
はじまりは一粒の種
BIO GUIDEBIO GUIDE
「有機農業に携わるひとたち」と、「食べることで、有機農業を応援するひとたち」。

両者を結ぶことで、有機農業が発展し、自然の生態系が維持されます。

その結果、環境に配慮した暮らしが実現します。

このようなオーガニックライフを提案するために、

1983年、ビオ・マルシェは創業されました。

有機農業は、環境や多様性に富む生きものとの調和を大切にし、

持続可能な社会をめざす考え方に基づいています。

有機農業には、私たちの暮らしを豊かにするヒントが

いっぱい詰まっています。

自然の声に耳を澄まし、季節を感じ、無理をせず、無駄も少なくすること。

“できること”から始めるのが、オーガニックライフです。

私たちと一緒に、オーガニックライフに共感する人たちの輪をひろげ、

子どもたちに豊かな未来を残してゆきませんか。
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ご利用の流れ ～ご注文からお支払いまで～

お届け方法・お届け曜日を確認する

カタログが届く

注文する

商品が届く

お支払い

自社便コース・宅急便コースがお選びいただけます。

カタログが届いたら、カタログNo.とお届け日をご確認ください。

インターネット・注文書(配送員回収・FAX)でご注文いただけます。

お留守の場合はご指定の場所に留め置きいたします。(自社便コースの方)

ご請求は毎月1回。クレジットカードか口座振替がお選びいただけます。

※お住まいの地域によっては自社便コース対象外の場合がございます。

※紙のカタログがご不要な場合はマイページで変更ができます。

※首都圏エリアの会員様は
　ご希望の場合のみお配りしてます

step0

step1

step2

step3

step4

会員様への配布物

詳しくは 4 ページ
詳しくは 3 ページ

詳しくは 6 ページ

詳しくは 9 ページ

詳しくは 10 ページ

詳しくは 4 ページ

詳しくは 2 ページ

詳しくは 9 ページ

会員
ネット注文 注文書

納品書BIO WEEKLY (お届け情報)カタログ：YUKI:Kun

注文書

※2週先のお届け分のカタログ ※2週先の野菜セットの予想メニュー
お届けした野菜の情報やレシピ

ご利用の流れ

※センターによって一部内容が異なります



お届け方法・配送料について

お住いの地域によって決まります。

お届け曜日・時間

ヤマト宅急便コース クール宅急便で日本全国にお届け
※常温品、冷蔵品をまとめてお届けいたします。

■お届け曜日　火・水・木・金・土

■時間帯【午前中／14-16／16-18／18-20／19-21】

※離島など一部地域へはご希望の日時にお届けできない場合がございます。

宅急便コースのおすすめポイントお届け曜日

■野菜セットをご注文の場合→１回 495円（税込）

　→野菜セットをご注文されると、宅急便配送料が600円（税抜）お得に。

宅急便コースの方は別途宅急便配送料をいただいております。

■野菜セットをご注文でない場合→１回 1,155円（税込）

※箱が何箱になっても配送料の金額は変わりません。

※1回3,240円（税込）以上のご注文で配送料が115円（税込）割引に！
(注：お届け内容が冷凍品のみの場合は割引の適用はございません。)

配送料

・冷凍品をご注文された場合＋1,155円（税込）

(注：お届け内容が冷凍品のみの場合は追加料金は発生しません。)
・地方追加料金→北海道：＋880円（税込）→沖縄県：＋1,650円（税込）

◆以下の場合には追加料金をいただいております。

■野菜セットをご注文の場合→追加の配送料はいただきません。
　→野菜セットは配送料込み価格です。 商品を追加注文されても、追加分の配送料は無料です。

■野菜セットをご注文でない場合→１回 660円（税込）

　※箱が何箱になっても配送料の金額は変わりません。
　※開錠ができない、宅配ロッカーに空きが無いなど、弊社に責の無い事情でご指定のお届けができない
　　場合、宅急便でお送りします。その場合の送料(宅急便コースに準ずる)はお客様負担となりますので、
　　ご了承ください。

配送料

自社便コース

自社便対応エリアの確認はこちら
※曜日不明と表示される場合はお問合せ下さい。

配送料一覧は
こちらから▶

お届け方法

宅急便より
送料がお得に

冷凍手数料
1,155円(税込)が不要

ご不在でも留め置きで
受け取れる

2

好きな日時に

受け取れる
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有機農業を食べて応援、野菜セット
全国の契約農家さんの畑でとれた旬の有機野菜を詰め合わせました。
ご登録いただくと、週1回自動的にお届けします。定期的にご利用していただくことで、
農家さんが計画的に栽培できるようになり、有機農業を未来に繋げていくことができます。

