
特定商取引法に基づく表記 

１．販売者情報 

商     号：株式会社ビズキ bizki Inc. 

代 表 取 締 役：白原巧実 

運営責任者  ：吉浦麻衣 

住     所：〒150－0044 東京都渋谷区円山町 6－7 渋谷アムフラット １F 

電 話 番 号：0120-286-123 

     ※受付時間は平日 10 時 30 分から 18 時 00 分までとなります。 

メールアドレス：info@bizki.co.jp 

ウェブサイト ：https://www.bizki.co.jp 

 

２．商品以外の必要代金 

商品の販売価格は、各商品のご購入ページにて表示する価格です。 

商品以外の必要代金は以下のとおりです。 

 

① 送料 

【単品購入の場合】 

佐川急便の佐川 60 にて配送いたします。 

・北海道：495 円（税込） 

・北東北、南東北（青森/岩手/秋田/宮城/山形/福島）：484 円（税込） 

・関東（茨城/栃木/群馬/山梨/東京/埼玉/千葉/神奈川）：440 円（税込） 

・信越、東海、北陸、関西（新潟/長野/岐阜/静岡/愛知/三重/富山/石川/福井/滋賀/京都/ 

大阪/兵庫/奈良/和歌山）：473 円（税込） 

・中国、四国（鳥取/島根/岡山/広島/山口/徳島/香川/愛媛/高知）：484 円（税込） 

・北九州、南九州（福岡/佐賀/長崎/大分/熊本/宮崎/鹿児島）：495 円（税込） 

・沖縄：1,364 円（税込） 

 

【定期購入の場合】 

初回は佐川急便の佐川 60 にて、2 回目以降はヤマト運輸のネコポス（ポスト投函）にて配

送いたします。定期便をご注文いただいたお客様は、送料が無料になりますが、沖縄への発

送につきましては、離島手数料として毎回 500 円（税込）をいただきます。 

 

② 消費税（10％） 

 

③ 決済手数料 

・クレジットカード払い：155 円（税込） 

・スコア後払い：155 円（税込） 

mailto:info@bizki.co.jp
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・あと払い（Paidy）：356 円（税込） ※コンビニ払いの場合 

・あと払い（Paidy）：銀行所定の振込手数料 ※銀行振込の場合 

※定期便をご注文いただいたお客様は、決済手数料が無料になります。 

 

④ インターネット接続料金等 

インターネット接続料金その他の電気通信回線の通信に関する費用はお客様にて別途ご用

意いただく必要があります(金額は、お客様が契約した各事業者が定める通り)。 

 

３．注文方法及び支払方法 

当社ウェブサイトより下記支払い方法を選択いただき、ご購入ください。 

 

【クレジットカード払い】 

クレジットカード会社は(VISA・MasterCard・JCB・AmericanExpress・DINERS)がご利用

可能です。お支払回数は一括払いのみとなります。 

お客様がクレジットカードをご利用される際にご入力をいただいたクレジットカード情報

は決済処理を行うために当社が委託するクレジットカード払い代行会社「株式会社ペイジ

ェント」のサーバーを利用して決済処理が行われます。これにより、当社サーバー内、およ

び当社内には、お客様のクレジットカード情報は、記録、保管されません。 

※カード会社により会員番号や有効期限が変更又は更新された場合、お客様に事前にお知

らせすることなく、変更又は更新された会員番号や有効期限がカード会社より株式会社ペ

イジェントに通知される場合がありますのでご了承ください。 

この場合、引き続き変更又は更新されたクレジットカードにより決済処理を継続させてい

ただきます。 

 

【Amazon Pay 払い】 

Amazon.co.jp のアカウントに登録されているお届け先情報とクレジットカード情報を使用

して、Amazon.co.jp 以外のサイトで支払いができるサービスです。Amazon Pay を使用する

ための追加費用はかかりません。 

当社サーバー内、および当社内には、お客様のクレジットカード情報は、記録、保管されま

せん。 

※定期コースの場合、Amazon Pay のお支払い解除をされても定期コースは継続されます。

定期コースの解約はお電話でのみ受け付けておりますので、ご了承ください。 

 

【スコア後払い】 

・後払い手数料：155 円(税込) 

