
 

利用規約  

第１条（目的・適用） 
１．この「利用規約」（以下「本規約」といいます。）は、株式会社ルネサンス（以下「当社」といいます。）が提供する通
信販売サイト（以下「本サイト」といいます。）をご利用いただくお客様（当社が運営するフィットネスクラブ等の会員
を含み、以下総称して「お客様」といいます。）に適用され、当社とお客様の権利義務等を定めるものです。 

２．当社が本サイト上において別途提示するマニュアル、諸規則その他注意事項等（以下「本規則等」といいます。）が存在

する場合は、本規則等はそれぞれ本規約の一部を構成するものとします。 
３．お客様が本サイトを利用し、本商品の購入申し込みをされる場合は、本規約の全ての内容に同意したものとみなしま
す。 

 
第２条（定義） 

本規約で使用する用語の意味は、本規約において別段の定めがある場合を除き、次の各号に定めるとおりとします。 
(１)「本サイト」とは、当社が管理、運営するインターネット上のショッピングサイトをいいます。 
(２)「本システム」とは、 本サイトの商品案内、商品の購入申し込み(商品の予約申し込みを含みます)、本商品代金

の支払い決済等の手続きを行うことを目的とした Shopify Commerce Singapore Pte .Ltd（以下「システム運営会
社」といいます。）が提供するプラットフォームシステムをいいます。 

(３)「ショップ会員」とは、本サイト上で会員登録を行ったお客様をいいます。 
(４)「利用契約」とは、当社とショップ会員との間で締結し、成立した本サイトの利用契約をいい、本規約および当社

が別途定める諸規則等の内容に基づくものをいいます。 
  (５)「本商品」とは、本サイト上において当社が販売する商品をいいます。 
  (６)「本商品代金」とは、本商品の購入代金、予約代金等に応じて当社へ支払うべき対価をいいます。 
  (７)「ショップ会員情報」とは、本サイト会員登録時や本商品の購入申し込み時、返金受付時等、当社がショップ会員

から取得するショップ会員に関する情報をいい、ショップ会員の個人情報（個人情報保護法第２条第 1項で定める
個人情報をいいます）を含む情報をいいます。 

   
第３条（会員登録および会員資格） 
１．本サイトのご利用を希望するお客様は、本規約に同意し、別途当社が定める手順に従い、会員登録をおこなうことによ
り、ショップ会員となることができます。 

２．本サイトのご利用を希望するお客様が、次の各号のいずれか一つに該当する場合、本サイトにおいて会員登録すること
ができません。また、会員登録後、次の各号のいずれか一つに該当する場合、当社は、ショップ会員による本サイトのご
利用をお断りすることがございます。 
(１)お客様が、過去または現在において、当社の提供する本サイトおよびその他のサービスにおいて、その契約または

規約に違反していたことが判明した場合 
(２)過去に、当社または第三者が運営するスポーツクラブその他のサービスにおいて、除名、利用停止またはこれに類

する処分を受けたことがある場合 
(３)当社が提供する別の商品またはサービス等の会費、事務手数料、利用料金等について未払いの金銭債務がある場合 
(４)日本国内に居住していない者である場合 
(５)当社に届け出た情報に誤りまたは虚偽があると判明した場合 
(６)暴力団、暴力団員、暴力団関係者またはこれらに準ずる者その他反社会的勢力に属する者に該当する者である場合  
(７)前各号のほか、本サイトを利用する者として適当でないと当社が判断したとき 

３．ショップ会員は、利用契約の締結後において、前項各号で定める事由に該当することが判明した場合またはそのおそれ
があると判断し得る場合は、直ちにその旨を当社に連絡しなければなりません。 

４．ショップ会員は、ショップ会員情報に変更が生じた場合には速やかに当社所定の方法にて変更の届け出をしなければな
らないものとします。 

 

第４条（未成年者による利用） 
１．本サイトの利用を希望するお客様が未成年者の場合、本サイトを利用するにあたり、事前に親権者等法定代理人の同意
を得たうえで、本サイトに会員登録を行い、また、本商品の購入（決済手続きの選択を含む）を行うものとします。 
２．お客様が未成年の場合、本規約、本サイトの利用、本商品の購入（決済手続きの選択を含む）等に関する意思表示につ
いては、親権者の同意を得ているものとみなします。 
 
第５条（通信設備・通信料金等） 
１．ショップ会員は、本サイトを利用するために必要な通信機器（ＰＣやタブレット端末その他通信端末等）、ソフトウェ
アその他これらに付随して必要となる全ての機器（以下総称して「ショップ会員設備」といいます。）を、ショップ会員
の費用負担と責任において準備する必要があり、また、ショップ会員が自ら選択した電気通信サービスまたは電気通信回
線を経由してインターネットに接続するものとします。ショップ会員が当該電気通信サービスまたは電気通信回線を利用
する際に発生する通信料金は、ショップ会員が負担するものとします。なお、通信料金は、ショップ会員の通信サービス
の利用契約（以下「通信契約」といいます。）の内容により異なる場合があります。 