●野菜セットの中身は予想メニューで事前にお知らせ。

●野菜セットの種類・お届けの週は変更もできます。

お届け２週間前に野菜セットの内容をお知らせしています。

「会員ネット注文」で別のセットに変更したり、お届け週を変更することができます。

※天候などで変更になる場合がございますのでご了承ください。

■注文書のお客様
登録の野菜セットの番号を数量「０」、ご希望のセット番号を数量「１」で
ご注文いただくか、お知らせ欄にご記入ください。

登録の野菜セットそのものを変更したい

登録の野菜セットを休みたい
こんな時は

■予想メニューは以下で確認することができます

会員ネット注文 カタログと一緒にお配りする
BIO WEEKLY

詳しくは 6 ページ

詳しくは 7 ページ

旬の葉菜・果菜・根菜にフルーツが入り7 ～ 9品目＋平飼い卵６個

 2,980 円 / 配送料込 (税込 )
※写真は組み合わせの一例です。セット内容は毎週変わります。

栄養バランスを考えるあなたに。

旬の野菜や果物、献立づくりにあると
うれしい卵をプラスした、お得な充実
セットです。卵は安心でおいしい平飼
いの卵です。

注文コード：9998

「いきいきセット」

旬の葉菜・果菜・根菜・フルーツなど 8 品目

 2,490 円 / 配送料込 (税込 )
※写真は組み合わせの一例です。セット内容は毎週変わります。

いろいろなモノを少しずつというあなたに。

おひとりでも使いやすいように、いろいろな有機
野菜・果物が少しずつ使い切りサイズで入っ
ています。野菜を余らせてしまうのが心配、とい
う方にもおすすめです。無理なく有機生活を
つづけられるセットです。

注文コード：9994

「ゆうきだいすきセット」

旬の葉菜・果菜・根菜にフルーツが入り 7 ～ 8 品目

 2,980 円 / 配送料込 (税込 )
※写真は組み合わせの一例です。セット内容は毎週変わります。

フルーツが欠かせないあなたに。

いつもフレッシュな季節の果物を食卓で楽し
みたい、フルーツ好きの方におすすめのセット
です。健康的な朝食メニューや食後のデザー
トをお考えの方はこちらを。
注文コード：9997

「フルーティセット」

旬の葉菜・果菜・根菜多めの 8 ～ 9 品目

 2,980 円 / 配送料込 (税込 )
※写真は組み合わせの一例です。セット内容は毎週変わります。

野菜をたくさん使うあなたに。

野菜が大好きで旬のものをたくさん食べ
たい方、ご家族の健康を気づかって野
菜料理が中心の方におすすめ。

注文コード：9996

「多菜セット」

ホームページ
お届け情報

最新情報は
ホームページにて
ご確認下さい。

野菜セット



■ご注意ください

■カタログナンバー

■カレンダー

一部宅急便コースの方は
お届け日が発送日となります。

毎週発行ですので、番号が変
わります。ご注文時に必ずご
確認ください。

注文締め切り日、お届け日を
ご確認いただけます。

ご注 意

必ずカタログナンバーと
お届け日をご確認下さい。

■商品欄のマーク

■商品名・容量・入り数

■注文番号

詳しくは「会員ネット注文」・カタログ裏
面でご確認ください。

商品には全て黒地に白抜きした
数字4桁の注文番号があります。
※番号は固定ではありません。
　必ずその都度ご確認ください。

月 火 水 木 金 土 日

A 30 31 1 2 3 4

B 6 7 8 9 10 11

C 13 14 15 16 17 18

D 20 21 22 23 24 25

A 27 28 29 30 31

■お届け週の数え方

お届けの週はABCDの
4週サイクルで表されます。

旬の畑を伝える、カタログYUKI:kun

カタログ

4
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カタログ
No.001

A 週

月 火 水 木 金 土 日
No.001
商品お届け

No.002
締め切り

No.003
カタログ配布

No.004
ネット注文開始

お届けカレンダー
●注文からお届けまでの流れ
お届け日「水曜日」の会員様の場合

一部宅急便コースの方は、「お届け日」ではなく、「発送日」が基準の曜日となります。
（例：水曜日お届けの場合→お届けの前日火曜日に発送→火曜日が基準の曜日）
※離島など一部地域は前々日となる場合がございます。

