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利益を重視したい店舗様へ!!
スーパーバイヤー(SB)会員のお知らせ
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【【【【ご注意下さいご注意下さいご注意下さいご注意下さい】】】】 本資料に記載されている全ての金額は税抜き表示となっております。本資料に記載されている全ての金額は税抜き表示となっております。本資料に記載されている全ての金額は税抜き表示となっております。本資料に記載されている全ての金額は税抜き表示となっております。



当当当当サイトのサイトのサイトのサイトの会員枠会員枠会員枠会員枠にににに新新新新たにたにたにたにスーパーバイヤースーパーバイヤースーパーバイヤースーパーバイヤー(SB)(SB)(SB)(SB)会員会員会員会員をををを追加追加追加追加!!!!!!!!

スーパーバイヤー（スーパーバイヤー（スーパーバイヤー（スーパーバイヤー（SB）会員とは？）会員とは？）会員とは？）会員とは？

より店舗様に利益を取って頂く為、通常会員とは別に新たな会員枠を追加!!

月額料金をお支払い頂くことで、個々の商品の仕入金額を大幅削減!!

弊社仕入原価に近い形で商品をご提供!!配送コストも大幅減!!

スイーツマーケット

スーパーバイヤースーパーバイヤースーパーバイヤースーパーバイヤー（（（（SBSBSBSB））））会員会員会員会員のメリットのメリットのメリットのメリット
１. 【掛率大幅減】 最大２8％～!!全品４９％以下で仕入可能
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２. 【配送コスト】 通常700円→550円（税抜）配送コスト減
通常3万円以上→1万5千円以上送料無料!!

３. 【最新情報配信】 新商品の告知を優先的に提供
４. 【集客･差別化】 広告出稿商品増加による集客アップ
５. 【新販路】 仕入コスト大幅減による新販路への展開
６. 【低コスト低リスク】 月額固定費のみ｡在庫負担一切なし
７. 【ＯＥＭ･ＰＢ】 オリジナル商品作りを全面バックアップ。

利益をしっかり確保したい店舗様はお得な会員枠となっております利益をしっかり確保したい店舗様はお得な会員枠となっております利益をしっかり確保したい店舗様はお得な会員枠となっております利益をしっかり確保したい店舗様はお得な会員枠となっております!!



SB会員におけるメリット会員におけるメリット会員におけるメリット会員におけるメリット

低低低低リスクリスクリスクリスク低低低低コストでコストでコストでコストで圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的なななな売上増売上増売上増売上増・・・・利益増利益増利益増利益増がががが見込見込見込見込めますめますめますめます!!!!!!!!

通常会員様の場合、販売価格に対し平均55％～68％（一部例外あり）での商品提供となっておりますが、

SB会員様は、平均して販売価格に平均して販売価格に平均して販売価格に平均して販売価格に対し対し対し対し28％～の掛率でご提供％～の掛率でご提供％～の掛率でご提供％～の掛率でご提供致します致します致します致します。（全ての商品。（全ての商品。（全ての商品。（全ての商品49％以下）％以下）％以下）％以下）

最も大きなメリットとして、個々の商品の大幅な仕入コスト削減を実現!!

それに伴い様々な可能性を御社にご提供できます!!

SB会員様の場合、常温商品のみ通常1配送700円（税抜）のところ、

1配送配送配送配送550円円円円（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）にて出荷!!さらに､15000円以上で送料無料円以上で送料無料円以上で送料無料円以上で送料無料!!物流コストも削減致します。

メリット①

掛率大幅減!!

メリット②

配送コスト!!

Copyright©2012 TennenSeikatsu,Ltd.All Right Reserved ４

仕入金額が下がれば､広告出稿やポイント●倍、送料無料商品として販売することが可能広告出稿やポイント●倍、送料無料商品として販売することが可能広告出稿やポイント●倍、送料無料商品として販売することが可能広告出稿やポイント●倍、送料無料商品として販売することが可能です。これにより、

新規集客、ならびにリピーター獲得、客単価アップに貢献することができ、店舗への集客と差別化リピーター獲得、客単価アップに貢献することができ、店舗への集客と差別化リピーター獲得、客単価アップに貢献することができ、店舗への集客と差別化リピーター獲得、客単価アップに貢献することができ、店舗への集客と差別化が可能に。

仕入価格の低下により、既存の販路以外でも、話題のクーポンサイトへの出稿や話題のクーポンサイトへの出稿や話題のクーポンサイトへの出稿や話題のクーポンサイトへの出稿や2次卸次卸次卸次卸、、、、

新た新た新た新たなマーケットへなマーケットへなマーケットへなマーケットへの展開の展開の展開の展開も可能も可能も可能も可能です。貴社新たな販路の拡大にもご活用頂けます。

