
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔1/8頁目〕 
⚠お知らせ　お客様へ少しでも安価で御提供をさせて頂くために・・・ 
・クレジットカード手数料の節約／・ショッピングサイト仲介手数料の節約をするために、 
《📧 Eメール》及び、《LINE》での受付を開始しました。 

◇📧 kanri@shin7777.com   又は、◇LINE ID👉 shindou7777  
※LINE支払いでのQRコードは、〔3/8頁目〕へ掲載をしております。 

※クレジットカードでお支払いを御希望のお客様は、割高になりますが、通販ショッピングサイ
トBASEをご利用ください。 
https://thebase.in/to_app?s=shop&shop_id=shin7777-theshop-jp&follow=true 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

⭐Premium辛道カレーは、大盛❗ 240g＝税込700円ですの
で・・・ 
一般的な並盛180gに換算しますと、 
【４８６円(税込525円)】と安価で御座いますッ♬。 

⭐W 特茶葉🍵 酵素の力【Dr,エンザイムW】は、 
１袋：３０錠入り＝税込3,300円です。 
⭐ １錠＝税込１１０円 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

◎通販での御注文方法　※ 送料は無料❗です。 

※下記メニュー①～⑥を選択し、数量と御注文合計金額合わせて、【📧 Eメール ｏｒ LINE】へ御
記入をお願い申し上げます。 
※御注文は２品以上で承ります。※１品のみの御注文の際は120円を加算させて頂きます。 

《メニュー》※カレーは全品レンジ調理OKです。 

①Premium辛道🍛 カレー《🐔 そぼろ➕ 🐷 豚バラ軟骨》🌶 辛さ30% 

  ６４８円(税込700円) ※激売れ『有難う御座います』。好評販売中❗  
---------------------------- 
②Premium辛道🍛 カレー《🐔 そぼろ➕ 🐷 豚バラ軟骨》🌶 辛さ100%   

６４８円(税込700円) ※激売れ『有難う御座います』。好評販売中❗  
---------------------------- 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               〔2/8頁目〕 
③W 特茶葉🍵 酵素の力【Dr,エンザイムW】 
3,000円(税込3,300円) ※間も無く販売開始です。 
---------------------------- 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
《ご注文方法》 
◎御注文の記入例 

《通常購入》 
①を１食と、③を１袋。計4,000円　 

《毎月！定期購入》※初回発送日が基準となります。※初回は前金、二回目以降は後払いが可能です。 
※１０％OFF❗  
毎月定期購入をします。①を１食と、③を１袋。計3,600円　 
⚠ 解約の際は、次回発送日の15日前に《📧 Eメール》又は、《LINE》でご連絡をお願いします。 

《年間！定期購入》※初回発送日が基準となります。※初回は前金、二回目以降は後払いが可能です。 
※２０％OFF❗  
年間定期購入をします。①を１食と、③を１袋。計3,200円　 
⚠ 解約の際は、次回発送日の15日前に《📧 Eメール》又は、《LINE》でご連絡をお願いします。 
但し、12ヶ月分はご購入をお願いします。 

◎御注文時の必須事項　 
※必ず郵便番号をご記入してください。 
・氏名〔フリガナ〕 
・お電話番号 
・【📧 Eメールアドレス ｏｒ  LINEのID】 
・御住所〔郵便番号／マンション名〕 
・お支払い方法〔下記の３種類より選択してください。〕 
※お支払いがLINEの際は、LINE IDをご記入してください。 
※お支払いがPayPayの際は、PayPayへ登録の携帯番号をご記入してください。 

□お届け先が異なる場合には下記を記載してください。 
※必ず郵便番号をご記入してください。 
・氏名〔フリガナ〕 
・お電話番号 
・御住所〔郵便番号／マンション名〕 
※発送者は、ご注文者-様-の氏名と弊社社名の連名となります。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 



                                                                                                                  〔3/8頁目〕 
◎お支払い方法は３種類です。※御入金の確認後に、商品の発送をさせて頂きます。 
※〔5/8頁目〕の支払方法に関してをご一読ください。 
　　　　　　👇　　　　　　　👇  

◇🔵推奨：LINE残高からの弊社LINEへ送金   
※送金手数料無料。 
※PayPay残高を弊社LINEへ送金も可能です。 
・弊社LINE ID👉 shindou7777 
※お友達登録後に送金をしてください。 

