
「生活の木ホールセールクラブ 」はアロマテラピー・ハーブなどのお仕事に
携わる方のための業務用卸通販システムです。

生活の木の商品を会員さま特別価格でご購入いただけけます。

ショップ、スクール、治療院、調剤薬局、美容室、ネイルサロン、飲食業、講師など
さまざまな分野のプロの皆さまに広くご利用いただいております。

事業主さま向け　業務用卸通販システム

ホールセールクラブ
ご案内
Wholesale Club

- Online Store for Your Business -

WEB 登録フォームより簡単にご登録いただけます。
受付後最短 2～３日でご利用可能です。

QR コードから
簡単アクセス

ライトコース・プロコースの２種類をご用意しております。
ご都合に合わせてお選びいただけます。

WEBで簡単登録

最大 40%OFF*1 送料無料 *2

Point 1

Point 2

*1 プロコースをお選びいただいた場合です。
*2 送料無料には条件がございます。詳しくは中面をご確認ください。

＊ホールセールクラブは業務用卸専門の通販システムです。一般のお客さまのご登録はできません。

https://biz.treeoflife.co.jp/wholesaleclub/regist



選べる 2つのコース

会員登録方法

ご都合に合わせて２つのコースを用意しております。
以下よりお選びください。

30,000 円（税抜）以上 *1 のご購入で送料無料
最大 40% オフ *2 でご購入いただけます。

WEBで登録

＊代行オフィス、私書箱等でのご登録はできません。

*1 ご購入金額は割引適用後の金額です。
*2 一部割引対象外商品もございます。
* オンラインストアで販売される場合は
  ご登録いただけません。

カタログ記載の商品はすべて 1 点からご注文いただけます。

カタログ記載のロット単位（出荷単位）でご注文いただけます。

小売店、サロン、鍼灸院、
スパ、美容院、病院、介護施設、
授産施設、飲食業、その他の場合
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A の
会員登録

用紙

送料無料

教育機関（大学、高校、専門学校）、
教室（講師）の場合

＊FAX での送付は不可です。

9,000 円（税抜）以上 *1 のご購入で送料無料
最大 30% オフ *2 でご購入いただけます。ライト

コース

プロ
コース

https://biz.treeoflife.co.jp/wholesaleclub/regist

①右の QR コードより該当項目を全てご入力ください。
　申請後、審査の上、2～3 日で結果を発送いたします。

会員登録契約書で登録2
①業種に合わせて 2 つの会員登録用紙があります。該当の用紙に全項目をご記入ください。

②審査を通過した方は証明書類を 2 週間以内にご送付ください。

②会員登録と証明書類をご送付ください。

School

＊FAX での送付は不可です。
＊ご提出いただけない場合はアカウントを
　停止させてただきます。

郵便で 送付先：
〒509-6472
岐阜県瑞浪市釜戸町 1121
生活の木ホールセールクラブ係宛

証明書類

証明書類
A/B の
会員登録

用紙

郵便で 送付先：
〒509-6472
岐阜県瑞浪市釜戸町 1121
生活の木ホールセールクラブ係宛

証明書類の例　小売店、サロン、鍼灸院、スパ、美容院、病院、介護施設、授産施設、飲食業、その他の場合：
　　　　　　　事業を営んでいることを証明する書類（開業届や登記簿のコピーなど行政機関が発行した書類）
　　　　　　　教育機関、教室、講師の場合：講座（セミナー案内）など活動内容がわかるもの

証明書類の例　A の用紙：事業を営んでいることを証明する書類（開業届や登記簿のコピーなど行政機関が発行した書類）
　　　　　　　B の用紙：講座（セミナー案内）など活動内容がわかるもの2

QR コードから
簡単アクセス

B の
会員登録

用紙



＊メールアドレスを登録された会員様には、オンラインストア用の ID、パスワードもお知らせします。
＊審査が通らない場合は、結果通知およびご送付いただいた資料をご返却いたします。

ご注文の流れ
下記の 4つの方法からお選びくださいご注文

送料

お届け

例：ロット 3 の商品の場合、ご注文は 3 個、6 個、9 個、12 個・・・と
　　カタログ記載のロットの倍数でご注文ください。

1. FAX
2. 郵送
3. 電話

4. WEB

〒509-6472　岐阜県瑞浪市釜戸町 1121　生活の木ホールセールクラブ係
☎  0572-63-1088 へ　　コミュニケーターが対応いたします。
月～金曜 9:00～18:00（祝日・年末年始を除く）
生活の木オンラインストア https://onlineshop.treeoflife.co.jp