③商品が届きます→①～③繰り返し

②締め切りまでに商品を注文
お届け日（一部宅急便コースの方は発送日）の翌日（※）が翌週お届け分の締め切り日です。

（例：No.002・B週お届けの翌日、木曜日が翌週No.003・C週の締め切り日）
※お届け日（一部宅急便コースの方は発送日）が金曜日の方は、翌週月曜日が締め切り日となります。

①カタログをお届け
商品お届けと同時に２週先のカタログが届きます。

（例：No.001・A週お届け時→No.003・C週のカタログをお渡し）

お届けをお休みされた場合、カタログは郵送でお届けいたします。
※「会員ネット注文」でのご注文はカタログ配布前週の土曜日から可能です。

カタログ
No.003

C 週

月 火 水 木 金 土 日
No.003
商品お届け

No.004
締め切り

No.005
カタログ配布

No.006
ネット注文開始

カタログ
No.002
B 週

月 火 水 木 金 土 日
No.002
商品お届け

No.003
締め切り

No.004
カタログ配布

No.005
ネット注文開始

お届け方法



商品を注文する
●会員ネット注文

●注文書

締め切り日の１３時までは何度でも注文変更ができます。

配送員にお渡しいただくか、締め切り日の１４時までにFAXしてください。

※13 時を過ぎての変更は当日14 時まで窓口にて受け付けております。
　14 時の締め切りを過ぎての変更・キャンセルはお受けできませんのでご注意ください。

タップするだけで
ご注文ができます。

「電子カタログ」で
紙のカタログをスマートフォン・
PC でも見ることができます。

登録のお野菜セットの
変更もボタン一つで簡単に。

※配送員は、お届けが無い週にはお伺いしません。お休み頂いた週のご注文書は、FAX か、電話・メールにてご注文ください。
※締め切りを過ぎての変更・キャンセルはお受けできませんのでご注意ください。

※首都圏エリアの会員様はご希望の方のみお配りしています。

A お名前と会員コードをご確認ください。

B カタログ番号とお届け日をご確認ください。

C 注文コード（注文番号）をご記入ください。

D 数量をご記入ください。

●野菜セットのお休み 
注文コード欄に注文コード（不明の場合商品名）を
記入し、数量欄に「0」と記入してください。

●野菜セットの変更 
登録の野菜セットをお休みし、ご希望の野菜セットの
注文コードと数量欄に「1」と記入してください。
変更のない場合はご記入の必要はありません。

●野菜セット以外の登録商品のお休み 
お知らせ欄に該当商品名とお休みの旨をご記入ください。 
※登録自体を変更・解除する場合は窓口までお電話いただくか
お知らせ欄にその旨ご記入ください。

注文方法

6

BA

C D

ネット注文はここがおすすめ

●ご注文の締め切りや、欠品のお知らせ、
　お得なセールのご案内などがメールで届きます。

●カタログには載らない、
　ネット限定商品などもございます。

●注文履歴や請求情報がいつでも確認できます。

「会員ネット注文」へは
こちらから▶

『初期設定をする』を
クリックしてメールアドレスと
パスワードを設定してください。

●ネットではなく入会申込書で
　入会された方は『初期設定』が
　必要です。
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お届けをお休みするには
※締め切りを過ぎての変更・キャンセルはお受けできませんのでご注意ください。
宅急便にて別住所や別の日時にお届けも可能ですのでご相談ください。

●会員ネット注文
会員ネット注文で注文が可能な（カタログが表示されている）お届け日

会員ネット注文で注文ができない（カタログが表示されていない）お届け日

●注文書
配送員にお渡しいただくか、締め切り日の１４時までにFAXしてください。
●お知らせ欄にお休みしたいお日にちを
　ご記入ください。

●ご登録のお野菜セットの数量を「0」で
　ご記入していただく方法でも可能です。
※ご登録商品がお野菜セット1つのみの場合

お休み方法

例：9月7日お休みします

マイページの「お届けお休み設定」画面で、
お休みしたい日の「お買い物カゴへ」ボタンをタップすると

「注文確認」ページに移動します。
※「注文確認」ページはお買い物カゴからも
　見ることができます。

マイページの「お届けお休み設定」画面で、
お休みしたい日の「お休み設定なし」ボタン(①)を
タップすると「お休み」になります。
タップするたびにお届けとお休みが切り替わります。