◇🔵推奨：PAYPAY残高から弊社PAYPAYへ送金   
※送金手数料無料。 
・090-4050-8787へ送金をしてください。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
◇銀行振込 ※振込手数料はお客様のご負担でお願い申し上げます。 
・住信ＳＢＩネット銀行／・法人第一支店（106） 
・普通口座1567002／・医食ＬＩＦＥサービス株式会社 
まで、お振込をお願い申し上げます。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
-お届けについて- 
・２食（袋）以内の発送は、クリックポストでのお届けとなります。 
・簡易包装での発送をご了承ください。 
・お届けは申し込みより約一週間程を目安にお届けいたします。 
・天候、道路事情により配達遅延の可能性がございます。 
・土日祝日やお盆・年末年始をはさむ場合は、到着が遅れる場合がございます。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

◎PREMIUM辛道カレーとは・・・ 
本当にレトルト？この味まさに店味！一口目は甘いが･・・ 
作りたくて仕方がなかったカレーです。22年の歳月をかけ、やっと完成しました。 
プラセンタ入り〔そぼろ+豚バラ軟骨〕Premium 辛道カレーここに完成(^^) 

⭐【加圧加熱 120℃で熟成調理の結果・・・】 
◇まさに店味！　 ◇本当にレトルト？　◇お店の味を超えた？  ◇豚バラ軟骨：じっくりと煮込
み、骨まで柔らかいです。 
※旨辛ですので、辛さが苦手なお方は、【卵／チーズ／コーン】などと和えてください。 
※プルプルの部位はコラーゲンが豊富な軟骨です❗ 。 
一頭で希少な豚バラ軟骨を長時間煮込み、旨味を出しました。 
※脂ではありません。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔4/8頁目〕 
-PREMIUM辛道カレーのアピール8点-（出前館-SAN-での掲載内容） 
一：気密性及び遮光性を有する袋で密封をし、加圧加熱殺菌をした「レトルトパウチ食品」で
す。※お店の味を再現 
ニ：調理人が食材とお客様へ接しません。 
三：ウエイトレスさんの給仕を受けません。 
四：外食を控えれます。（Takeout／デリバリー） 
五：お客様ご自身が、電子レンジで簡単に温めれます。※当店で温めも可 
六：開封せずお届けをさせて頂きます。 
七：本格的な店味が割安でご提供が可能です。 
八：多くのメディアから取材を受けました。大物著名人もご来店ッ♬。 
******************************************************************************************************************************　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

会社情報・特定商取引法に基づく表示 
店舗名              Premium辛道カレー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
店舗URL    https://shindou7777.easy-myshop.jp/ 
販売事業者名     医食LIFEサービス株式会社 
販売責任者    川島 靖彦 
所在地 　　　    〒530-0012  大阪府 大阪市北区芝田2-9-12SUM MIENA  
電話番号　　     06-6421-7777 
メールアドレス　kanri@shin7777.com     ◇LINE ID👉 shindou7777 

■商品の販売について 
◇販売数量・条件等 
数量制限などはございません。 
◇お支払方法及び支払い時期 
支払方法および支払期限については支払方法に関してをご確認ください。 
◇商品代金以外の必要料金 
支払方法や配送方法によって、所定の手数料や送料が必要になる場合があります。支払方法に関し
ておよび、配送方法に関してをご確認ください。 
◇申し込みの有効期限 
支払期限までにご入金の確認ができない場合は、キャンセルとさせていただきます。  
◇商品引渡し時期 
ご入金確認日から通常3営業日以内に発送いたします。 
「オーダー品」、「特注品」については2ヶ月以内の発送となります。 
※納期の厳守には細心の注意を払っておりますが、生産・在庫状況、交通状況、システムトラブル
等、予期せぬ事故・都合により納期の変動が起こり得る場合もあります。それによりお客様また
は第3者に損害が発生したとしても当店は一切責任を負わないものとします。また、お客様の都合
による納期の遅れにつきましても、これと同じものとします。予めご了承くださいませ。 
◇不良品について 
不良品・破損品については責任を持ってお取り換え致します。 
条件などの詳細は返品特約に関してをご確認ください。 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔5/8頁目〕 
◇契約の締結について 
・お客様のご注文は、本サイトにおいてエラーが報告されることなく、ご注文手続きが行われた
場合においてのみ処理されます。 
・当ショップは、理由の如何を問わず、自己の裁量にて、お客様に対して責任を追うことなく、ご
注文を拒否することができるものとします。例えば、以下のような状況において、当ショップはご
注文を承諾しないことがあります。 
　1) ご注文に含まれる全部又は一部商品の在庫が確保できない場合 
　2) 過去のご注文に関連して当ショップとお客様の間に紛争がある場合 
　3) お客様が、過去にご注文された代金支払いを行わなかった場合 
　4) お客様が、違法又は不正な行為に関与している、又は関与している疑いがある場合 
　5) お客様が提供したデータが不正確又は虚偽であると疑われる理由がある場合 
　6) 注文商品や送料、その他の表示価格に誤りがあった場合 
　7) お客様の支払方法が拒否された場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　8) 当ショップがお客様のご注文を処理することができない場合 
・当ショップは、ご注文を承諾しない場合、ご注文の受付日から5営業日以内にお客様に通知しま
す。当ショップがご注文を承諾しない場合、お客様と当ショップの間で契約は締結されません。 
・当ショップは、ご注文の拒否について理由を提供する義務を負いません。 
◇定期購入について 
・定期購入契約は所定の期間満了またはお客様がキャンセルするまで、所定の頻度またはお客様
が指定した頻度に従い自動的に注文を成立させるものとします。 
・お客様が定期購入契約をキャンセルをするには、当サイトからキャンセル希望日の「10日前」
までに告知することにより以降の定期購入契約をキャンセルすることができるものとする。 
・キャンセルの告知は当サイトの「会員マイページ」の「定期購入の管理」から行えます。 
・当サイトは、独自の裁量により、お客様の定期購入契約を通知なくいつでも解除することがで
きるものとします。この場合、お客様は配送された商品に関してのみ代金を支払います。 