・利用限度額：55,000 円（税込） 
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・請求書は商品とは別に郵送されます。 

発行日から 14 日以内にコンビニでお支払いください。 

・代金譲渡等 

株式会社 SCORE が提供するサービスの範囲内で個人情報を提供します。与信審査の結

果により他の決済方法をご利用していただく場合もございますので同意の上申込くださ

い。 

・個人情報を提供する目的 

後払い決済のための審査及び代金回収や債権管理のため 

・株式会社 SCORE よりサービスに関する情報のお知らせのため提供する項目 

氏名、電話番号、住所、E-MAIL アドレス、購入商品、金額等 

・提供の手段：専用システムにて実施 

 

「スコア後払い決済サービス」では以下に該当する場合、サービスをご利用いただけませ

ん。予めご了承ください。 

・郵便局留め、運送会社営業所留め（営業所での引き取り） 

・商品の転送 

・「病院」「ホテル」「学校」のご住所でご名義が職員以外の場合 

・コンビニ店頭での受け渡し 

※スコア後払いサービスご案内ページ（https://www.scoring.jp/consumer/）にて必ず詳細

を確認してください。 

※個人情報の提供に関する問合せ先：03-5728-7720 

受付時間：平日 月曜～金曜 10：30～18：00 

※定期便は、当社が指定する日までに特段のお申し出をいただいた場合を除き、定期的にお 

客様より商品のご注文をいただいたものとして取扱うコースです。後払いでご注文頂い 

た場合、ご購入の都度、株式会社 SCORE にて与信審査を行います。審査結果によっては 

後払いをご利用いただけない場合がございますのでご了承ください。 

 

【あと払い（Paidy）】 

・毎月請求確定分を月末締めで翌月 1 日に請求書を発行し、3 日までに E メール・SMS（シ

ョートメッセージ）にてご案内いたします。 

・支払方法は、コンビニ払い（コンビニ設置端末）、銀行振込又は口座振替となります。 

・支払方法により、毎月のお支払（請求）毎に手数料が発生いたします。 

コンビニ払い：356 円（税込） 

銀行振込：振込手数料をお客様にご負担いただきます。 

口座振替：支払手数料は発生いたしません。 

※個人情報の提供に関するお問い合わせ先：0120-971-918 

https://www.scoring.jp/consumer/
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https://support.paidy.com/hc/ja 

※お問い合わせの際は、ご注文時のお名前・住所・ショップ名をお知らせください。 

 

４．定期便の解約について 

定期便の解約をご希望されるお客様は、お届け予定日の 10 日前までにお電話にてご連絡を

お願いいたします。お届け予定日の 10 日前までにお電話にてご連絡いただけない場合、解

約を承ることができません。 

※10 日前が土日祝日の場合、その直前の平日までとさせていただきます。 

※解約をご希望の場合、0120-286-123 まで、お電話にてご連絡ください。 

※受付時間は平日 10 時 30 分から 18 時 00 分までとなります。 

 

【初回分で解約される場合の特約（悪質な不正転売者増加に伴う対策）】 

・転売目的の悪質な購入防止のため、初回分お受け取り後、2 回目の商品を受け取らずに定

期購入を解約する場合には、「納品書（コピー可）」と「空の商品容器（残液漏れ防止のた

め、商品到着時のキャップであること）」の返送が必要となります（送料はお客様ご負担）。 

※初回商品お受け取り後、7 日間経過以降にお受け付けいたします。 

※追跡なしにてご返送いただいた際の紛失による未着につきましてはこちらでは責任を負

いかねますので、配達記録が残り、引受人に手渡しの配達方法 (例：書留、レターパッ

クプラス、宅配便など)でご返送ください。 

・お電話にてご連絡いただいた後、2 週間以内にご返送ください。返送が確認できない場合

は、次回商品発送後の解約のご案内とさせていただいております。 

 

■返送の際の送り先 

〒150-0044 

東京都渋谷区円山町 6-7 渋谷アムフラット 1F 

株式会社ビズキ宛 

 