①

①

②

設定が完了したら、「確定する」ボタン(②)を押してください。
※確定しないと反映されまんのでご注意ください。

「商品を一括削除する」(①)をタップし、
カート内の商品を全て削除することでお休みできます。



お得な予約登録サービス

予約登録

●お米会員 ( お米作りをサポートし水田を守る会 )
貴重な特選有機コシヒカリ 5kg が、カタロ

グ価格から 216 円 ( 税込 ) 引き。

ご希望のサイクルで定期的にお届けいたしま

す。お米が不作の年も、お米会員の方を優先

してお届けするので安心です。

●毎週お届け登録サービス
毎日の食卓に欠かせない人気の商品を、予め登

録いただくことで、毎週定期的にお届けします。さら

に、カタログ価格の5% オフでご案内。毎週の注文

の手間が省けて、注文忘れの心配もありません。

変更・お休みは、マイページでいつでも可能です。

●にんじんジュース同好会
健康のために毎日のにんじんジュースが欠か

せないあなたへ。

割れや傷など、ちょっと訳ありのジュース用

有機人参 3kg 1,253 円 ( 税込 ) をご希望のサ

イクルで定期的にお届けいたします。

●豊作野菜５０％クラブ
畑のもったいないを食べて解消！

豊作のお野菜を、カタログ価格の50％OFF

でお届けします。何がいつ届くかは畑にお

まかせのお楽しみです。他の商品のお届け

がない週は豊作のお野菜のお届け対象外と

なります。

詳しくはこちら➡

詳しくはこちら➡

詳しくはこちら➡

詳しくはこちら➡

8
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●回収するもの（自社便コース）

●通い箱でお届けします ( 自社便コース )
冷蔵品は蓄冷剤、冷凍品はドライアイスを入れて、最適な状態でお届けいたします。

●商品の状態に問題があれば、遠慮なくお申し出ください
野菜が小さい、切ったら中が傷んでいたなど、少しでも気になることがございましたら、
遠慮なくお申し出ください。お問合せフォームからも受け付けております。

●お留守の場合はご指定の場所に納品します。
ご在宅でも置き配が可能です。窓口までご連絡ください。
オートロックの開錠ができない、宅配ロッカーに空きが無いなど、弊社に責の無い事情でご指定の方法でのお届けができない場合、 
一旦持ち帰った後、原則翌 日々着の宅急便で発送させて頂きます。送料はお客様負担となりますので、ご了承ください。
※お住まいの地域や、配送状況によっては宅急便での対応ができない場合がございます。

※空箱、注文書などは次回のお届け時に回収致します。
　ご不在時は、指定していただいたご不在時の納品場所にお出しください。
　宅配BOXなどで回収ができない場合は、別の回収方法をご指定ください。
　また、お届けがない週は回収にお伺いできませんので、ご了承ください。

■商品のお届けについて

お届け

その他
・カタログ
・卵パック
・牛乳瓶
・アイスの箱
・エアキャップ
・発泡シート

蓄冷剤 注文書

※お名前のシールを剥がしてください。

空箱

納品書

訂正納品書

商品お届け時にカタログなどといっしょにお届けします。今回のお届けで何をご注
文いただいたかご確認いただけます。商品がお届けできない場合には下記訂正
納品書でお知らせしていますのでご確認ください。

ご注文商品の欠品や値引きがあった場合にお届けします。
必ずご確認ください。

●同封の納品書をご確認ください
納品の詳細は「マイページ」の「お届け票」からもご確認いただけます。



●お支払い方法

●インターネットでご入会された会員様
「会員ネット注文」の「マイページ」→「請求情報」にてご確認いただけます。紙の請求書は発
行されませんが、PDF 形式でダウンロードできます。紙の請求書の発行をご希望の方は「マ
イページ」→「会員情報」にて設定することができます。

●郵送でご入会され、「会員ネット注文」の登録がお済みでない会員様
弊社にて紙の請求書を発行いたします。発行された請求書は締め日後最短のお届け日に、納
品書と併せてお届けいたします。お届けがない場合は郵送いたします。

●年会費
１年ごとの更新時に年会費５，500円（税込）を頂戴しております。
更新の約１カ月前にお手紙でお知らせします。
更新していただいた方へは、ご優待20%OFFクーポンをプレゼントいたします。