支払方法に関して 
＜お支払い方法の種類について＞ 
※ 〔3/8頁目〕へ記載のとおりです。 
・銀行振込手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。 
・お振込人名／送金人名は、ご注文の際にご登録頂いたお名前でお振込みください。 
　（お振込人名が異なる場合は事前にお知らせ願います。） 
・ご注文後、7日以内にご入金の確認がとれない場合は、キャンセルとさせて頂きます。 
・お支払いの確認後、商品を発送させていただきます。 

配送方法に関して 
＜配送方法の種類について＞ 
◎以下の何かで配送をさせていただきます。 
※送料は無料です。 
◎梱包資材料 
ヤマト運輸-san-／クリックポスト／スマートレター 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔6/8頁目〕 
返品特約に関して 
＜返品の条件について＞ 
□不良品・破損品・商品相違の交換について 
不良品・破損品については責任を持ってお取り換えいたします。 
商品に異常があった場合には、不良状況・破損状況を詳しくお書きの上、商品到着後7日以内にメー
ルにて、 お早めにご連絡ください。早急に良品と交換させていただくよう手配をいたしす。 
商品相違については、ご注文いただいた商品名及び注文番号をお書きの上、商品到着後7日以内に
メールにて、お早めにご連絡ください。 
不良品・破損品・商品相違などの場合は当社が負担します。 
尚、運搬中の破損事故の場合は、運送会社が引き上げに伺いますので、そのままの状態で早急に
ご連絡くださいませ。 
                                                                                                                      
□お客様のご都合による返品・交換について 
商品到着後　7日以内にメールにて、商品の返品・交換についてお早めにご連絡ください。 
商品返品時の送料・返金時の振り込み手数料はお客様のご負担となります。 
また、発送時の送料・手数料等は返金致しかねますので、ご了承ください。 
交換をご希望の場合は、再度発送料もご負担願います。 
□返品・交換できない商品について 
ご使用になられた商品 
お取り寄せ商品 
商品本来の使用目的以外のご使用により生じた不具合によるもの 
□返品のご連絡先について 
販売事業者名     医食LIFEサービス株式会社 
販売責任者    川島 靖彦 
所在地 　　　    〒530-0012 
                       大阪府 大阪市北区芝田2-9-12SUM MIENA  
電話番号　　     06-6421-7777 
メールアドレス　kanri@shin7777.com     ◇LINE ID👉 shindou7777 

