
毎月“旬のおいしさ”をお届けします！

8,980円月々
（税込）

送料
無料

！無料！初回の商品が
※1

※1：2020年12月31日までにご入会のお客様に限ります。入会から6ヵ月は退会不可（スキップは1回のみ可）。退会不可期間にご退会された場合は、
　　違約金として初月無料分の8,980円（税込）をお支払いいただきます。

さらに１２月３１日までにお申込みいただくと
※沖縄・一部離島は別途費用が発生いたします。

※



厳選厳選



全国各地には、まだまだ知られていない‶おいしい食材”がたくさん

あります。各地の生産者の想いが詰まった商品を、より多くのご家

庭に届け、食を通して生産者とお客様をつなぐ架け橋になりたい

という想いを込めて、いよいよ始まるジャパネットの新しいサービ

スです。普段なかなか手にすることができない全国各地の自慢の

味をぜひご家庭でお楽しみください！

1回のご注文で

毎月自動で
お届け！

品質が高い食材を

特別価格で
手にできる！

おいしい食材を

自宅で
楽しめる！

●ご入会は随時お受けしています
※月ごとに決まった商品を定期的にお届けします ※毎月の商品は中面でご確認ください

●当月末までのお申込みで翌月よりお届け開始します
●配送日・時間帯を下記の中からご指定いただけます
◇10日～28日のお好きな日（時間帯指定可） ◇曜日指定（時間帯指定可）ただし週の指定はできません
※基本的に毎月同じ配送日・時間帯指定になります。前月末までならお電話もしくはWEBから変更もできます
●お支払い方法は代引き・カード・後振込からお選びいただけます
※お支払いでジャパネットカードをご利用いただくと、通常お買い物200円（税込）につき1ポイント貯まる
　ところを、10倍（5％）のポイントが貯まります！

●途中退会もできます
※2020年12月31日までにご入会で初月無料適用時、6ヵ月以内に退会される場合（スキップは1回のみ可）は違約金として初月の8,980円（税込）をお支払いいただきます
※退会をご希望の場合は当月中のご連絡で翌月から停止します ※退会はお電話でお受けしています ※商品のお受け取り状況によっては強制的に退会になる場合があります

●食品の返品はできかねますのであらかじめご了承ください
●2巡目以降、商品の在庫確保やお客様からの満足度によって
　商品が変更になる可能性があります
●一部地域にはお届けできない場合があります

お申込みのご案内 お申込み方法

ジャパネット グルメ定期便 で 検 索

■WEBからのご注文

■お電話でのご注文

ジャパネットたかたでは、
アレルギー物質を含む特
定原材料（7品目）を右記
のように表示しております

【特定原材料】

小麦 そば 卵 乳 エビ カニ落花生
製造上の都合により特定原材料が変更となる場合がございます。

注意事項

0120-441-777

そのほか「よくある質問」を裏面に掲載しています

▲

毎月“旬のおいしさ”をお届けする「厳選グルメ定期便」

厳
選

定期便の魅力！

時鮭
5月
毛蟹

12月北海道

近江牛
2月滋賀県

阿波一貫牛
7月徳島県

宮崎牛
4月宮崎県

うなぎ
6月鹿児島県

佐賀牛
11月佐賀県

神戸牛
8月兵庫県下関ふく

1月 山口県

仙台牛
10月

宮城県
いくら
3月

本マグロ
9月 1月

お届け スキップお届け
2月 3月

4月
お届け お届けスキップ

5月 6月

お申込み期間 お届け開始月

●商品のスキップ（1回お休み）もできます
※前月末までならお電話もしくはWEBからスキップのお申込みができます
※ただし、年内にご入会で初月無料適用時、６ヵ月間は１回のみスキップが可能です

（例）3月と5月のお届けをスキップした場合

▲

10/1～10/31 11月
11/1～11/30 12月
12/1～12/31 1月

佐賀牛（ロース・赤身）

肉質がきめ細かくて柔らか
く、とろける脂の上質な旨
味が特徴です。ぜひしゃぶ
しゃぶやすき焼きでお召し
上がりください。

2020年

11
　 月

佐賀佐賀

冷凍

●内容量：800ｇ（ロース：400ｇ／
赤身：400ｇ）●賞味期間：加工日よ
り９０日●保存方法：冷凍（-１５℃以
下）●生産地または加工地：佐賀県
●製造者・販売者：株式会社中山牧場（税込）

