の利⽤同意を得てご利⽤ください。

■遅延損害⾦について
弊社及び弊社が債権を委託している事業者からの請求に対して、ご利⽤者が⽀払期⽇までに
お⽀払いにならなかった場合、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払⽇まで年率14.6%の遅延損害⾦が発
⽣します。
予めご了承ください。

注⽂⽅法

1)ご購⼊されたい商品の[カゴに⼊れる]をクリックします。
2)ショッピングカート画⾯で[購⼊⼿続きへ]をクリックします。
3)お届け先を選択し、[選択したお届け先に送る]を押してください。
4)お⽀払⽅法を選択し、[次へ]をクリックします。
5)ご注⽂内容を確認して頂き[ご注⽂完了ページへ]を押してください。
6)買い物完了後、 ご注⽂確認メールが届きますのでご確認ください。

⽀払⽅法 ◆代⾦引換
◆クレジットカード
◆GMO後払い

■GMO後払いとは お客様の⼿元に商品が到着した後に代⾦をお⽀払い頂く決済⽅法です。
商品出荷後、商品とは別に払込票を郵送いたしますので、お近くの コンビニエンスストア・
銀⾏・LINE Payにてお⽀払いください。
※銀⾏振込の場合の⼿数料はお客様負担となります。また、振込先の⼝座番号は お取引ごと
に毎回異なりますので、請求書に記載された⼝座番号をご確認ください。

■お⽀払い期限 請求書発⾏から14⽇以内にお⽀払いください。お⽀払い期限は請求書にも
記載しております。

■後払い⼿数料 350円(税込)

■ご注意
・ご利⽤にあたり審査がございます。審査結果によっては「GMO後払い」を ご利⽤いただ
けない場合がございますので、その場合には別のお⽀払⽅法へ 変更をお願いします。
・「GMO後払い」はGMOペイメントサービス株式会社が提供するサービスです。 当社は
GMOペイメントサービス株式会社に対しサービスの範囲内で個⼈情報を提供し、 代⾦債権
を譲渡します。
・ご利⽤限度額はGMO後払い累計で、55,000円(税込)です。
・商品のお届け先が「運送会社留め」「郵便局留め」、また「学校」「病院」 「ホテル」な
ど⼀時滞在となる場合は、後払いをご利⽤いただけません。商品の転送サービスもご利⽤い

ログイン カートを⾒る

HOME CATEGORY NEWS Q&A CONTACT

当サイトについて

お問い合わせ

特定商取引法に関する法律

返品について

プライバシーポリシー
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ただけません。
※お届け先が勤務先の場合はご利⽤いただけますのでご住所の後に「勤務先」とご⼊⼒くだ
さい。
※ギフトのお届け先が⼀時滞在となるご住所の場合にはご利⽤になれます。

⽀払期限 ⽉末締め15⽇払い

引渡し時期 2〜7営業⽇
※予約販売時は引き渡しまで1か⽉程度お時間を頂きます。

返品・交換につ
いて

■キャンセルについて
 ご注⽂商品頂いた商品のキャンセルは、
 【ご注⽂後1時間以内】のご連絡でしたら受け付けることが可能です。
 当店の営業時間は午前9時から午後18時までとなっておりますので、営業時間外のご連絡
は電⼦メールにてお願いいたします。
 期限超過後のサイズ変更、キャンセルは⼀切受け付け致しかねますので予めご了承くださ
い。

■定期購⼊のご解約について
解約のご連絡は商品をお受け取り後いつでも可能です。
次回お届けの14⽇前までにご連絡ください。

※麹まるごと贅沢⻘汁(1箱贅沢コース、2箱集中コース)
 Bifiliss【超贅沢コース】の解約について

上記コースにお申し込みされた⽅は
1回⽬の商品お届けを受け取り後、2回⽬を受け取らずに定期購⼊を解約する場合のみ、
定期購⼊特典・初回無料の対象外となりますので、通常購⼊料⾦として下記の商品代⾦のお
⽀払いが発⽣いたします。
 
 ○麹まるごと贅沢⻘汁(1箱贅沢コース) 通常購⼊料⾦:本体価格6,480円(税抜)+送料319
円(税抜)
 ○麹まるごと贅沢⻘汁(2箱集中コース) 通常購⼊料⾦:本体価格12,960円(税抜)+送料
319円(税抜)

 〇Bifiliss【超贅沢コース】通常購⼊料⾦:本体価格6,980円(税抜)+送料319円(税抜)