２．当社は、ショップ会員の通信契約について一切関与せず、本サイトの利用に伴い発生する通信料について、一切の費用
負担および責任を負いません。 

 



第６条（アカウント・パスワード） 
１．本サイトに会員登録し、ショップ会員となった方に対し、当社は、本サイトの会員 IDを発行いたします。ショップ会
員は、当該会員 IDについて、パスワードの設定をするものとします。 

２．ショップ会員は、本サイトの会員 IDおよびパスワードの管理とその使用に関して一切の責任を負うものとします。 
３．ショップ会員は、本サイトの会員 IDまたはパスワードを、第三者に使用させたり、譲渡、貸与、名義変更、売買、担
保設定等を行ってはならないものとします。 

４．ショップ会員が、本サイトの会員 IDまたはパスワードを紛失等した場合は、当社に対して申し出、当社が定める所定
の手続きに従い、再発行を行うものとします。 

５．本サイトの会員 ID並びにパスワードの漏洩があった場合、または漏洩のおそれがあることが判明した場合、ショップ
会員は、直ちに当社に対してその旨を連絡し、当社の指示がある場合は、当該指示に従うものとします。 

 
第７条（本商品の購入） 
１．ショップ会員は、本サイト上において、当社の定める手続きに従い、本商品の購入を申し込むことができます。 
２．当社が、前項に基づく申し込み内容を確認し、ショップ会員に対し、当該申し込みに対する承諾の通知(電子メールを
含みます。以下、同様とします。)を送ることにより、当該申し込みにかかる本商品の売買契約が成立します。 

３．ショップ会員は、申し込み手続き完了後に、当社が取引をお断りする場合があることについて、あらかじめ承諾するも
のとします。この場合、ショップ会員と当社との間に売買契約は成立しません。 

４．申し込み手続き完了後に、当社が、送料・配送方法等、契約の条件内容を変更する場合は、ショップ会員に対して事前
に通知します。ショップ会員は、当該通知内容を確認しなければなりません。 

５．前項に基づく条件変更に係る通知送付後、７日以内に当社までご連絡をいただけない場合は、ショップ会員が当該条件
変更を拒絶したものとみなし、申し込みに係る売買契約はキャンセルとなります。 

 
第８条（本商品代金の支払い等） 
１．ショップ会員は、当社に対し、当社の定める条件・方法に従い、本商品購入代金、本商品の送料、およびその他の費用
が生じる本商品の場合は当該費用、ならびにこれらにかかる消費税および地方消費税相当額を支払うものとします。 

２．当社は、ショップ会員に対し、割引クーポンを発行する場合があります。ショップ会員は、割引クーポンのご利用条件
（利用できる本商品、有効期限等）に従い、本サイト上でこれを利用することができます。なお、ショップ会員が割引ク
ーポンを利用できなかった場合であっても、当社は責任を負いません。 

 
第８条の２（決済業務の委託） 
１．当社は、本商品代金に関する請求代行・収納代行業務をシステム運営会社または当社の指定する決済代行事業者（以下
「決済受託者」といいます。）に委託します。 

２．ショップ会員は、決済受託者が本商品代金に関する請求代行・収納代行業務を行うことおよび本商品代金の決済のため
に必要な情報を決済受託者が取り扱うことを、予め承諾するものとします。 

３．ショップ会員のクレジットカード番号、セキュリティコード、有効期限その他の一切のクレジットカード情報は、クレ
ジットカード支払いの決済受託者においてのみ保持されます。ショップ会員が入力した、クレジットカード情報は、当社
を介さず直接クレジットカードの決済受託者に送信され、当社は、ショップ会員のクレジットカード情報を保持しませ
ん。 

４．ショップ会員が電子決済サービス(Apple Pay、Google Pay等、本サイトに導入されている電子決済を指し、以下「電
子決済サービス」といいます。)を利用する時に提供する情報は、決済受託者に送信され、当社は、ショップ会員が電子
決済サービスを利用する際に入力する情報を保持しません。 

５．ショップ会員がコンビニ決済を利用する時に提供される情報は、決済受託者に送信され、当社は、ショップ会員がコン
ビニ決済を利用する際に入力する情報を保持しません。 

 
第９条（本商品の引き渡し） 
当社は、ショップ会員が本商品を購入した場合、当社指定の配送業者により、ショップ会員に対して本商品を配送します。
また、当社が、ショップ会員が指定する住所または配送先に対し、本商品の出荷を行うことにより、当社はショップ会員に
対して本商品を引き渡ししたものとみなします。 
 