月額固定費のみをお支払い頂くことで、低コストにて上記のメリットをご提供することが可能低コストにて上記のメリットをご提供することが可能低コストにて上記のメリットをご提供することが可能低コストにて上記のメリットをご提供することが可能です。また、従来の

お取引同様注文は1個から可能ですので、在庫リスクも弊社の方で負担致します。在庫リスクも弊社の方で負担致します。在庫リスクも弊社の方で負担致します。在庫リスクも弊社の方で負担致します。

SB会員様には優先して新商品のご報告をお送りします。

他社に先駆他社に先駆他社に先駆他社に先駆けけけけ売れ筋商品を販売売れ筋商品を販売売れ筋商品を販売売れ筋商品を販売頂き、先行メリットをご提供致します。
メリット③

最新情報優先入手

メリット④

集客・差別化

メリット⑤

新販路拡大

メリット⑥
低コスト･低リスク

メリット⑦
OEM・PB商品製造

弊社の独自ルートから様々なジャンルの自社独自商品の開発をお手伝い致します。

製造ロットや製造原価も調整し、さまざまなリスクを軽減します。



通常会員様と通常会員様と通常会員様と通常会員様とSB会員の違い会員の違い会員の違い会員の違い

スタンダード会員(通常)様
すべて無料で、商品の仕入購入を行うことができます。

会員会員会員会員登録･初期費用登録･初期費用登録･初期費用登録･初期費用 無料無料無料無料０円０円０円０円

スーパーバイヤースーパーバイヤースーパーバイヤースーパーバイヤー会員様会員様会員様会員様
月額利用料金を払うことで､破格の卸価格・送料破格の卸価格・送料破格の卸価格・送料破格の卸価格・送料で商品仕入が可能

会員会員会員会員登録･初期費用登録･初期費用登録･初期費用登録･初期費用 ０円０円０円０円

店舗様店舗様店舗様店舗様のののの事業展開事業展開事業展開事業展開にににに合合合合わせておわせておわせておわせてお好好好好きなきなきなきな会員登録会員登録会員登録会員登録をををを!!!!!!!!
スイーツマーケットでは通常会員と新規にスーパーバイヤー（スイーツマーケットでは通常会員と新規にスーパーバイヤー（スイーツマーケットでは通常会員と新規にスーパーバイヤー（スイーツマーケットでは通常会員と新規にスーパーバイヤー（SB）会員の２つの会員枠を設けました。）会員の２つの会員枠を設けました。）会員の２つの会員枠を設けました。）会員の２つの会員枠を設けました。
すべての皆様は通常会員からスタートしますので、ご希望に応じてすべての皆様は通常会員からスタートしますので、ご希望に応じてすべての皆様は通常会員からスタートしますので、ご希望に応じてすべての皆様は通常会員からスタートしますので、ご希望に応じてSB会員になることができます。会員になることができます。会員になることができます。会員になることができます。

リスクなく始めたい店舗様へリスクなく始めたい店舗様へリスクなく始めたい店舗様へリスクなく始めたい店舗様へ!!（初回登録時）（初回登録時）（初回登録時）（初回登録時） 利益をしっかり確保したい店舗様へ利益をしっかり確保したい店舗様へ利益をしっかり確保したい店舗様へ利益をしっかり確保したい店舗様へ!!

月額利用料月額利用料月額利用料月額利用料 19800円円円円
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月額利用料月額利用料月額利用料月額利用料 無料０円無料０円無料０円無料０円
仕入掛率仕入掛率仕入掛率仕入掛率 55～～～～68％％％％

一部例外商品もございます。

送料送料送料送料 常温常温常温常温 700円円円円
冷凍（蔵）冷凍（蔵）冷凍（蔵）冷凍（蔵） 900円円円円
冷凍（蔵）産直出荷は1100円 ※すべて税抜表記

送料無料送料無料送料無料送料無料 ３万円以上３万円以上３万円以上３万円以上

仕入掛率仕入掛率仕入掛率仕入掛率 28％～％～％～％～49％％％％

送料送料送料送料 常温常温常温常温 550円円円円
冷凍（蔵）冷凍（蔵）冷凍（蔵）冷凍（蔵） 900円円円円

冷凍（蔵）産直出荷は1100円 すべて税抜表記

送料無料送料無料送料無料送料無料 1万万万万5千円以上千円以上千円以上千円以上

いつでも
移行可能!!