上記商品解約料は、弊社より別途郵送でお送りする請求書にてお⽀払い頂く形になります。
予めご了承ください。

■定期購⼊のご解約・休⽌⽅法について
定期購⼊のご解約・休⽌はお電話でのみ承っております。次回お届けの14⽇前までにご連絡
ください。

⇒03-4590-5963

※営業時間9:00〜18:00
(⼟⽇・年末年始を除く)

※メール、⼿紙などでのご解約・休⽌は承っておりません。
なお休⽌やサイクル変更、ご注⽂内容の変更は2回⽬商品お受取り後から可能となっており
ますのでご了承くださいませ。

■返品について
 商品到着後のお客様のご都合による返品は受け付けておりません。
 お客様ご⾃⾝の判断でご注⽂頂いておりますので、思っていた商品と違った、
 必要が無くなった、間違えて注⽂した等での返品に関しては、⼀切お受けできませんので
予めご了承ください。
 ※ネット通販は「クーリングオフ」の対象外となります。

■商品の不備について
 万が⼀商品に不備があった場合は下記メールまでご連絡ください。
 商品到着後7⽇以内であれば交換対応させていただき、新品を送付させていただきます。
 ⇒info@wonder-store.jp

転売を⽬的とし
た弊社商品のご
購⼊について

転売した商品によりご購⼊者が不利益を受けた損害や、
転売が⾏われることで何かしらの被害を当社が受けた損害につきましては販売元へ賠償請求
いたします。
また、商品の画像を不正に使⽤した場合は著作権侵害で賠償請求いたします。
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▼ご注⽂者様情報

▼お⽀払⽅法・お届け時間の指定・その他お問い合わせ

ご⼊⼒内容のご確認

下記ご注⽂内容で送信してもよろしいでしょうか︖
よろしければ、⼀番下の「ご注⽂完了ページへ」ボタンをクリックしてください。

商品写真 商品名 単価 個数 返品特約 ⼩計

麹まるごと贅沢⻘汁【2箱贅沢コース】(定期購⼊) 1,058円 ※ 1個 1,058円

⼩計
計 1,058円

軽減税率対象(8%) 1,058円

送料 0円

⼿数料 350円

合計 1,408円

単価欄に※が表⽰されている商品は軽減税率対象です。

■2箱贅沢コースのご解約について

2箱贅沢コースは30⽇毎に2箱配送するコースです。

初回は980円(税抜)

次回以降は9,980円(税抜)+送料319円(税抜)で配送致します。

2箱贅沢コースのご解約はいつでも可能です。

お名前 ⼭⽥ 明

お名前（フリガナ） ヤマダ アキラ

郵便番号 〒100-0001

住所 東京都千代⽥区千代⽥999

電話番号 030-0000-000

お⽀払⽅法 【⼿数料350円】GMO後払い

お届け時間 指定なし

お届けサイクル 2020年4⽉22⽇から30⽇間隔

その他お問い合わせ

ログイン カートを⾒る

HOME CATEGORY NEWS Q&A CONTACT

別添資料４
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現在のカゴの中

商品数︓0点

合計︓0円

カ ゴ の 中 を ⾒ る

商品カテゴリー

健康⾷品

特定商取引に関する法律に基づく表記

販売業者 株式会社WONDER

運営責任者 三品考史

住所 〒321-0112
栃⽊県宇都宮市屋板町1096

電話番号 03-4590-5963

FAX番号 --

メールアドレス info@wonder-store.jp

URL https://wonder-store.jp/

商品以外の必要
代⾦

商品代⾦以外に下記料⾦が別途発⽣いたします。
◆消費税:10%
◆送料:本州⼀律:350円(税込) 
◆代引き⼿数料:350円(税込)
◆GMO後払い⼿数料:350円(税込)

※ご注意※
クレジットカードが利⽤できない場合(オーソリエラー)⼜は
後払い審査結果がNGの場合は「代⾦引換(⼿数料:350円)」に変更し発送させて頂きますの
で予めご了承下さい。

 ご利⽤者が未成年の場合、法定代理⼈の利⽤同意を得てご利⽤ください。

■遅延損害⾦について
弊社及び弊社が債権を委託している事業者からの請求に対して、ご利⽤者が⽀払期⽇までに
お⽀払いにならなかった場合、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払⽇まで年率14.6%の遅延損害⾦が発
⽣します。
予めご了承ください。

