「めいすいクラブ」会員規約
（2022 年 1 月 28 日改定）
※記載の金額はすべて税込み価格となります。

会社概要
会 社 名
代表取締役
所 在 地

登録時のお支払い

株式会社ジェイイーエス
佐藤 雄功進
〒 164-0003
東京都中野区東中野 3-8-13
ＴＥＬ 03-3364-7401
ＦＡＸ 03-3364-7407

ＭＳＲビル７Ｆ

会員登録の方法と条件
1） 会員登録資格は、社会人に限ります。（学生は不可）
2） インターネットでのご登録あるいは「めいすいクラブ会員登録
申請書」（以下申請書）による会員登録となります。
3） 口座振替、クレジットカード、Paidy の名義は、申請者と同一
名義であることが必要です。
4） 申請書での登録は必要事項を記入し、郵送してください。定期
購入のお支払い方法が口座振替の場合は、申請書と預金口座振
替依頼書の計２枚を郵送してください。
5） 登録日はインターネットでのお申込み後にＪＥＳが承認した時
点、申請書による登録の場合は、書類到着後に JES が承認し
た時点となります。
6） 以下に定める事項に該当する方は、会員登録ができません。
◎破産者、成年被後見人、被保佐人
◎以前、会員登録をしており、何らかの理由で除名処分になった方
◎組織暴力団関係者
◎日本国内に在留資格のない外国籍の方、また在留資格があり
日本滞在が１年未経過の方
◎ JES が登録を承認しなかった方。なお JES は承認しなかっ
た理由を開示しません。

毎月の定期購入コースとお支払い価格
1） 定期購入コースは下記の 3 コースがあります。
① 500 ｍ L コース：希望の命水 500mL 及びぱぱっとミネ
ラル 100mL 各 1 本。
毎月のお支払い価格：5,832 円
② 1 Ｌコース：希望の命水１L 1 本。
毎月のお支払い価格：5,832 円
③ 2 Ｌコース：希望の命水２L 1 本。
毎月のお支払い価格：9,720 円
2） コース変更は随時可能です。当月１５日までに申請された場合
は翌月から、当月１６日以降に申請された場合は翌々月からの
変更となります。
コース名

500mL
コース

１L
コース

２L
コース

毎月の
お届け内容

希望の命水
500mL 及び
ぱぱっとミネラル
１本 (100mL)

希望の命水１L
1本

希望の命水２L
1本

通常価格（税込）

6,480 円

6,480 円

10,800 円

掛率

90％

90％

90％

5,832 円
5,832 円
9,720 円
会員価格（税込）
（送料サービス） （送料サービス） （送料サービス）
登録時のみ
2 ヶ月分先払い

2 ヶ月分
11,664 円

2 ヶ月分
11,664 円

2 ヶ月分
19,440 円

1） 会員登録時は登録月と翌月分の 2 ヶ月分の商品のお届けとな
り、2 ヶ月分まとめてのお支払いです。お届けは都度発送とな
ります。
各コースの登録時お支払い価格は以下になります。
① 500 ｍ L コース： 11,664 円（5,832 円× 2 ヶ月分）
② 1 Ｌコース： 11,664 円（5,832 円× 2 ヶ月分）
③ ２Ｌコース： 19,440 円（9,720 円× 2 ヶ月分）
2） お支払い方法は、クレジットカード、または、Paidy 翌月払い
（インターネットでの登録限定）
、代金引換（申請書での登録限
定）のいずれかをお選びいただけます。

毎月の定期購入のお届け日とお支払い
1） 会員登録を完了した月（登録日が基準。以下登録月）の翌々月
から毎月 25 日頃にお届けします。日付指定はできません。
2） 口座振替は登録月から最短で翌々月から開始されます。口座振
替日は毎月６日
（金融機関が休みの場合は翌営業日）
となります。
3） クレジットカードの引落日は、お客様とカード会社の契約によ
り異なります。
4） Paidy 翌月払いに関するお支払時期や方法、手数料等の諸条件
は、Paidy の規定によります。
5） 代金引換でのお支払いは、送料（出荷手数料含む）880 円を
商品代金に加算した価格でのお届けです。
6） 定期購入分の送料（出荷手数料を含む）は、原則無料です。た
だし、残高不足等で口座振替ができなかった場合は自動的に代
金引換での発送となり、送料（出荷手数料含む）880 円を加
算し発送されます。
7） 金融機関との手続きの関係上、最初の引落日が遅れる場合があ
ります。その際、引き落としが実行されるまでの期間の定期購
入分は、原則代金引換となります（この場合は出荷手数料含む
送料無料）
。
8） 配送停止の申請がなく、定期購入の商品到着時に「受取拒否」
をされた場合は 1,760 円（往復送料及び出荷手数料）
、代金引
換の場合は 2,200 円（往復送料、出荷手数料及び代引手数料）
をご負担いただきます。