月額利用料月額利用料月額利用料月額利用料 19800円円円円



SB会員への登録の流れ会員への登録の流れ会員への登録の流れ会員への登録の流れ

弊社用意弊社用意弊社用意弊社用意ののののＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸフォーマットにフォーマットにフォーマットにフォーマットに必要事項必要事項必要事項必要事項をごをごをごをご記入頂記入頂記入頂記入頂くだけくだけくだけくだけ!!!!!!!!

スーパーバイヤー会員登録のＦＡＸフォーマットに簡単な必要事項をご記入頂きご提出後、月額利スーパーバイヤー会員登録のＦＡＸフォーマットに簡単な必要事項をご記入頂きご提出後、月額利スーパーバイヤー会員登録のＦＡＸフォーマットに簡単な必要事項をご記入頂きご提出後、月額利スーパーバイヤー会員登録のＦＡＸフォーマットに簡単な必要事項をご記入頂きご提出後、月額利
用料をお支払い頂ければ、以降ＳＢ価格や条件にてお取引させて頂きます。用料をお支払い頂ければ、以降ＳＢ価格や条件にてお取引させて頂きます。用料をお支払い頂ければ、以降ＳＢ価格や条件にてお取引させて頂きます。用料をお支払い頂ければ、以降ＳＢ価格や条件にてお取引させて頂きます。
(※※※※SB会員様はすべて掛取引会員様はすべて掛取引会員様はすべて掛取引会員様はすべて掛取引､､､､WEBからの注文となります。からの注文となります。からの注文となります。からの注文となります。)

①会員登録フォーマット
②月額利用料ご入金

ご提出
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弊社
バイヤー様

ご提出

①

確認後
ＳＢ会員条件を設定
（仕入価格・送料など）

②

ＳＢ会員条件でＳＢ会員条件でＳＢ会員条件でＳＢ会員条件で
お取引開始お取引開始お取引開始お取引開始!!

最短最短最短最短3営業日で営業日で営業日で営業日で
登録完了登録完了登録完了登録完了!!

翌日から会員価格で
ご利用頂くことが可能です。
詳細はこちらまでご連絡下さい。

株式会社天然生活株式会社天然生活株式会社天然生活株式会社天然生活
スイーツマーケットスイーツマーケットスイーツマーケットスイーツマーケット事業部事業部事業部事業部
TEL:03TEL:03TEL:03TEL:03----5475547554755475----0014001400140014



登録料金について登録料金について登録料金について登録料金について

初期費用初期費用初期費用初期費用0000円円円円!!!!月額利用料月額利用料月額利用料月額利用料19800198001980019800円円円円でででで高利益確保高利益確保高利益確保高利益確保!!!!!!!!

通常会員様 スーパーバイヤー（SB）会員様

初期費用

無料無料無料無料0円円円円
無料無料無料無料0円円円円

月額利用料 19,800円円円円/月月月月

通常通常通常通常会員様は会員様は会員様は会員様はもちろんご利用は無料です。お得なスーパーバイヤー会員の月額費用ももちろんご利用は無料です。お得なスーパーバイヤー会員の月額費用ももちろんご利用は無料です。お得なスーパーバイヤー会員の月額費用ももちろんご利用は無料です。お得なスーパーバイヤー会員の月額費用も、、、、19800円円円円/

月月月月 のみでご利用頂けます。初月のみ前金でお支払い頂き、その後毎月請求書にてお支払い下さい。のみでご利用頂けます。初月のみ前金でお支払い頂き、その後毎月請求書にてお支払い下さい。のみでご利用頂けます。初月のみ前金でお支払い頂き、その後毎月請求書にてお支払い下さい。のみでご利用頂けます。初月のみ前金でお支払い頂き、その後毎月請求書にてお支払い下さい。
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月額利用料 19,800円円円円/月月月月

■初月分お振込先

三井住友銀行
五反田支店
（普）8085727

カブシキガイシャテンネンセイカツ

記載金額はすべて税抜です。

※※※※お申込み後の途中解約･返金はお受け出来かねますお申込み後の途中解約･返金はお受け出来かねますお申込み後の途中解約･返金はお受け出来かねますお申込み後の途中解約･返金はお受け出来かねます。。。。
（（（（お申し込みお申し込みお申し込みお申し込みは３ヶ月は３ヶ月は３ヶ月は３ヶ月単位となります。）単位となります。）単位となります。）単位となります。）
※※※※必要事項とご入金の確認は時間を要する場合があります必要事項とご入金の確認は時間を要する場合があります必要事項とご入金の確認は時間を要する場合があります必要事項とご入金の確認は時間を要する場合があります。予め。予め。予め。予めご了承下さい。ご了承下さい。ご了承下さい。ご了承下さい。