注⽂⽅法

1)ご購⼊されたい商品の[カゴに⼊れる]をクリックします。
2)ショッピングカート画⾯で[購⼊⼿続きへ]をクリックします。
3)お届け先を選択し、[選択したお届け先に送る]を押してください。
4)お⽀払⽅法を選択し、[次へ]をクリックします。
5)ご注⽂内容を確認して頂き[ご注⽂完了ページへ]を押してください。
6)買い物完了後、 ご注⽂確認メールが届きますのでご確認ください。

⽀払⽅法 ◆代⾦引換
◆クレジットカード
◆GMO後払い

■GMO後払いとは お客様の⼿元に商品が到着した後に代⾦をお⽀払い頂く決済⽅法です。
商品出荷後、商品とは別に払込票を郵送いたしますので、お近くの コンビニエンスストア・
銀⾏・LINE Payにてお⽀払いください。
※銀⾏振込の場合の⼿数料はお客様負担となります。また、振込先の⼝座番号は お取引ごと
に毎回異なりますので、請求書に記載された⼝座番号をご確認ください。

■お⽀払い期限 請求書発⾏から14⽇以内にお⽀払いください。お⽀払い期限は請求書にも
記載しております。

■後払い⼿数料 350円(税込)

■ご注意
・ご利⽤にあたり審査がございます。審査結果によっては「GMO後払い」を ご利⽤いただ
けない場合がございますので、その場合には別のお⽀払⽅法へ 変更をお願いします。
・「GMO後払い」はGMOペイメントサービス株式会社が提供するサービスです。 当社は
GMOペイメントサービス株式会社に対しサービスの範囲内で個⼈情報を提供し、 代⾦債権
を譲渡します。
・ご利⽤限度額はGMO後払い累計で、55,000円(税込)です。
・商品のお届け先が「運送会社留め」「郵便局留め」、また「学校」「病院」 「ホテル」な
ど⼀時滞在となる場合は、後払いをご利⽤いただけません。商品の転送サービスもご利⽤い

ログイン カートを⾒る

HOME CATEGORY NEWS Q&A CONTACT

当サイトについて

お問い合わせ

特定商取引法に関する法律

返品について

プライバシーポリシー
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ただけません。
※お届け先が勤務先の場合はご利⽤いただけますのでご住所の後に「勤務先」とご⼊⼒くだ
さい。
※ギフトのお届け先が⼀時滞在となるご住所の場合にはご利⽤になれます。

⽀払期限 ⽉末締め15⽇払い

引渡し時期 2〜7営業⽇
※予約販売時は引き渡しまで1か⽉程度お時間を頂きます。

返品・交換につ
いて

■キャンセルについて
 ご注⽂商品頂いた商品のキャンセルは、
 【ご注⽂後1時間以内】のご連絡でしたら受け付けることが可能です。
 当店の営業時間は午前9時から午後18時までとなっておりますので、営業時間外のご連絡
は電⼦メールにてお願いいたします。
 期限超過後のサイズ変更、キャンセルは⼀切受け付け致しかねますので予めご了承くださ
い。

■定期購⼊のご解約について
解約のご連絡は商品をお受け取り後いつでも可能です。
原則次回お届けの14⽇前までにご連絡ください。

※麹まるごと贅沢⻘汁(超贅沢チャレンジコース・贅沢チャレンジコース)
 Bifiliss(贅沢チャレンジコース)にの解約について

上記コースにお申し込みされた⽅は
1回⽬の商品をお受け取り後、2回⽬発送の7⽇前までにご連絡を頂ければ解約が可能です。
2回⽬の商品をお受け取り後は、次回お届けの14⽇前までにご連絡を頂ければ解約が可能で
す。

※麹まるごと贅沢⻘汁(1箱贅沢コース、2箱集中コース)
 Bifiliss【超贅沢コース】の解約について

上記コースにお申し込みされた⽅は
1回⽬の商品お届けを受け取り後、2回⽬を受け取らずに定期購⼊を解約する場合のみ、
定期購⼊特典・初回無料の対象外となりますので、商品解約料として下記の商品代⾦のお⽀
払いが発⽣いたします。
 
 ○麹まるごと贅沢⻘汁(1箱贅沢コース) 初⽉解約料:本体価格6,480円(税抜)+送料319円
(税抜)
 ○麹まるごと贅沢⻘汁(2箱集中コース) 初⽉解約料:本体価格12,960円(税抜)+送料319
円(税抜)

 〇Bifiliss【超贅沢コース】初⽉解約料:本体価格6,980円(税抜)+送料319円(税抜)

