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過日、弊社宛にいただきました、貴団体よりの再中し入れ書を確認いたしました。この

度、中し入れの内容につきまして、社内で精査いたしましたところ、弊社規約に関しての

内容を改めることとなりましたことをお知らせいたします。現約内容の修正につきまして

は、 ド記内容をご確認 ください。

修正内容について

先般いただいた申し入れにある、現状との●TL離 を解消すべく、弊社ホームベージ内で公

開している「lFK品 返金 定期コース休止についてJ(https//mino■ nOmittP/rCturn/)

の内容に、弊社コンタクトフォームヘのアクセス方法を追記し、お電話でのご連絡が難し

い場合の選択肢 を明記いた しま した。

■旧来の表記 (該当部分のみ抜粋 )

1特別モニターコース※1 プレミアムコース×3の規定の回数までの体■・解約について

特別モニターコース×1 ブレミアムコース×3は、規定の回数のご継続をおll末頂く代わりに 初月か

特別御i格、2ケ 月日以降の価格力1邑常単品価格よりもお得に続けられるコースです.lth止 
“

,約 をご希望

の際は必ず規定のl●1数の商品をお受け取りいただいたのち 次F・lの到着予定 の 10日 前までにお電話に

「
し



てご連:な ださい.kHL定 の回数を行たずにすくのご解約希望の場合は、,こ常使´ヽ変更となります.そ の際

は 代金に差額が生じますので、その差額分をお文μ、い頂く半で通常lTへ の変更とさせてlHき ます。次い

の,1首
.rt日 の 1011前 までにご

'喜

絡ください。

【みのりのみカスタマーセンター】

0570-024 300

(10:00～ 18:00●  祝休み)携帯 スマホからもOK

L記期F13を 過ぎますと商品のお属け
'■

備に入ってしまうため 体lL ttrJを なることはできません.お届

け済み商品をお受け取 り後 到着 予定 [J10日 前まで、再度お電話にてご連絡頂く必要がごさいます.次

月の到着 予定口に関 しては、納品や,を ご覧いただくか、お客|.T/に よって異なりますため  「みのりのみカ

スタマーセンター |ま でお問い合わせ ください.(シ ステムの都合上、おFuiけ 完了メールが数日遅れて届

く場合がございます。)ご連絡時には商品名 お名前 ご

`録
のお電話番日をお伝えください.

|ト クトクモニターコース×2 スタングー ドコース×4 チャレンソコース 定期コース×5の体止 解

約について

休止 解約をご若望の際は、次回の到着予定 の 10 前までにお電話にてご連絡 くださt、

【みのりのみカスタマーセンター】

0570-024 300

(10100～ 18:00● 日祝体み)携帯 スマホか らもOK

L記期間を過 ぎます と商 いのお属 け
'■

備に入つて しまうため 体止 解約 を水ることはできません.||・ 届

け済み商,喘 をお受 け取 り後 到着予定 口 1011前 まで 再度お電話 にてご連絡頂 く必要がごさいます.次

回のダ1着予定 日に関 しては 納品書をご覧いただ くか お客様 によって異な りますため、 「みの りのみカ

スタマーセ ンターJま でお問い合わせ ください.(シ ステムの部合「 、お扇け完 了メールか教口遅れて扇

く場合がこざいます。)ご迎格時 には商品 名 お名前 ご登録のお電話番号をお伝 えください.

X1 4寺 ,Iモ ニターコースとは 1切 |モ ニターコース 1袋特別モニターつ―ス 2袋御 1モ ニターコース 1′
=|キ

リ|モ

ニターコース 2本 l寺 方,そ ニターコースを指します

X2:ト クトクモニターコースとは お ]火やか実感コースを指します

X3:ブ レミアムコースとは プレミアムコース 1袋 ブレミアムコース 2袋 ブレミアムコース 1本 ブレミアムコー

ス 2ヘブレミアムコースを指します

×4:ス タングードコースとi スタンタードコース スタングードコース 【2国  以降 2価】を指します

×5:t則 コースとは 竹,1モ ニターコース トクトクモニターコースを除く 定期コース (単品) 更にお録なおま



とめt期 コース (2, 3袋  b袋  12袋 などの複数lilキ配送コース) 定lllコ ース(初仲‖十,|111)定 mコ ース 【3

ケ月ごと3捕 画じ送】(初 ■竹,1制 o)を 指します

□改善後の表記 (該 当部分のみ抜粋 )