※※※※お支払いは毎月の請求書にてお支払い頂きます。お支払いは毎月の請求書にてお支払い頂きます。お支払いは毎月の請求書にてお支払い頂きます。お支払いは毎月の請求書にてお支払い頂きます。
（初月のみ前金で（初月のみ前金で（初月のみ前金で（初月のみ前金で1ヵ月分お振込にて頂戴致します。）ヵ月分お振込にて頂戴致します。）ヵ月分お振込にて頂戴致します。）ヵ月分お振込にて頂戴致します。）
※※※※SB会員のすべての皆様は、掛取引・会員のすべての皆様は、掛取引・会員のすべての皆様は、掛取引・会員のすべての皆様は、掛取引・WEB上からの注文となります。上からの注文となります。上からの注文となります。上からの注文となります。
（（（（FAX・メールでの注文は不可）・メールでの注文は不可）・メールでの注文は不可）・メールでの注文は不可）



会員変更のご説明

SBSBSBSB会員会員会員会員にににに切切切切りりりり替替替替わりわりわりわり次第次第次第次第そのそのそのその条件条件条件条件がががが適用適用適用適用されますされますされますされます!!!!!!!!

2012/9/1 10/14 10/17 11/1～
2013年1/月末まで

通常会員条件
通常
会員 SB会員条件適用期間

通常会員から通常会員から通常会員から通常会員からSB会員へは弊社で確認後、月の途中からでも切り替わった時点から摘要されます。会員へは弊社で確認後、月の途中からでも切り替わった時点から摘要されます。会員へは弊社で確認後、月の途中からでも切り替わった時点から摘要されます。会員へは弊社で確認後、月の途中からでも切り替わった時点から摘要されます。

例例例例) 2012年年年年9月月月月1日から通常会員でご利用頂いた場合日から通常会員でご利用頂いた場合日から通常会員でご利用頂いた場合日から通常会員でご利用頂いた場合

10/1 最短最短最短最短
3営業日営業日営業日営業日

12/1～ 2013/1/1～

月額利用料
12

月額利用料
1月分請求
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・契約は自動更新となりますので、
終了月の月末最終営業日の
3営業日までにお知らせ下さい。

通常会員スタート通常会員スタート通常会員スタート通常会員スタート SB会員申込み

申込用紙ご提出
初月分ご利用料金入金

（ここでは､11月分を
お支払い頂くことになります。）

契約満了契約満了契約満了契約満了

会員
条件

SB会員条件適用期間

※※※※お申込み後の途中解約･返金はお受け出来かねます。（お申し込みお申込み後の途中解約･返金はお受け出来かねます。（お申し込みお申込み後の途中解約･返金はお受け出来かねます。（お申し込みお申込み後の途中解約･返金はお受け出来かねます。（お申し込みはははは3ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月単位となります。）単位となります。）単位となります。）単位となります。）
※※※※必要事項とご入金の確認は時間を要する場合があります。予めご了承下さい。必要事項とご入金の確認は時間を要する場合があります。予めご了承下さい。必要事項とご入金の確認は時間を要する場合があります。予めご了承下さい。必要事項とご入金の確認は時間を要する場合があります。予めご了承下さい。
※※※※お支払いは毎月の請求書にてお支払い頂きます。（初月のみ前金でお支払いは毎月の請求書にてお支払い頂きます。（初月のみ前金でお支払いは毎月の請求書にてお支払い頂きます。（初月のみ前金でお支払いは毎月の請求書にてお支払い頂きます。（初月のみ前金で1ヵ月分お振込にて頂戴致します。）ヵ月分お振込にて頂戴致します。）ヵ月分お振込にて頂戴致します。）ヵ月分お振込にて頂戴致します。）
※※※※SB会員のすべての皆様は、掛取引・会員のすべての皆様は、掛取引・会員のすべての皆様は、掛取引・会員のすべての皆様は、掛取引・WEB上からの注文となります。上からの注文となります。上からの注文となります。上からの注文となります。

別途詳細な説明は弊社担当者よりご説明させて頂きます。別途詳細な説明は弊社担当者よりご説明させて頂きます。別途詳細な説明は弊社担当者よりご説明させて頂きます。別途詳細な説明は弊社担当者よりご説明させて頂きます。

月額費は毎月月末に発行する
請求書にてお支払い頂きます。

必要書類等確認後

SB会員スタート会員スタート会員スタート会員スタート

12月分請求 1月分請求



お問い合わせ

ご不明な点はお気軽にお申しつけください。
貴社売上アップに貢献できること、ならびに弊社事業拡大の
両輪がリンクし双方にメリットのあるお取引ができます事

切に願っております。
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株式会社天然生活
TEL:03-5475-0014 FAX:03-5475-1317

Eメール : customer@tennen-seikatsu.jp

担当：押田 山本