定期便にご入会いただくと

8,980円

単品で購入の場合（税込）

13,800円
北海道産毛蟹（2杯）

身がギッシリ詰まった毛ガニ
の大サイズ。旨味と甘みが凝
縮されたぷりぷりのカニ肉
と、クリーミーな濃厚カニみ
そは極上の美味しさです。

2020年

12
　 月

北海道北海道

●内容量：約750ｇ(２杯分)●賞味
期間：製造日より冷凍24ヵ月●保
存方法：冷凍（-１8℃以下）●生産地
または加工地：北海道●製造者・販
売者：株式会社カネキチ澤田水産 

カニ特定原材料冷凍

（税込）

定期便にご入会いただくと

8,980円

単品で購入の場合（税込）

11,800円

下関ふくセット

もっちりとした弾力と旨味が
特徴の「ふく刺」と、ふくの切
り身から出る濃厚で上品な
味わいの「ふくちり」をぜひ
ご家庭でお楽しみください。

“福”を呼ぶ贅沢な味わい
豪華「下関ふく」セット

●トラフグ刺身120ｇ、トラフグアラ200ｇ、マフグ切
身500ｇ、トラフグ身皮100ｇ、ポン酢270ｍℓ、もみ
じおろし5ｇ×4袋●賞味期間：製造日を含め100日●
保存方法：冷凍（-１8℃以下）●生産地または加工地：
山口県下関市●製造者・販売者：株式会社ヤマモ水産 

2021年

 1
　 月

山口山口

小麦特定原材料冷凍

（税込）

定期便にご入会いただくと

8,980円

単品で購入の場合（税込）

12,800円

旨味がとろける極上の肉質
「近江牛」5等級・4等級 厳選ロース 750ｇ

2021年

 2
　 月

滋賀滋賀

近江牛（ロース）

きめ細かい滑らかな肉質、し
つこさのない甘い脂、芳醇
な香りをもつ近江牛は、すき
焼きにすると旨味が溶けだ
し極上の味わいになります。

冷凍

●内容量：750ｇ●賞味期間：製
造日より３０日●保存方法：冷凍
●生産地または加工地：滋賀県●
製造者・販売者：有限会社タカラ
食品 （税込）

定期便にご入会いただくと

8,980円

単品で購入の場合（税込）

12,800円

三陸産秋鮭の卵を最高の鮮
度とシンプルな味付けにより
素材の旨さを引き出した逸
品です。粒が大きく感動の味
わいをお楽しみください。

口の中ではじける本物の美味しさ
三陸産味付けいくら 560g

宮城宮城

2021年

 3
　 月

小麦特定原材料

味付け本いくら
冷凍

●内容量：560ｇ（280ｇ×2）●賞味期間：
製造日より2年●保存方法：冷凍（-１8℃以
下）●生産地または加工地：岩手県陸前高田
市気仙町字湊39-35●製造者：株式会社か
わむら●販売者：株式会社加和喜フーズ（税込）

定期便にご入会いただくと

8,980円

単品で購入の場合（税込）

11,000円

ジューシーで柔らかな旨味の
霜降りと、締まりが良く滑らか
な舌触りの赤身。コクのある
宮崎牛の2つの部位をぜひ
食べ比べてみてください。

霜降りがもたらすジューシーな食感
「宮崎牛」4等級以上食べ比べ 900g

2021年

 4
　 月

宮崎宮崎

宮崎牛（肩ロース・切り落とし）
冷凍

●内容量：900ｇ（切り落とし：500
ｇ、肩ロース：400ｇ）●賞味期間：製
造日より180日●保存方法：冷凍●
生産地または加工地：日本●製造
者・販売者：有限会社有田牧畜産業（税込）

定期便にご入会いただくと

8,980円

単品で購入の場合（税込）

12,000円

厳しい北の荒海で豊かに育
まれ、最も脂がのった貴重
な時鮭。ふんわりと柔らか
な身は他の鮭とは一線を画
す味わいです。

希少性が高くふわふわの柔らかさ
高級鮭「時鮭」切り身15枚

北海道北海道

時鮭（ときしらず）15枚
冷凍

●内容量：1.2kｇ（80g×15枚）●賞
味期間：製造日より５４０日●保存方法：
冷凍（-１8℃以下）●生産地または加工
地：北海道●製造者・販売者：株式会社
ぎょれん道東食品 ※解凍後、必ず火を
通してからお召し上がりください。