お支払い
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ご請求情報の確認方法

※ 対象日が土日祝の場合、締め日は前営業日、引落し日は翌営業日となります。

※ ご入会時の口座のご登録が完了していない場合や引落不良があった場合、弊社指定の郵便口座へのお振込をお願いする場

合があります。請求書にお支払い方法が記載されていますので、そちらを必ずご確認ください。

※ご入金が確認できなかった場合お届けを停止させていただくこともございますのでご注意ください。

※途中からでも口座の変更は可能ですのでご希望の方はお電話にてご連絡ください。

※ご利用代金が引き落とされますと、通帳には「ビオ・マルシェ」の他、収納代行業者 ( 三井住友ファイナンスサービス・みず

　ほファクターなど) の社名で表記される場合がございます。

銀行
引落しの場合

手数料はかかりません。
毎月10日締め・当月26日引落し

※弊社インターネットお申込みページで　
　ゆうちょ銀行をご登録の場合も含む

クレジット
カード

引落しの場合

手数料はかかりません。
毎月10日締め

※ JCB、VISA、Master、Diners、American Express がご利用頂けます。

※お引き落としはご登録のカード会社規定によります。

■郵送でご入会の場合

ビオ・マルシェの宅配窓口より、カード支払い登録方法のご案内メールを

お送りします。メールが届き次第、ご案内にしたがってご登録ください。

※必ずご入会時に、E-mailアドレスをお知らせください。

■お支払いについて
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  サービスＱ＆Ａ
　　皆さまからよくいただくご質問

Q. 野菜セットは毎週とらないとだめですか？
Ａ. いいえ。お休みすることができます。
ご注文締め切り日までに「お買い物カゴ」から 
クリアボタンを押して削除してください。
野菜セットをお休みし、お好きなものだけ注文することも
できますが、野菜セットのお届けがない場合は配送料が別
途かかります。また、締め切り後の変更、キャンセルは原則
お受けできませんので、あらかじめご了承ください。

Q. 野菜セットに苦手な野菜が入っていたら、 
別の野菜に変えられますか？
A. いいえ。お客様の都合で野菜セットの内容は変
更できません。
予め「予想メニュー」をご案内していますので、ご注文締
め切りまでに別のセットに変更していただくか、野菜セット
をお休みしてカタログから単品でご注文ください。
※野菜セットのお届けがない場合は配送料が別途かかり
ます。

Q. 果物もすべてオーガニックですか？
A. 「有機JAS 認定」を受けた国内産の有機農産物

（オーガニック）が基本となります。
ただし、果物は有機栽培が非常に難しいため、有機JAS認
証を取得していない果物も取り扱っています。
その場合は、環境への負荷の大きい除草剤や化学肥料は
使用せず、化学農薬による防除回数を、栽培する地域の
慣行栽培基準の半分以下に抑え、栽培されたものを取り
扱っています。
※天候や作柄等により、やむを得ないと認められる場合
を除きます。化学農薬の使用については「最大防除（回
数）」をカタログに表記しております。

Q. 注文の締め切りはいつですか？
A. 締め切り日は、お届け曜日・コースにより異な
ります。会員様ごとの締め切り曜日はマイページ 

「会員情報」の項目「締め切り曜日」で確認できます。
締め切り時間は、ネットは13時（午後 1時）、お電話は
14 時（午後 2時）です。締め切りが近いカタログは、
画面最上部に残り時間が表示されます。締め切り後の変
更、キャンセルはお受けできませんので、あらかじめご
了承ください。

Q. 長期間お休みすることはできますか？
A. はい。「マイページ」→「予約登録サービスの設
定」にて野菜セットなど予約登録商品を解約してく
ださい。
カタログも不要な場合は、「マイページ」→「会員情報」に
て紙カタログ「不要」を選択してください。
または窓口までお問い合わせください。

Q. 届いた野菜（商品）の状態が悪いのですが、ど
うすればいいですか？
A. ご迷惑をおかけして申し訳ございません。お手
数ですが、お問い合わせフォームよりご連絡をお願
いします。
問い合わせ項目は「商品について」、問い合わせ内容は
「届いた商品の不良・ご返金連絡」を選択ください。
商品名、お届け日、傷みの状況をなるべく詳しくお知らせ
ください。ご返金・お値引き等対応させていただきます。