1特別モニターコース×1 ブレミアムコース×3の規定の回数までの体上 解約について

ル別モニターコース×1 ブレミアムコース×3は  ll定の回数のごll続 をお約束頂く代わりに 初月か

特別ltti格 2ケ ′l日 以降の価格が通常単品 lF格 よつもぉ得に続けられるコースです.体止 解約をご希望

の際は必ず規定の回数の商品をお受け取りいただいたのち 次 l・lの工1着 予定lJの 10日 前までにお電話に

てご連絡くださぃ."ι定の回数を待たずにすぐのご解il希望の場合は、通常使´ヽ変更となつます。その際

は、rヽ金に差額が4:し ますので その差額分をお支払い頂く事で通常使への変更とさせて頂きます。次回

のrl首 予定 の 1011前 までにご連:各 ください.

【みのりのみカスタマーセンター】

0570-024 300

(10100～ 18:00「 |」 祝休み)携帯 スマ十からもOK

お電話でのご連絡が難しい場合には 会員様のお名11 ご章録のお電話薔弓 綺品名 体‖1 ,約型‖を

ご記入の : 下記 U虹 にアクセスの Lお 問い0わせください.

http、 //でontuct minolno mijp′

てお|・|い 合わせへのい1答 は 営業日の 10100～ 18:00の時 F●5帯 で順次返信致 します.)

上記期間を過ぎますと商13の お届け
'←

備に入ってしまうため 休 11 解約を承ることはできません。お屈

け済み商品をお受け収 ,後、テ1着 it日 10 1前 まで 再度お電話にてご連絡頂く必要がございます。次

月の到着予定日に関しては lll品書をご覧いただくか お客様によって実なりますため  「みの りのみカ

スタマーセンター |ま でお問い合わせください。 (シ ステムの都合 に お届け先 rメ ールが数 1遅れてln

く場合がございます.)ご連ll時 には商,情 名 お名前 ご登録のお電話番号をお伝えください.

|ト クトタモニターコース※2 スタンダー ドコースX4 チャレンソコース 定期 コース×5の休止 解

約について

休正 解約をご希望の際は 次国のテ1き予定 |の 10日 前までにお電話にてご理絲 ください.



【みのりのみカスタマーセンター】

0570024-30()

(10:00～ 18 00 Ltti●tl■kみ )携帯 スマホからもOK

お電話でのご連絡が難しい場合には 会員様のお名前、ご登録のお電話番号 商品名 llk L 解約理Hlを

ご記入の L ド記 URLI[ア クセスの上お問い合わせください.

httPs″ contaci minorinomi,p′

(おい,い 合わせへのF・l答 は ●業国の 10:00～ 18:00の 時間I持 で順次返信致します.)

L記期FHlを 過ぎますと商品のお屈け
'準

備に入ってしまうため 休止 解約を承ることはできません。お屈

け済み南,い をお受け取り後 ヨ1着 予定 110 1前 まで ,,支お・・話にてご連制 Lく 必要がございます。次

●lのが1首予定 |に 関しては Tll品 書をご覧いただくか お客様によって異なつますため  「みのつのみカ

スタマーセ ンター |ま でお問い合わせ くだ さい.(シ ステムの都合 : お屈 け完「 メールが k々l遅れてい!

く場合が ごさいます。 )ご連絡時 には商 R名  お名1, ご登録のお電話番号をお伝 えください.

×1:特 別モニターコー スとま 1寺ら1モ ニターコー ス 1袋嘲 Jモ ニターコー ス 2袋竹]Jモ ニターコー ス 1本 lT,1■

ニターコー ス 2イ(情

"1モ

ニターコー スを,卜します

X2:ト クトクモニターコー スとは お口火・・ か実感コー スを11し ます

X3:ブ レミアムコー スとは フレミアムコー ス 1,ブ レミアムコー ス 2袋 ブレミアムコー ス !本 ′レミアムコー

ス 2ヽプレミアムコー スを,旨します

×4,ス タングー ドコー スとま スタングー ドコー ス スタングー ドつ― ス レl・1 以降 21u】 を指します

×5,定 知コー スとは |十 Flモ ニターコー ス トクトクモニターコー スを除く 定期コー ス (喘1)吏 にお
『

なおま

とめ定期コー ス 0袋  3袋  1袋  12袋 などの榎及同|キ 祀送コー ス)tWコ ー スl・ l回 1判1割う),t期 コー ス ll

ケ月ごと
`箱

配逆】●|い 特,1書サ|)を 指します

以 上