2021年

 5
　 月

（税込）

定期便にご入会いただくと

8,980円

単品で購入の場合（税込）

11,000円

ふっくらとした厚みの身が自慢
鹿児島県産「特大うなぎ長焼」3尾

2021年

 6
　 月

鹿児島鹿児島

肉厚なうなぎの身と皮目
をじっくりと白焼きにし、た
れ付け焼きを何度も繰り
返したうなぎは、濃厚で深
い味わいです。

小麦特定原材料

鹿児島県産うなぎ3尾
冷凍

●内容量：570ｇ（190ｇ×3尾）、たれ10mℓ×
3、さんしょう0.1g×3●賞味期間：製造日より
730日●保存方法：冷凍（-１8℃以下）●生産地
または加工地：【うなぎ蒲焼】鹿児島県●製造者・
販売者：【うなぎ蒲焼】山田水産株式会社 有明事
業所【たれ・さんしょう】ユタカフーズ株式会社（税込）

定期便にご入会いただくと

8,980円

単品で購入の場合（税込）

9,980円
阿波一貫牛（ロースステーキ）3枚

ツヤのある赤身に美しいサ
シが全体に入ったA5ランク
のロースステーキは、肉質
が良く、豊かな風味と甘み
が口いっぱいに広がります。

きめ細かな肉質と柔らかさ
「阿波一貫牛」A5特選ロースステーキ600g

2021年

 7
　 月

徳島徳島

冷凍

●内容量：600ｇ（200ｇ×3枚）
●賞味期間：製造日より2ヵ月●
保存方法：冷凍（-１8℃以下）●生
産地または加工地：徳島県●製造
者・販売者：（株）肉の藤原（税込）

定期便にご入会いただくと

8,980円

単品で購入の場合（税込）

13,800円

わずかしかとれないレアなお肉、
「神戸ビーフ」5等級・4等級 希少部位＋バラ 600g

2021年

 8
　 月

兵庫兵庫

神戸牛（希少部位・バラ）

コクがあり濃厚な味わいの希少
部位とバラのセットです。旨味が
ギュッと濃縮された普段なかな
か手にできないレアなお肉をぜ
ひご家庭でお楽しみください。

冷凍

●内容量：600ｇ（ミスジ・ウワミスジ・
クリ・カワラ：250ｇ／バラ：350ｇ）●
賞味期間：製造日より３０日●保存方
法：冷凍●生産地または加工地：兵庫県
●製造者・販売者：株式会社神戸畜産 （税込）

定期便にご入会いただくと

8,980円

単品で購入の場合（税込）

12,000円

貴重な本マグロを味わう贅沢
国産天然「本マグロ」約720g

2021年

 9
　 月

宮城宮城

国産天然本マグロ（中トロ・赤身）

天然の本マグロの美味しさ
が一番よくわかる濃厚な旨
味の本マグロ赤身と、とろけ
る脂がのった中トロをぜひ
ご家庭でご堪能ください。

冷凍

●内容量：約750ｇ（中トロ約250ｇ×1
／赤身約250ｇ×2）●賞味期間：製造
日より４５日●保存方法：冷凍（-１8℃以
下）●生産地または加工地：宮城県●製
造者・販売者：有限会社ヤマコ武田商店（税込）

定期便にご入会いただくと

8,980円

単品で購入の場合（税込）

12,800円
仙台牛（ロース）

柔らかくて美味しい肉の
食感と旨味が口の中に広
がります。肉質等級が「5」
と認められている良質な
霜降りのブランド牛です。

品質・風味ともに高い評価
5等級「仙台牛」ロース 700ｇ

宮城宮城

冷凍

●内容量：700ｇ●賞味期間：製造
日より60日●保存方法：冷凍●
生産地または加工地：宮城県●製
造者・販売者：（株）みなとや

2021年

10
　 月

（税込）

定期便にご入会いただくと

8,980円

単品で購入の場合（税込）

12,800円

10月末までにご入会いただくと、無料でお届け！
舌の上でとろける旨さはまさに絶品

「佐賀牛」5等級・4等級 ロース&赤身 800g
濃厚かにみその至福の味わい

「北海道産毛蟹」2杯

ここから！ 11月末までにご入会いただくと、無料でお届け！ここから！
２４時間いつでもお受けしています

料金のご案内

8,980円月々
（税込）送料
無料

１年間で

定期便販売価格の10％OFF（送料無料）で「おかわり注文」できる！※「おかわり注文」は当月中の商品をお受け取りいただいた方に限
ります ※「おかわり注文」の配送先は変更もできます ※当月・翌月
末までのご注文に限り、ご注文から1週間を目安にお届けします