Q. クレジットカード・銀行引落の口座を変更した
いのですが？
A. クレジットカード・銀行口座は、マイページ 

「会員情報」の項目「お支払方法」から変更できます。
なお、変更の反映までお時間を頂く場合がございますの
で、ご了承ください。

ご指定の金融機関がネット手続きに対応していないな
ど、ネットで銀行引落の設定ができない場合、書類でのお
手続きも承ります。窓口までお申し付けください。
（クレジットカードはネット上での手続きのみとなります。
ご了承ください）



ビオ ･ マルシェの宅配利用規約

㈱ビオ・マーケット（以下、「弊社」といいます）では、有機食品の宅配サービスを行う「ビオ・
マルシェの宅配」（以下、「本サービス」といいます）を運営しています。
お客様が弊社の提供する本サービスをご利用される際には、本規約の定めをご契約の内容とさせ
ていただいており、本規約に従って頂く必要があります。
また、本サービスの申し込みをもって本規約および本サービスホームページ（又は「入会のご案
内」）の内容を承諾頂いたものとみなします。

第 1条（会員）
1　�お客様は、本サービスを利用する場合、本規約および本サービスホームページ（又は「入会
のご案内」）をよく読み、これらの全てに同意した上で、本規約及び弊社の定める方法により、
本サービスの利用を申し込む必要があります。

2　お客様は、入会時点で満 20 歳以上である必要があります。
3　�弊社は、お客様から前項による本サービスの申し込みがあった場合、お客様の入会につき審�
査を致します。

4　�弊社は、お客様からの申し込みを承諾するのに不適切と判断した場合、入会を承認しないこ
とがあります。

5　�弊社が前項の審査を経て承認したお客様を会員とし、会員と弊社との間の本サービス利用契
約（以下、「本契約」といいます。）が締結されるものとします。

6　�会員は、本サービスの提供を受ける権利について、第三者に譲渡、貸与等をすることができ
ないものとします。

第 2条（年会費）
1　�会員は、年会費 5,500 円（税込）を弊社の指定する方法で支払うものとします。
2　�年会費は、事前通知をもって変更することがあります。
3　�弊社は、会員の退会時、会員が既に支払った年会費をお返しいたしかねます。

第 3条（預託金）
1　�弊社は、2020 年 3 月 31 日以前に入会した会員より収受した預託金を、当該会員の退会時に、
弊社の指定する方法でお返し致します。

2　�退会時に商品代金の支払い等弊社の債権が存在している場合、債権額と対等額で相殺させて
いただき、不足額を当月の商品代金支払い額として請求いたします。なお、相殺後に預託金
残額がある場合は、当該残額を弊社の指定する方法で返却させていただきます。

第 4条（会員資格の期間とその更新）
1　�会員の資格は、本規約第 1条第 5項の契約締結時から 1年を経過した日までをその期間とし
ます。（第 3項の通知が到達してから 15 日以内に退会の申し出が無ければ、自動的にさらに
1年更新したものとみなします。）

2　�前項の規定に関わらず会員は弊社の定める更新年会費を、弊社の指定する方法で支払うこと
によって、会員の資格の更新を行うことができます。なお、弊社が会員資格の更新をするの
に不適切と判断する場合には、会員資格の更新を認めないこともあります。

3　�弊社は、本条第 1項の会員資格が満了する当月 10 日までに会員に対して、更新年会費の案内
を書面で通知します。

第 5条（会員の購入した商品等の代金支払）
1　�会員は、弊社から購入した商品等の代金を弊社の指定する期間内に支払う必要があります。
2　�会員は、入会時に本サービスホームページ又は入会のご案内に記載する所定の決済方法から、
支払方法を選択し、これに従って弊社から購入した商品等の代金を支払わなければなりませ
ん。なお、代金支払方法の変更については、本規約第 6条に定める方法によります。

3　�前項にかかわらず、当月注文商品の累計支払代金、あるいは、一回の注文商品の支払代金が
高額であると弊社が判断した場合、事前に弊社の定める方法で当該代金全額のご入金をいた
だくか、商品のお届けと同時に現金で当該代金全額の支払いをいただくことを、ご注文商品
お届けの条件とさせていただく場合があります。
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第 6条（申込時の記載事項の変更）
会員は、本サービスの申込の記載事項に変更があった場合、弊社所定の様式で速やかに変更の
届出を行う必要があります。