商品のご注文はカタログまたはオンラインストア商品ページ記載の
ロット単位（出荷単位）でお願いいたします。

＊上記の金額に満たない場合は以下の送料をご負担いただいております。

　0120-821182 へ 　　24 時間受け付けます。

＊プロコースの場合
ご注文はロット単位で

＊在庫は十分に用意しておりますが、万が一在庫切れの場合は
　ご容赦ください。
　次回入荷予定日が決定している商品は、入荷予定日をお知らせいたしますので、その時期に再度
　ご注文いただきますようお願いいたします。
＊欠品商品の注文情報は残りません。

割引後のご購入金額が、ライトコースの場合 9,000 円（税抜）以上、
プロコースの場合 30,000 円（税抜）以上で、日本全国無料配送いたします。

＊追加は原則対応しておりません。

沖縄　　　　　　　　1,700 円（税抜）
北海道　　　　　　　1,300 円（税抜）
東北・四国・九州　　1,100 円（税抜）

中国地方　　　　　　1,000 円（税抜）
関東・関西・中部
北陸・甲信越地方　　   900 円（税抜）

在庫切れの場合

追加について

地域別送料

③書類到着後、審査の上、10～15 日程度で結果を発送いたします。　　
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●営業日 12:00 までのご注文は即日出荷、12:00 以降のご注文は翌営業日の出荷となります。
　＊土曜日、日曜日、祝日、年末年始のご注文は全て翌営業日の出荷となります。 
●登録先以外の住所にもお届けできます。
　＊注文書の「直送先」欄でご指定ください。　＊直送の場合、代金引換では発送できません。
●期日指定でお届けもできます。
　＊日曜・祝日指定の配達もお受けいたします。　＊注文書の「期日指定配達」の欄でご指定ください。
　＊期日指定の場合は、余裕をもってご注文ください。
●生活の木商品本部（岐阜県）から出荷いたします。
　＊北海道、東北、四国、九州、離島へのお届けは余裕をもってご注文ください。



注意事項

お支払い

返品・交換

下記の 4つの方法からお選びください

●不良品・品違いの返品・交換手順
　 ・生活の木　ホールセールクラブ係宛に返品・交換する理由、商品名、納品書日付を必ずご連絡ください。
　＊ご連絡なしでの返品はお受けできません。

●サンプルや販促物のご提供は行なっていません
●「商品総合　カタログ」「Lifeware Book」はご注文時に弊社の定めた数量をご提供します。
●ご登録内容に変更がございましたら、メールまたはお電話でホールセールクラブ係までご連絡ください。
●業態が変わる場合は改めて契約が必要です。速やかにご連絡ください。
●一度登録いただいたコースの変更はできません。変更を希望される際は、再度ご登録が必要となります。
●個人会員で登録がある場合、ホールセールクラブ会員に移行となるため、併用不可となります。
　＊ただしカルチャー会員利用は除く

その他

お取り引きは「完全買取り制」です。
不良品・品違いを除き、返品、交換はお受けしておりません。

〒509-6472　岐阜県瑞浪市釜戸町 1121　　　株式会社　生活の木　ホールセールクラブ係
☎ 0572-63-1088 　FAX.　 　0120-821182
月～金曜 9:00～18:00　（祝日・年末年始を除く）

修理品窓口
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荷物に同封される振り込み用紙で、到着後 14 日以内に
郵便局またはコンビニでお振り込みください。

＊振り込み手数料は当社が負担いたします。
＊入金確認が取れていない場合は、次のご注文は
　お受けできませんのでご注意ください。
＊郵便局からの振り込みの場合、当社に振り込み通知が
　到着するまで 7～10 日かかります。
　その間、新たに注文されたい場合は、振り込み受領証を
　FAX にてお送りください。
＊後払いの場合のご購入限度額は 8 万円（税込）です。

1　郵便局・コンビニ払い
24

Credit
Card ¥

納品書にご案内させていただく口座へ、到着後
14 日以内にお振込みください。

＊振り込み手数料はお客さま負担となります。
＊お支払いがない場合は、次のご注文をお受けできませんので
　ご注意ください
＊後払いの場合のご購入限度額は 8 万円（税込）です。
＊8 万円（税込）を超える場合は前払いのみとなります。
＊ホールセールクラブ 登録名と異なる名義の口座から
　お支払いの場合は、事前にご連絡ください。

2　銀行で後払い BANK
¥

＊お支払いは一括払いのみとなります。
　（分割払い、ボーナス払いはできません。ご了承ください。）
＊ご購入限度額はありません。

3　クレジットカード

商品をお届けの際に、配達員に現金で
お釣りのないようにお支払いください。

＊小切手でのお支払いはお受けできません。
＊代金引換の場合は、ご登録住所以外への直送はできません。
＊代金引換手数料は当社が負担いたします。
＊代金引換のご購入限度額は 30 万円（税込）です。

4　 代金引換

ご利用いただけるクレジットカード

VISA MASTER JCB AMEX

●返品・交換先