上記商品解約料は、弊社より別途郵送でお送りする請求書にてお⽀払い頂く形になります。
予めご了承ください。

※麹まるごと贅沢⻘汁(集中美ボディコース)をお申し込みされた⽅について
集中美ボディコースは90⽇毎に⻘汁6箱+Bifiliss3袋を配送するコースです。
初回は29960円(税抜)、次回以降は44940円(税抜)で配送致します。

※麹まるごと贅沢⻘汁(徹底美ボディコース)をお申し込みされた⽅について
徹底美ボディコースは90⽇毎に⻘汁6箱+Bifiliss3袋を配送するコースです。
初回は27960円(税抜)、次回以降は41940円(税抜)で配送致します。
このコースは2回のお受け取り(合計69900円(税抜))が条件となります。
期間中の途中解約はできませんので予めご了承ください。

※麹まるごと贅沢⻘汁(究極美ボディコース)
究極美ボディコースは90⽇毎に⻘汁6箱+Bifiliss3袋を配送するコースです。
初回は25960円(税抜)、次回以降は38940円(税抜)で配送致します。
このコースは4回のお受け取り(合計142780円(税抜))が条件となります。
期間中の途中解約はできませんので予めご了承ください。

■定期購⼊のご解約・休⽌⽅法について
定期購⼊のご解約・休⽌はお電話でのみ承っております。次回お届けの14⽇前までにご連絡
ください。

⇒03-4590-5963

※営業時間9:00〜18:00
(⼟⽇・年末年始を除く)

※メール、⼿紙などでのご解約・休⽌は承っておりません。
なお休⽌やサイクル変更、ご注⽂内容の変更は2回⽬商品お受取り後から可能となっており
ますのでご了承くださいませ。

■返品について
 商品到着後のお客様のご都合による返品は受け付けておりません。
 お客様ご⾃⾝の判断でご注⽂頂いておりますので、思っていた商品と違った、
 必要が無くなった、間違えて注⽂した等での返品に関しては、⼀切お受けできませんので
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予めご了承ください。
 ※ネット通販は「クーリングオフ」の対象外となります。

転売を⽬的とし
た弊社商品のご
購⼊について

転売した商品によりご購⼊者が不利益を受けた損害や、
転売が⾏われることで何かしらの被害を当社が受けた損害につきましては販売元へ賠償請求
いたします。
また、商品の画像を不正に使⽤した場合は著作権侵害で賠償請求いたします。
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▼ご注⽂者様情報

▼お⽀払⽅法・お届け時間の指定・その他お問い合わせ

ご⼊⼒内容のご確認

下記ご注⽂内容で送信してもよろしいでしょうか︖
よろしければ、⼀番下の「ご注⽂完了ページへ」ボタンをクリックしてください。

商品写真 商品名 単価 個数 返品特約 ⼩計

麹まるごと贅沢⻘汁【2箱贅沢コース】(定期購⼊) 1,058円 ※ 1個 1,058円

⼩計
計 1,058円

軽減税率対象(8%) 1,058円

送料 0円

⼿数料 350円

合計 1,408円

単価欄に※が表⽰されている商品は軽減税率対象です。

■2箱贅沢コースのご解約について

2箱贅沢コースは30⽇毎に2箱配送するコースです。

初回は980円(税抜)

次回以降は9,980円(税抜)+送料319円(税抜)で配送致します。

2箱贅沢コースのご解約はいつでも可能です。

お名前 ⼭⽥ 明

お名前（フリガナ） ヤマダ アキラ

郵便番号 〒236-0001

住所 神奈川県横浜市⾦沢区昭和町999

電話番号 030-0000-000

お⽀払⽅法 【⼿数料350円】GMO後払い

お届け時間 指定なし

お届けサイクル 2020年5⽉21⽇から30⽇間隔

その他お問い合わせ

ログイン カートを⾒る

HOME CATEGORY NEWS Q&A CONTACT

別添資料５
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現在のカゴの中

商品数︓0点

合計︓0円

カ ゴ の 中 を ⾒ る

商品カテゴリー

健康⾷品

特定商取引に関する法律に基づく表記

販売業者 株式会社wonder

運営責任者 三品考史

住所 〒321-0112
栃⽊県宇都宮市屋板町1096

電話番号 0570-023-023

メールアドレス info@wonder-store.jp

URL https://wonder-store.jp/

商品以外の必要
代⾦

商品代⾦以外に下記料⾦が別途発⽣いたします。
◆消費税:10%
◆送料:本州⼀律:350円(税込) 
◆代引き⼿数料:350円(税込)
◆GMO後払い⼿数料:350円(税込)