こだわり満載の“厳選グルメ通信”を商品と一緒にお届け！
生産者からのメッセージやおすすめの食べ方などを掲載したチラシを商品に同梱しているので、
ぜひそちらもご覧ください。この先届く4ヵ月分の定期便商品も併せてご案内しています。

通常ではあり得ない驚きの価格でご紹介！に
こだわり!

に
こだわり!

に
こだわり!

普段なかなか手にすることができない全国各地の食材を、より多くの方に
お届けするために、生産者と協力してようやく実現した特別価格です。

国産にこだわり、何度も何度も試食と改良を繰り返して選び抜いた、安心
安全で質の高い、自信をもっておすすめできる商品です。

数ある商品の中から厳選された逸品！

いつでも入会・退会OK！スキップ（1回休み）もできる！
※ただし、年内にご入会で初月無料適用時、６ヵ月間は１回のみスキップが可能です
※2020年12月31日までにご入会で初月無料適用時、6ヵ月以内に退会される場合は違約金として初月の8,980円（税込）をお支払いいただきます

苦手な商材などがあればスキップ（１回休み）もできるのでご安心ください。

❶10日～28日のお好きな日（時間帯指定可） ❷曜日指定（時間帯指定可）日時指定もできます
※ただし週の指定不可

さらに
お得！

38,820円も
申込番号 CK22-00001

※商品画像はイメージです。※写真は料理・盛りつけの一例です。小物は商品に含まれません。※印刷物のため、多少色調など異なる場合があります。

今なら
※1：2020年12月31日までにご入会のお客様に限りま
す。入会から6ヵ月は退会不可（スキップは1回のみ可）。退
会不可期間にご退会された場合は、違約金として初月無料
分の8,980円（税込）をお支払いいただきます。

※1：2020年12月31日までにご入会のお客様に限ります。入会から6ヵ月は退会不可（スキップは1回のみ可）。退会不可期間にご退会された場合は、
　　違約金として初月無料分の8,980円（税込）をお支払いいただきます。

今なら

ジャパネットカード払いで

毎月ポイント１０倍

お申込み期間
10/1～10/31 11月分が無料
11/1～11/30 12月分が無料
12/1～12/31 1月分が無料

▲
▲
▲！無料！初回の商品が

１２月３１日までにお申込みいただくと

１２月３１日までに
 お申込みいただくと ！無料！初回の商品が

※1

※1

※沖縄・一部離島は別途費用が発生いたします。

※



配送日の変更はできますか？Q
A 下記の2通りから配送日の変更をお受けできます。

●10日～28日のお好きな日（時間帯指定もOK）
●曜日指定（時間帯指定もOK）ただし週の指定は
　できません ※変更される場合は前月末までにご連絡ください

お届け先の変更はできますか？Q
A 定期便のお届け先変更はできません。ただし、同じ

商品をもう一度注文する「おかわり注文」の場合は
配送先の変更ができます。 
※引っ越しされた場合は変更可 ※「おかわり注文」の詳細は中面をご覧ください

途中入会や退会は可能ですか？Q
A いつでも入会・退会が可能です。

※ご入会は当月中までのお申し込みで翌月からお届け開始します ※2020年12月
31日までにご入会で初月無料適用時、6ヵ月以内に退会される場合（スキップは1回
のみ可）は違約金として初月の8,980円（税込）をお支払いいただきます ※退会をご
希望の場合は当月中のご連絡で翌月から停止します ※退会はお電話でお受けしてい
ます ※商品のお受け取り状況によっては強制的に退会になる場合があります

商品のスキップ（1回お休み）とはどのような制度ですか？Q
A 定期便のコースの中に苦手なものがある場合などに、い

つでもお届けをスキップ（お休み）することができる制度
です。スキップされた月の支払いはありませんのでご安
心ください。 ※スキップされる場合は前月中のご連絡が必要です