解約・休止・解除
1） 会員の解約、休止は、JES サポートセンター（0120-998-711）
へお電話にて申請してください。受付時間は土日祝日を除く
9:30 から 18:00 です。
2） 会員の解約、休止は、当月 15 日までに申請された場合は翌月
から、当月 16 日以降に申請された場合は翌々月からの配送停
止となります。
3） 休止は最長 6 ヶ月間まで認められます。また会員復活後 3 ヶ
月以内での再休止や、
商品ロット購入後 6 ヶ月（購入月を含む）
以内の休止、受取拒否等は登録解除扱いとなります。
4） 以下に該当する場合は、JES の判断で会員登録を解除させてい
ただきます。
◎刑法、
薬機法等の関連法規に違反し、
また反社会的行為があっ
た場合。
◎ JES に虚偽の申告をした場合。
◎他の会員、第三者もしくは JES に、迷惑、不利益、損害を
与える行為があった場合。
◎上記以外に、JES が会員としてふさわしくないと判断した場合。

5） JES の判断により登録を解除された会員は再登録できません。

追加注文
1） 会員は会員登録が JES にて承認された後、会員価格で商品を
購入することができます。商品購入にかかる出荷手数料（送料
含む）は、1 万円以上は無料、1 万円未満は 880 円となります。
（本州以外は除く）
2） 追加注文申込みの際、JES 指定の銀行へ事前振込みいただくか
（振込手数料はご本人負担）、クレジットカード払い、あるいは
代金引換の、いずれかのお支払方法をお選びいただけます。

商品代金等のお振込み先
三菱UFJ銀行 東中野支店
普通預金 1612398
ゆうちょ銀行 記号 10190
番号 62105191
口 座 名 義 株式会社ジェイイーエス

返品ルール
登録時、追加注文時の発送後のキャンセル及びお客様都合による
返品はお受けできません。

還元プレゼント
1） 年 2 回（6 月、12 月）対象者に「還元プレゼント」として商
品を均等分配いたします。
2） 対象期間
① 6 月プレゼント分 :12 月 1 日から 5 月 31 日まで
② 12 月プレゼント分 :6 月 1 日から 11 月 30 日まで
3） 対象者
JES が定める条件を満たしためいすいクラブ会員のうち、期間
中に対象商品を JES が定めた一定額以上ご購入された会員。
※各対象期間中に毎期の目安や条件等を告知いたします。
※定期購入休止期間中は還元プレゼントの対象外となります。

還元セール

個人情報の取扱
1） JES では、個人情報の保護について極めて重要なことと認識し
ており、会員のプライバシーを最大限に尊重し、その管理と保
護をおこない、継続的に改善・向上に努めます。
2） 個人を識別できる情報、及び当該個人が購入した商品やサービ
ス等の情報を「個人情報」と定義します。
3） JES で把握する会員の個人情報については、以下のような目的
で利用させていただきます。
◎ JES の商品・サービス・セミナー・会報等の情報を提供す
るため。
◎商品の発送、アフターサービス、販売・マーケティング活動
のため。
◎宣伝物、印刷物の送付、営業活動の為。
4） 会員登録が完了した後、会員番号・氏名・住所・電話番号・購
入実績・返品履歴等の個人情報を第三者に提供する場合があり
ます。
◎商品・サービス情報を提供する場合。
◎会員への各種連絡や書類送付の目的で、業務委託先に対して
必要な情報を提供する場合。
◎裁判所・警察、又はこれに準じた権限を有する機関から書面
での照会があった場合。
5） 個人情報の取扱に関するご質問ご相談は、以下までお問い合わ
せください。
株式会社 JES
〒 164-0003
東京都中野区東中野 3-8-13 MSR ビル 7F
TEL 03-3364-7401
FAX 03-3364-7407

「めいすいクラブ

紹介プラス」への切替方法と条件

1） 切替資格は、20 歳以上の社会人に限ります。
2） 切替には、「めいすいクラブ 紹介プラス 概要書面」記載の
事項を全て理解の上、同意書の提出が必要です。
3） 同意書到着後に JES が承認した時点で切替となります。
4） 同意書には必要事項を記入し、署名して郵送してください。
5） 報酬振込口座の名義人は、
申請者と同一名義の必要があります。

その他のルール

1） 対象者全員に JES が定めた取扱商品を通常より更に割引価格
で購入可能な還元セールをおこないます。
2） 対象者
めいすいクラブ会員であること。
※定期購入休止期間中は還元セールの対象外となります。

法律の改正、社会情勢、その他の事情により規約の改定が必要で
あるとＪＥＳが判断した場合、公式出版物（公式ホームページを含
む）により告知し、ＪＥＳが指定した日より効力を発揮します。

禁止事項
1） JES の承認なしに店頭やインターネット等を利用して、商品の
販売をおこなうこと。特にフリーマーケットアプリでの販売は
ご遠慮ください。

株式会社JES
代表取締役 佐藤 雄功進
〒164-0003 東京都中野区東中野3-8-13

MSRビル7F

TEL 03-3364-7401

FAX 03-3364-7407
2022.1.28