※ご注意※
クレジットカード・AmazonPayが利⽤できない場合(オーソリエラー)
もしくはGMO後払い審査結果がNGの場合は
「代⾦引換(⼿数料:350円)」に変更し発送させて頂きますので予めご了承下さい。

 GMO後払いについては下記「⽀払⽅法」の欄をご確認ください。

 ご利⽤者が未成年の場合、法定代理⼈の利⽤同意を得てご利⽤ください。

■遅延損害⾦について
弊社及び弊社が債権を委託している事業者からの請求に対して、ご利⽤者が⽀払期⽇までに
お⽀払いにならなかった場合、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払⽇まで年率14.6%の遅延損害⾦が発
⽣します。
予めご了承ください。

注⽂⽅法

1)ご購⼊されたい商品の[カゴに⼊れる]をクリックします。
2)ショッピングカート画⾯で[購⼊⼿続きへ]をクリックします。
3)お届け先を選択し、[選択したお届け先に送る]を押してください。
4)お⽀払⽅法を選択し、[次へ]をクリックします。
5)ご注⽂内容を確認して頂き[ご注⽂完了ページへ]を押してください。
6)買い物完了後、 ご注⽂確認メールが届きますのでご確認ください。

⽀払⽅法 ◆代⾦引換
◆クレジットカード
◆Amazon pay
◆GMO後払い

■GMO後払いとは お客様の⼿元に商品が到着した後に代⾦をお⽀払い頂く決済⽅法です。
商品出荷後、商品とは別に払込票を郵送いたしますので、お近くの コンビニエンスストア・
銀⾏・LINE Payにてお⽀払いください。
※銀⾏振込の場合の⼿数料はお客様負担となります。また、振込先の⼝座番号は お取引ごと
に毎回異なりますので、請求書に記載された⼝座番号をご確認ください。

■お⽀払い期限 請求書発⾏から14⽇以内にお⽀払いください。お⽀払い期限は請求書にも
記載しております。

■後払い⼿数料 350円(税込)

■ご注意
・ご利⽤にあたり審査がございます。審査結果によっては「GMO後払い」を ご利⽤いただ
けない場合がございますので、その場合には別のお⽀払⽅法へ 変更をお願いします。
・「GMO後払い」はGMOペイメントサービス株式会社が提供するサービスです。 当社は
GMOペイメントサービス株式会社に対しサービスの範囲内で個⼈情報を提供し、 代⾦債権
を譲渡します。
・ご利⽤限度額はGMO後払い累計で、55,000円(税込)です。
・商品のお届け先が「運送会社留め」「郵便局留め」、また「学校」「病院」 「ホテル」な
ど⼀時滞在となる場合は、後払いをご利⽤いただけません。商品の転送サービスもご利⽤い
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ただけません。
※お届け先が勤務先の場合はご利⽤いただけますのでご住所の後に「勤務先」とご⼊⼒くだ
さい。
※ギフトのお届け先が⼀時滞在となるご住所の場合にはご利⽤になれます。

⽀払期限 ⽉末締め15⽇払い

引渡し時期 2〜7営業⽇
※予約販売時は引き渡しまで1か⽉程度お時間を頂きます。

返品・交換につ
いて

■キャンセルについて
 ご注⽂商品頂いた商品のキャンセルは、
 【ご注⽂後1時間以内】のご連絡でしたら受け付けることが可能です。
 当店の営業時間は午前9時から午後18時までとなっておりますので、営業時間外のご連絡
は電⼦メールにてお願いいたします。
 期限超過後のサイズ変更、キャンセルは⼀切受け付け致しかねますので予めご了承くださ
い。

■定期購⼊のご解約について
解約のご連絡は商品をお受け取り後いつでも可能です。
次回以降の解約をご希望の場合、受け取った商品の発送⽇から14⽇以内にご連絡ください。

※麹まるごと贅沢⻘汁(2箱贅沢コース)
 Bifiliss(贅沢コース)の解約について
上記コースにお申し込みされた⽅は、
受け取った商品の発送⽇から14⽇以内にご連絡を頂ければ解約が可能です。

※麹まるごと贅沢⻘汁(超贅沢チャレンジコース・贅沢チャレンジコース)
 Bifiliss(贅沢チャレンジコース)の解約について

上記コースにお申し込みされた⽅は
1回⽬の商品発送⽇から7⽇以内にご連絡を頂ければ解約が可能です。
2回⽬以降につきましては、受け取った商品の発送⽇から14⽇以内までにご連絡を頂ければ
解約が可能です。