本社／長崎県
佐世保市日宇町2781

ジャパネット厳選グルメ定期便 利用規約

■WEBからのご注文

ジャパネット グルメ定期便 で 検 索

■お電話でのご注文

0120-441-777
２４時間
いつでも
お受けしています

株式会社ジャパネットたかた（以下「当社」といいます。）は、当社が厳選した商品を定期的にお届けする（以下当該商品を「本商品」といいます。）、ジャパネット厳選グルメ定期便（以下「本サービス」といいます。）の販売及び宅配を提供して
います。「ジャパネット厳選グルメ定期便　利用規約」（以下「本規約」といいます。）は、本サービスを申込し、本サービスの契約（以下「本契約」といいます。）が成立したお客様に適用されます。【第１条】本サービスの内容：本サービスは、本
契約成立後からお客様が本サービスを解約されるまで、自動的に毎月異なる食品（本商品）を宅配形式でお客様に販売するサービスです。また、一度お届けした本商品を再度ご購入いただける「おかわりサービス」や、不要な本商品の購
入を避ける「スキップ」も可能です。【第2条】本サービスのお申込み、契約成立、契約期間等：1.お客様は本規約及びジャパネットたかた利用規約（https://www.japanet.co.jp/shopping/support/riyoukiyaku.html）　同会員規約
（https://www.japanet.co.jp/shopping/support/Mbkiyaku.html）同個人情報保護への取り組み（https://www.japanet.co.jp/shopping/company/privacy.html）に同意の上、所定の方法により本サービスのお申し込み
を行うこととします。2.本契約は当社が本サービスのお申込みを承諾した時点で成立するものとし、当社がその顧客管理システムへお客様情報を登録した時点をもって承諾したものとします。3.当社はお客様の申込内容に従い、本商品
を所定の配送単位でお客様のご注文に従い定期的にお客様にお届けいたします。4.当社はお客様からのお申し込みがあった場合でも、本サービスの提供を不適当と判断したときは当該お申し込みを承諾しない事が出来るものとします。
5.本サービスのお申し込みは日本国内に在住の方で、かつ本商品のお届け先が日本国内である方のみ可能とさせていただきます。ただし、お届け先が日本国内であっても配送の事情により本サービスが利用できないエリアがございま
す。6.本契約は解約をお申込みいただいた月の月末まで有効となり、第7条に定めるスキップを行わない場合、毎月お支払が発生いたします。7.当社は、当社の判断において、いつでも本商品代または本サービス内容について改定するこ
とができるものとします。この場合の当社による通知及びお客様による同意は第１4条第３項及び第４項の定めを準用します。8.当社は、販売促進等の当社の都合により、本商品に係る広告等で本規約と異なる定めをすることができるも
のとし、この場合はその定めを優先するものとします。お客様は本規約のほか本商品に係る広告表示内容について確認し理解されたうえで本サービスに申し込むものとします。【第3条】各事項の変更：1.当社に届け出たお客様の氏名・住
所等に変更が生じた場合、お客様は遅滞なく当社カスタマーセンターに変更事項を届け出ることとします。2.前項の届出がない為に、当社からの通知または送付書類、本商品、その他のものが延着又は不着となった場合には、通常到着す
べき時にお客様に到着したものとみなします。但し、やむを得ない事情がある場合を除きます。3.お客様は申込内容に変更が生じたとき、または申込内容の変更をしたいときは、次回発送予定日の前月末日までに遅滞なく当社カスタマー
センターへの連絡により変更手続きを行うものとします。この期日を過ぎて変更手続きをされ、お客様に何等かの損害が発生した場合であっても当社は責任を負わないものとします。【第4条】利用料金及びその支払い：1.お客様は本
サービスの対価として所定の利用料金を当社に支払うものとします。2.お客様は、前項の利用料金を次のいずれかの方法でお支払いください。（1）当社の指定するクレジットカードで決済を行う場合は、カード会社が指定する締日および
決済日により支払うものとなります。一部カード、デビットカードでのご利用はできません。（2）代金引換で決済を行う場合は、商品お届けの際、商品とお引き換えに代金を宅配業者にお支払いください。離島及び一部地域のお客様は、ご利
用いただけない場合がございます。（3）後振込で決済を行う場合は、後振込には所定の審査が必要となります。商品出荷前に自動的に審査をし、審査に通過しましたらご連絡はせず発送致します。もしご希望に添えない場合には、商品の