第 7条（会員資格の喪失）
1　弊社は、会員に次の事由が生じた場合、会員資格を取り消すことができます。
（1）本規約第 1条第 1項の申込にあたり虚偽の記載をしたことが判明した場合
（2）本規約第 2条に定める年会費を支払わなかった場合
（3）本規約第 5条に定める商品代金の支払の遅延または不履行があった場合
（4）本規約第 6条に定める届出をしなかった場合
（5）本サービスに対する妨害の行為があった場合
（6）転売による換金目的が疑われる商品購入申し込みや会員の商品代金債務の履行に疑いがあ�
　　るような高額又は大量の商品購入申し込み等、会員の本サービス利用状況が不適当もしく
　　は不審である場合
（7）その他本規約、本規約に関連する一切の契約、法令に違反した場合
2　�会員が前項に基づき会員資格を喪失した場合、ご利用商品代金および本規約に基づく会員の
弊社に対する全ての債務について、当然に期限の利益を失い、直ちに弊社に対する一切の債
務を履行するものとします。なお、既に支払われている年会費はお返しいたしかねます。

第 8条（会員の任意退会）
1　�会員は退会する場合、弊社所定の様式で弊社に届け出る必要があります。
2　�弊社は会員の退会時、既に支払われている年会費をお返しいたしかねます。

第 9条（配送の停止および遅延と免責事項）
1　�弊社は次の場合、本サービスを停止することがあります。また、(3) の場合ご注文いただい
た商品のお届けが遅延することがあります。

（1）会員が本規約、本規約に関連する一切の契約、法令に違反する行為があった場合
（2）支払期日までに弊社へのお支払が完了してない場合
（3）�転売による換金目的が疑われる商品購入申し込みや会員の商品代金債務の履行に疑いがあ

るような高額（又は大量）の商品購入申し込み等、会員の本サービス利用状況が不適当も
しくは不審である場合

（4）天変地異、輸送上の障害、その他の不可抗力により配送不能となった場合
2　�弊社は、前項の理由によって配送を停止又は配送が遅延したことで会員に損害が生じたとし
ても、一切の責任を負いません。

第 10 条（購入申込の訂正および取消）
会員は、商品の購入申し込み後、弊社の定める一定のキャンセル期限の経過前までは、購入申
込の訂正および取り消しをすることができます。ただし、商品ページ上に表記のある一部商品
に関しては、購入申し込み後のキャンセルが出来ないものとします。

第 11 条（商品交換、返品等 )
1　�会員は、以下に定める事由のいずれかに該当する場合に限り、弊社に対し、同一商品との商
品交換、同一商品との交換が不可能な場合は同等商品（生産者相違、品種相違の商品等を含
む。）との交換、または商品交換が不可能な場合は返品（以下、「商品交換等」といいます。）
を求めることができるものとします。

（1）商品に瑕疵がある場合
（2）配送中の事故により商品の変形、破損、汚損が発生した場合
（3）弊社の過失により注文した商品と相違する商品が届けられた場合
（注文した商品が会員の期待と相違する商品であった場合は含まれません。）
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2　�商品交換等にあたり、会員が弊社へ商品を発送するための送料は、弊社が負担するものとし
ます。ただし、商品が未使用の状態で、商品の到着から 8日以内に会員が商品交換等を申し
立て、弊社が当該申し出を受理した場合に限ります。

3　�第 1 項の各号のいずれか以外の会員の都合による事由で、会員が商品の返品を希望する場合、
会員は、商品の到着から 8日以内に、弊社に対し返品の申し立てをすることにより、商品の
返品をすることができます。当該返品の送料は会員が負担するものとします。なお、本項に
基づく返品は、商品が未使用の状態に限られるものとし、食品、消耗品、既に会員がご使用
またはご着用の商品、会員の指定で加工を施した商品については返品は受け付けません。

4　�弊社が商品の返品を認めた場合、弊社は会員に対し、弊社指定の方法により弊社が定める時
期に商品代金を返金するものとします。

5　�会員の都合による配送会社での長期保管に起因する商品の品質の劣化については、弊社は責
任を負わないものとします。

第 12 条（商品の欠品と免責事項）
カタログ等で掲載した商品について、天候の影響等により生産者から入荷できずお届けできな
くなる（欠品）場合があります。弊社は、これにより会員に損害が生じたとしても、一切の責
任を負いません。