※麹まるごと贅沢⻘汁(1箱贅沢コース、2箱集中コース)
 Bifiliss【超贅沢コース】の解約について

上記コースにお申し込みされた⽅は
1回⽬の商品お届けを受け取り後、2回⽬を受け取らずに定期購⼊を解約する場合のみ、
定期購⼊特典・初回無料の対象外となりますので、商品解約料として下記の商品代⾦のお⽀
払いが発⽣いたします。
 
 ○麹まるごと贅沢⻘汁(1箱贅沢コース) 初⽉解約料:本体価格6,480円(税抜)+送料319円
(税抜)
 ○麹まるごと贅沢⻘汁(2箱集中コース) 初⽉解約料:本体価格12,960円(税抜)+送料319
円(税抜)

 〇Bifiliss【超贅沢コース】初⽉解約料:本体価格6,980円(税抜)+送料319円(税抜)

上記商品解約料は、弊社より別途郵送でお送りする請求書にてお⽀払い頂く形になります。
予めご了承ください。

※麹まるごと贅沢⻘汁(集中美ボディコース)をお申し込みされた⽅について
集中美ボディコースは90⽇毎に⻘汁6箱+Bifiliss3袋を配送するコースです。
初回は29960円(税抜)、次回以降は44940円(税抜)で配送致します。

※麹まるごと贅沢⻘汁(徹底美ボディコース)をお申し込みされた⽅について
徹底美ボディコースは90⽇毎に⻘汁6箱+Bifiliss3袋を配送するコースです。
初回は27960円(税抜)、次回以降は41940円(税抜)で配送致します。
このコースは2回のお受け取り(合計69900円(税抜))が条件となります。
期間中の途中解約はできませんので予めご了承ください。

※麹まるごと贅沢⻘汁(究極美ボディコース)
究極美ボディコースは90⽇毎に⻘汁6箱+Bifiliss3袋を配送するコースです。
初回は25960円(税抜)、次回以降は38940円(税抜)で配送致します。
このコースは4回のお受け取り(合計142780円(税抜))が条件となります。
期間中の途中解約はできませんので予めご了承ください。

■定期購⼊のご解約・休⽌⽅法について
定期購⼊のご解約・休⽌はお電話でのみ承っております。
次回以降の解約をご希望の場合、受け取った商品の発送⽇から14⽇以内にご連絡ください。

⇒0570-023-023

※営業時間9:00〜18:00
(⼟⽇・年末年始を除く)

※メール、⼿紙などでのご解約・休⽌は承っておりません。
なお休⽌やサイクル変更、ご注⽂内容の変更は2回⽬商品お受取り後から可能となっており
ますのでご了承くださいませ。
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■返品について
 商品到着後のお客様のご都合による返品は受け付けておりません。
 お客様ご⾃⾝の判断でご注⽂頂いておりますので、思っていた商品と違った、
 必要が無くなった、間違えて注⽂した等での返品に関しては、⼀切お受けできませんので
予めご了承ください。
 ※ネット通販は「クーリングオフ」の対象外となります。

■全額返⾦保証について
麹まるごと贅沢⻘汁 超実感コースは、商品をお使いいただいて何の効果も実感していただけ
ない場合
クレジットカード決済で始めてお申し込みの⽅に限り、初回購⼊代⾦を全額返⾦致します。

ただし、返⾦が保証されるのは初回購⼊分のみとなります。

全額返⾦保証をご利⽤のお客様は事前にお電話でのご連絡をお願いいたします。
事前のご連絡なく商品を返品されましてもお受け出来かねます。

また、下記点が揃わない場合、全額返⾦保証の対象外となりますのでご了承ください。

①お買い上げ納品書
②お届けした商品のパッケージ
③お届けした商品に同梱されているチラシ全て

※返⾦制度の有効期限は初回ご注⽂⽇から30⽇以内になります。
※ご返送頂く際の送料・ご返⾦にかかる振込⼿数料はお客様のご負担となりますので予めご
了承ください。

転売を⽬的とし
た弊社商品のご
購⼊について

転売した商品によりご購⼊者が不利益を受けた損害や、
転売が⾏われることで何かしらの被害を当社が受けた損害につきましては販売元へ賠償請求
いたします。
また、商品の画像を不正に使⽤した場合は著作権侵害で賠償請求いたします。

▲ PAGE TOP
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