出荷ができない場合がございます。3.お客様からの利用料金のお支払いが1ヵ月以上滞った場合、お支払いの確認ができるまでお客様へ本商品の発送をしない場合がございます。【第５条】発送及び配送：1.本商品は、当社が定めお客様
が本サービスお申し込み時に設定された配送ルールに従って、定期的にお客様に届けられます。2.配送ルールの変更をご希望の場合は、変更されたい月の前月末日までに当社カスタマーセンターへご連絡いただく必要があります。な
お、当月中の変更は承れません。3.本商品に欠陥がある場合を除き、本商品の返品はできません。本商品をお受取りいただけないときは、当該定期配送に係る本商品の所有権を放棄したものとみなすものとし、返金は致しません。4.当社
は、お客様に本商品の到着希望の日時を確認することがありますが、あくまで希望であり、当該日時に本商品を届ける責を負うものではありません。【第6条】おかわりサービス：1.お客様は、おかわりサービスとして当月分の本商品を任意
の数量追加注文することができます。この場合、翌月末日までに当社に申し込むものとします。この期間を過ぎてのおかわりサービスは利用できません。おかわりサービスで注文した本商品の代金は当月分本商品代金の1割引きを原則
としますが、当社がこれと異なる代金を広告等で定めている場合、当該広告等を優先します。2.前1項で追加注文された本商品は、注文日から1週間を目安として発送します。3.前2項の定めに関わらず、本商品の生産状況や社会的な影
響等により取扱終了や欠品、出荷日の遅延が発生する可能性があり、予めこれに同意いただくものとします。4.おかわりサービスの利用は、おかわりを希望される本商品のお受取りが確認できたお客様に限ります。【第7条】スキップ：1.お
客様は、毎月の本商品のうち不要な本商品がある場合には、当該月分の本商品を注文せずにスキップできます。この場合、スキップされた本商品の代金はかかりません。お客様がスキップを行う場合、該当月の前月末日までに、当社カスタ
マーセンターへその旨ご連絡ください。ご連絡が無い場合や、前月末日を過ぎた場合は、スキップができません。2.当社は本商品につき前1項と異なる定めをする場合があり、この場合の扱いは本規約第2条第8項に準じます。【第8条】返
品、解約、解約における手数料や違約金：1.本商品は、本商品に本契約への不適合（本商品の品質や安全性の問題等をいいます。）があった場合を除き、理由の如何を問わず、返品や交換、代替品の発送、キャンセルはできません。2.お客様
が本契約の解約を希望するときは、次回発送予定日の前月末日までに当社までご連絡下さい。解約における手数料や違約金は発生いたしません。3.当社は本商品につき前2項と異なる定めをする場合があり、この場合の扱いは本規約第
2条第8項に準じます。【第9条】免責：1.以下のいずれかの事由により当社が本サービスを提供できなかった場合、当社はその履行責任および損害賠償責任を免れるものとします。（1）天災・地変等の災害を被ったとき（2）法令の制度、改
廃、行政指導のあったとき（3）悪天候、交通事情等によりサービスの履行遅延が生じたとき（4）本サービスの運営が困難な重大な事由が生じたとき（5）お客様が第３条各項に違反した場合（6）その他前各号に準する事由が生じたとき2.
前項の事由が解消される見込みがない場合は、当社は本契約を解約できるものとします。3.以下に該当し発生したお客様または第三者の損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。（1）お客様が本商品をその賞味期限
内に消費されなかった場合（2）お客様が本商品を定められた保存方法で保管されなかった場合（3）お客様が本商品をその説明書や注意書き並びに当社の指示する内容に従って取扱われなかった場合（4）その他、前3号に準じた取扱を
された場合【第10条】反社会勢力でないことの保証：お客様は本サービスのお申し込みにあたり、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又
は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者でないこと、また将来にわたって該当しないことを表明し、保証するものとします。【第11条】遵守事項および本サービスの解除等：1.お客様は本サービスのご利用にあたり、以下の事項を
遵守しなければならないものとします。（1）本商品を使用して営利行為を行わないこと（2）本規約に基づく当社との取引に関するお客様の地位及び権利を第三者に譲渡したり、その他第三者の権利を設定しないこと（3）法令または公序