第 13 条（個人情報の取得・保有・利用・提供）
1　�弊社は、会員（本サービスの申込者を含む。以下本条において同じ。）の本サービスの申込
みおよび利用にあたり取得した個人情報（「個人情報の保護に関する法律」に定義する「個
人情報」をいいます。）を、弊社個人情報保護方針に基づき、適切に取り扱うこととし、会
員はこれに同意します。

2　�会員は、本契約成立後の弊社における会員の管理のため、個人情報と以下の情報（以下、「個
人情報等」といいます。）を弊社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同
意します。

（1）本契約に関する入会申込日、契約日、利用商品名、金額、買上日、支払方法、利用残高、月々
　　の支払状況等、本契約の内容に関する情報（本サービスの申込の事実を含みます）。
（2）本契約に関するお電話等でのお問合せ等により弊社が知り得た情報。
（3）�その他、会員が提出した書類の記載事項。
（4）�官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
　　上記～に掲げる会員の情報については、個人情報に準ずるものとして取り扱い、個人情報
　　保護方針の規定を準用します。
3　�会員の個人情報は、以下の目的で利用します。
（1）�弊社のサービス、商品を会員に提供するため（贈答品など第三者への提供の場合を含む）
（2）�会員の情報（購買履歴・居住地・家族構成・年齢等）の情報を分析し、属性や趣味・嗜好

に応じた弊社のサービス、商品、キャンペーン等の広告、宣伝（ダイレクトメール、電子メー
ル等の発送、キャンペーンの当選の連絡、景品の発送等を含む）を会員または第三者にお
こなうため

（3）�会員からのお問い合わせ、ご請求その他のお申し出に対応するため
（4）�サービス改善のためのアンケート、ヒアリング等のお願いを実施するため
（5）�マーケティング活動に利用するため（統計調査の実施等）
（6）�弊社の商品、サービスの開発および改善のため
（7）�弊社が実施するイベントの管理、運営のため
（8）�会員の情報管理、その他の各種連絡、対応等のため
（9）�弊社が運営するシステムの維持、管理、不具合対応のため
（10）�その他弊社の円滑なサービス提供のために個別に定める目的のため
4�その他個人情報の取扱いについては、弊社個人情報保護方針の定めるとおりとします。
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第 14 条（本契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の取扱い )
1　�弊社は、会員となることを承認しなかった場合であっても、申込みにあたり取得した個人情
報等（本サービスの申込の事実を含みます）を、本規約第 13 条に基づき取り扱うものとし
ます。

2　�弊社は、退会申出、会員資格取消後においても、本規約第 13 条に基づき個人情報等を取り
扱うものとします。

第 15 条（本規約の範囲および変更）
1　�弊社が随時会員に対して公表する本サービスホームページの記載ならびに「入会のご案内」、
「ご利用ガイドブック」および注文カタログ等の発行物の一切は、本規約の一部を構成する
ものとします。

2　�経済情勢などの外的環境が変化した場合、又は弊社の経営・運営状況に変化があった場合、
年会費、配送料等の条項をはじめとした本規約の内容について変更することがあります。

第 16 条（準拠法・合意管轄）
1　�本規約の解釈、会員と弊社との諸契約については日本法に準拠します。
2　�本規約また弊社サービスについて会員との間に紛争が生じた場合、内容の如何に関わらず弊
社本社所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第 17 条（合意管轄）
会員と弊社との間で、本規約に関し、紛争が生じた場合は、弊社の本店所在地を管轄する裁判
所を管轄裁判所とします。

改定：　2015 年 9 月 16 日
改定：　2016 年 9 月 12 日
改定：　2017 年 11 月 01 日
改定：　2018 年 3 月 05 日
改定：　2020 年 3 月 31 日
改定：　2021 年 3 月 31 日
改定：　2021 年 4 月 30 日
改定：　2022 年 3 月 31 日
改定：　2022 年 10 月 31 日

ビオ・マルシェの宅配
100％オーガニック宣言

https://biomarche.jp
20221031

お住まいの地域 フリーダイヤル ( 月～金 9:00 ～ 18:00) E-mail

関 西 地 区 0120-06-1438 mail.bio@biomarche.jp
広 島 地 区 0120-831-142 mail.h@biomarche.jp
福 岡 地 区 0120-66-1183 mail.f@biomarche.jp
名 古 屋 地 区 0120-16-0831 mail.n@biomarche.jp
首 都 圏 0120-06-1438 mail.ebio@biomarche.jp