＜個人情報保護に関する基本方針＞ 
当ショップは個人情報の重要性を認識し、その保護を徹底するために、個人情報保護方針を制
定、実施してまいります。 
■基本方針について 
1：個人情報の収集、利用にあたっては、その目的を明確に定め、業務に必要な範囲で取り扱いま
す。 
2：個人情報の管理にあたっては、外部への流出防止に努め、外部からの不正アクセス、個人情報
の紛失、破壊、改ざん、漏えいなどの危険に対し、適切かつ合理的な安全対策を講じます。 
3：個人情報は、法令に基づき司法機関、行政機関より法的義務を伴う要請を受けた場合を除き、
お客様ご自身の同意なしに第三者に開示・提供はいたしません。 
4：個人情報は業務上必要がなくなったと判断した場合、消去する場合があります。 
5：個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守します。 

mailto:kanri@shin7777.com


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔7/8頁目〕 
■本サイトにおける個人情報の取り扱いについて 
1：個人情報の収集について 
本サイトを利用して商品の注文、会員登録、プレゼント応募、メルマガ購読、お問い合せ、アン
ケートをご利用いただく際に、個人情報を収集いたします。 
2：個人情報を収集する目的について 
注文商品の発送、代金の回収のため。 
お客様が個人情報の利用および目的を同意の上提供された場合、お客様に有益なサービスを電子
メール、郵便により送信もしくは送付、またはお電話などでご案内させていただくため。 
プレゼントの抽選、発送のため。 
メールマガジンの配信のため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
お問い合わせにお答えするため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
3：個人情報の保護・管理について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
本サイトを利用して商品の注文、会員登録、プレゼント応募、メルマガ購読、お買い物アンケー
トをご利用いただく際に収集した個人情報は紛失、破壊、改ざん及び漏洩などのリスクに対して
の施策を講じるとともに、当ショップの従業員に対し、安全な管理や関連法令に準じた適切な取
扱いを徹底して参ります。 
4：個人情報に関するお客様からのお問い合わせなどについて 
お客様からお客様自身の個人情報について、次の要請を受けた場合は、問い合せに対応するため
窓口を設置します。 
個人情報の開示 
修正／削除 
個人情報の利用について同意した一部、または全部の撤回 
個人情報に関するお問い合わせを希望される場合は、本人確認の為、住民票の写し又は運転免許
証の写しと、開示の場合には手数料として750円の定額小為替を同封していただきますので、あら
かじめご了承ください。 
５：個人情報の開示について 
次の項目に該当する場合、お客様の個人情報を開示する場合があります。 
お客様が他のお客様、弊社の権利、利益、名誉などを損ねるような行為をしたことが判明した場
合、お客様の個人情報をその当事者、警察、関連機関に通知することがあります。 
警察等関連機関、その他行政機関などより、お客様の個人情報についての開示要請があった場
合、これを開示することがあります。 
６：COOKIE情報の使用について 
当ショップでは本サイトを閲覧された時など、お客様により良いサービスを提供するために、ご
使用デバイスを識別するCookie情報を記録する事がありますが、これにより個人を特定できる情
報の収集を行えるものではございません。 ご使用になるブラウザの設定によって、本サイトから
送付されるクッキー情報の受取を拒否する事ができます。その場合、本サイトの一部サービスが
正常に動作しない可能性があります。 
7：アクセスログの取得について 
当ショップでは、本サイトのアクセスログを取得しています。 アクセスログは、アクセスされた
方のIPアドレス、ホスト名、ご利用のブラウザやOSの種類、アクセス日時などの情報が含まれま
すが、個人を特定できる情報を含むものではありません。 アクセスログは、今後のサイトの利便
性向上や、万一問題が発生した際の原因追及、利用状況に関する統計・分析処理などに使用する
ために採取しており、それ以外の目的には使用いたしません。 
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■追記 
《商品説明》 
◇W 茶葉🍵酵素の力【DR,エンザイムW】 
《食べたい》《飲みたい》をサポート 

【W①】「1-デオキシノジリマイシン（DNJ）」は、小腸内で糖分解酵素の働きを阻害してブド
ウ糖の吸収を抑え、食後の過血糖値を抑制します。また食物繊維も豊富です。 

【W①】カテキンは、食事とともに摂取すると、脂肪の吸収を穏やかにし、体重だけでなく、腹
部の脂肪も低減する特性をもつとされています。 

【W②】ビタミンCは、アセトアルデヒドの分解をサポートする作用があり、二日酔いの時には積
極的に摂りたい栄養素の一つです。 

【W② 】スーパーオキシドジスムターゼ(SOD)酵素は、活性酸素を除去する働きを持つ抗酸化作
用があります、 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

■お問い合わせ先について 
医食LIFEサービス株式会社 
代表:    川島 靖彦 
Tel:      06-6421-7777 
E-mail: kanri@shin7777.com    ◇LINE ID👉 shindou7777 

以上で御座います。いつもお買い上げを頂き『有難う御座います』。 
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