良俗に違反して本商品を使用しないこと（4）本規約に違反する行為、その他当社が不適当と認める行為をしないこと（5）その他、本サービスの提供に支障をきたす行為をしないこと2.お客様が次のいずれかの事由に該当した場合、当社
は何らの通知・催告等をせずに利用停止、本契約の解除、その他当社が必要とする措置をとることができるものとします。（1）お申込に際し、お客様氏名・住所等、お客様の特定、信用状態の判断に係る事項について虚偽の申告をした場合
（2）利用料金の支払いを1ヵ月以上遅延した場合（3）本条1項に定める注意事項に違反した場合（4）信用状態が悪化した場合（5）当社及び関係会社や第三者の権利や名誉を侵害または毀損した場合、もしくは法令や公序良俗、本規約に
違反したことにより、当社が本サービスを継続しがたいと判断した時（6）当社に対し、当社の法的責任を超えた要求をされた時（7）本項各号に準ずる事由により、当社がお客様への本サービスの提供を不適当と判断した場合（8）コン
ピューター、通信機器、その他本サービスの運営および利用に必要な機器・機能を、直接・間接を問わず、妨害、破損、制限する行為（9）不正アクセスに該当する行為または不正アクセスを助長する行為（10）本サービスを妨害または混乱さ
せる行為（11）前各号に関連する一切の行為（12）第１０条に違反した場合（13）その他当社が不適切と判断し、告知または通知、ホームページ等で周知した行為3.お客様が前項各号に該当した場合、当社は、ジャパネットたかた利用規約
等にも違反するものとして当該お客様に対し、当社の利用禁止、お客様の会員資格の停止その他の措置を行うことができるものとします。お客様が前項各号に該当し当社または第三者に損害が生じた場合には、お客様は、当該損害を賠
償するものとします。4.本条によりお客様との本契約が終了した場合、お客様は当社との間の一切の債務について期限の利益を失い直ちに債務の金額をお支払いいただくものとします。5.お客様との本契約終了時点ですでにお客様が
お支払いいただいた当社のサービスに係る料金がある場合、当社は当該料金相当の商品やサービスをお客様に提供する義務を負わず、また当該料金は返金致しません。【第12条】損害賠償：当社の責に帰すべき事由によりお客様に損害
が発生した場合、当社は、当社の故意又は重過失による場合のみ当該損害を賠償します。ただし賠償の範囲は直接かつ現実に被った通常の損害に限り、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、派生的損害及び間接損
害等は含まないものとします。【第13条】譲渡禁止：お客様は、本サービスを利用したことに関して生ずる権利および義務を第三者に譲渡、承継その他の処分をすることはできません。【第14条】本サービスおよび本規約の変更等：1.当社
は、当社の判断により本サービスの内容の全部または一部を変更、追加、停止または廃止等をすることができます。これによりお客様に損害が発生した場合であっても、当社は責任を負わないものとします。2.当社は、次の各号に掲げる場
合には、当社の裁量により、本規約の内容の全部または一部を変更、追加または削除（以下「変更等」といいます）することができるものとします。これによりお客様に損害が発生した場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
（1）本規約の変更等がお客様の一般の利益に適合するとき（2）本規約の変更等が契約をした目的に反せず、かつ、変更等の必要性、変更等の後の内容の相当性および変更等の内容その他の変更等に係る事情に照らして合理的なもので
あるとき3.当社は、前項の規定による本規約の変更等をするにあたり、変更等の効力発生時期を定めるとともに、本規約の変更等をする旨、変更等の後の本規約の内容およびその効力発生時期を、当社が適当と認める方法により周知し
ます。4.本規約の変更等の効力発生後において、お客様が本サービスを利用した場合、お客様は、変更等の効力発生後の本規約に同意したものとみなされます。【第15条】分離可能性及び有効性：本規約のいずれかの条項が無効または
拘束力を持たないことが認められた場合でも、その条項がお客様または当社のいずれかにとって重大または不可欠なものでない限り、それは他の条項の有効性や拘束力にいかなる影響も及ぼさないものとします。【第16条】準拠法：本
規約の準拠法は日本法とします。【第17条】管轄裁判所：本規約に起因し、または関連する一切の紛争につきましては、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

「厳選グルメ定期便」についての疑問にお答えします！
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