５．支払期限 

【クレジットカード払い・Amazon Pay 払い】 

初回は、商品購入時に決済させていただきます。2 回目以降は次回お届け予定日の 5 日前前

後に決済させていただきます。なお、ご請求日は各カード会社により異なります。 

 

【スコア後払い】 

商品到着後 7 日前後で請求書が届きますので、請求書発行日から起算して 14 日以内にお支

払いください。 

 



特定商取引法に基づく表記 

【あと払い（Paidy）】 

・コンビニ払い及び銀行振込の場合 

当月購入分を翌月 10 日までにお支払い又はお振込ください。 

・口座振替の場合 

当月購入分を翌月 12 日（※）に引き落しさせていただきます。ただし、1 月・5 月度は

20 日（※）となる場合がございます。 

※金融機関休業日の場合は、翌営業日 

・あと払い（Paidy）ご案内ページ（https://paidy.com/payments/）にて必ず詳細を確認し

てください。 

 

６．引渡し時期 

【クレジットカード払い・Amazon Pay 払い】 

初回は、お支払手続き完了後、土日祝日を除く 5 営業日前後にお届けします。2 回目は 30

日間隔（間隔変更を行った場合はその間隔）で、3 回目以降は 60 日間隔（間隔変更を行っ

た場合はその間隔）でお届けします。 

 

【スコア後払い・あと払い（Paidy）】 

初回は、売買契約成立後、土日祝日を除く 5 営業日前後にお届けします。2 回目は 30 日間

隔（間隔変更を行った場合はその間隔）で、3 回目以降は 60 日間隔（間隔変更を行った場

合はその間隔）でお届けします。 

 

※ご注文殺到時や悪天候時、地域によっては商品引渡しまでに多少時間がかかることもご

ざいます。 

 

７．返品・交換について  

■返品・キャンセル等 

【商品に瑕疵がない場合】 

当社ウェブサイトで販売する商品については、原則として購入手続き完了後の返品または

キャンセルをお受けいたしません。 

【商品に瑕疵がある場合】 

売買契約内容と異なる商品が到着した場合または商品に瑕疵がある場合には、商品到着後 7

日以内に限り、商品の返品を受付けます。但し、以下の事項に該当する場合には、返品をお

受けできません。 

・商品が開封済の場合 

・商品を一度でもご利用になられている場合 

・お客様のもとで商品にキズや破損が生じた場合 
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・返品いただいた際、商品容器、商品の箱、納品書のいずれかが同封されていない場合 

※返品をご希望の場合、0120-286-123 まで、お電話にてご連絡ください。 

受付時間は平日 10 時 30 分から 18 時 00 分までとなります。 

※お電話にてご連絡いただいた後、2 週間以内にご返送ください。 

 

■返金保証に関する特約 

商品に瑕疵がない場合であっても、お体に合わない等の場合で以下【必要事項】を満たす

お客様に限り初回に購入いただいた 1 商品分のみ返金を行うことができます。 

※本特約に基づく返金の際、返金手数料として 960 円を控除させていただきます。 

【必要事項】 

・お客様が初回購入者であり本特約の対象となる定期コースをご契約いただいていること 

・初回お届け日から 7 日が経過しており且つ、初回お届け日から 15 日以内にお電話にて

ご連絡をいただくこと 

※期間満了日が土日祝日の場合、その直前の平日を期間満了日とさせていただきます。 

※本特約をご希望の場合、0120-286-123 まで、お電話にてご連絡ください。 

 受付時間は平日 10 時 30 分から 18 時 00 分までとなります。 

・初回購入商品の商品容器、ヘアブラシ、納品書を返送いただくこと 

・お電話にてご連絡いただいた後、2 週間以内にご返送いただくこと 

※返品に伴う送料はお客様のご負担となります。ご返送の際は必ず配達記録の残る方法

(宅配便・ゆうパック等)にてご返送いただき、配送伝票の控えを大切に保管して下さ

い。普通郵便およびメール便でのご返送はご遠慮下さい。また、ご返送途中での破損

や紛失等の事故・トラブルにつきましては、当社では責任を負いかねますのでご了承

下さい。 

 

 ■返品の際の送り先 

〒150-0044 

東京都渋谷区円山町 6-7 渋谷アムフラット 1F 

株式会社ビズキ宛 

 