第 10条（所有権の移転） 
ショップ会員が購入した本商品を受領した時点（ショップ会員が本商品配送先として、宅配ボックス等の被対面の配送先を
指定した場合は、当該配送先への配達時点）をもって、当該本商品の所有権は、当社からショップ会員に対し移転するもの
とします。但し、クレジットカードによる決済方法を選択された場合、ご利用されるクレジットカード会社の定める規約に
従い、購入にかかる本商品の所有権がクレジットカード会社に留保される場合があります。詳しくは、クレジットカード会
社の定める規約をご確認ください。 
 
第 11条（本商品の返品・交換） 
１．当社は、ショップ会員が購入した本商品について、商品自体に不良がある場合や配送中の破損等、当社の責めに帰すべ
き事由に該当する場合のみ、本商品の返品または交換いたします。この場合において、ショップ会員は、本商品到着後８
日以内に当社宛てに連絡のうえ、当社の定める期間内に当該本商品を返送する事により、返品または交換をすることがで
きます。但し、次に定める条件のいずれかに該当する場合は、返品または交換することができません。 
(１)本商品到達後８日以内に返品または交換の連絡を行わない場合 
(２)当社が定める期日内に、購入された本商品が到着しない場合 
(３)当社がお届けした本商品以外のものが返送された場合 



(４)その他、悪意、不当な動機等に基づくものと判断した場合 
２．ショップ会員は、購入した本商品について、当社の責めに帰すべき事由以外の事由により、返品または交換することは
できません。 

 
第 12条（変更・キャンセル） 
１．当社は、次のいずれかに該当する場合、当社とショップ会員の間に成立した売買契約をキャンセル（契約の解除を指
し、以下、同様とします。）することができます。 
（１）ショップ会員が、本規約に違反した場合 
（２）配送業者の指定する保管期間内に、ショップ会員が本商品を受け取らない場合 
（３）配送先住所の誤り等、ショップ会員の責めに帰すべき事由により、ショップ会員が本商品の引き渡しを受けない場 
   合 
（４）ショップ会員が、本商品代金の支払いについてコンビニ決済を選択した場合に、当社が指定する期限内に支払いが

確認できなかった場合 
（５）ショップ会員が購入した本商品が、「お取り寄せ商品」、「注文販売品」その他本サイト上に当社によるキャンセルが
ありうることが明示されている商品である場合 
２．ショップ会員は、 本規約第７条第５項に該当した場合、または、次の全ての条件を満たし、かつ、当社が指定するキ
ャンセル手続を行った場合、売買契約をキャンセルすることができます。 
（１）本商品の売買契約成立日の翌日までにキャンセルの申し出を行う場合 
（２）キャンセル対象となる本商品の中に、キャンセルができない条件のもとに契約したもの (キャンセル不可商品) が

含まれていない場合 
３．ショップ会員は、 本規約第７条第５項に該当した場合、または、次の全ての条件を満たし、かつ、当社が指定する変
更手続を行った場合、売買契約の内容を変更することができます。 
（１）本商品の売買契約成立日の翌日までに変更の申し出を行う場合 
（２）変更の対象となる本商品の中に、変更ができない条件のもとに契約したもの (変更不可商品)が含まれていない場

合 
 

第 13条（返金） 
１．返品またはキャンセルが生じた場合、当社は、ショップ会員の登録情報に基づき、本商品代金等に関する連絡を、電話

または電子メール等の方法により行います。また、当社が登録情報に連絡したにもかかわらずショップ会員と連絡が取
れない場合、当社は、それについて何らの責任も負わないものとします。 

２．当社は、当社の定める方法により、ショップ会員に対し、返金を行います。 
 
第 14条（レビューの投稿） 
１．ショップ会員は、当社が本サイトで販売する商品について、レビュー機能を利用し、記事(以下「レビュー」といいま
す)を投稿することができます。但し、投稿するレビューは、次の条件を満たしていなければなりません。 
（１）景品表示法、医薬品医療機器等法、その他の法令に違反していないこと 
（２）第三者の権利を侵害していないこと 
（３）誹謗中傷、名誉を毀損する内容を含まないこと 
（４）個人情報を含まないこと 
（５）わいせつな内容を含まないこと 
（６）政治的、宗教的な主張を含まないこと 
（７）レビューを閲覧する方の誤解を招く内容を含まないこと、または、これらの方に対して不快感や嫌悪感等を与える

内容を含まないこと 
２．ショップ会員は、レビューを投稿した場合、当社に対し、レビューにおける著作権（使用、複製、頒布、貸与、翻訳、
翻案、二次著作、公衆送信、編集、加工等を含みますがこれに限られません）に関する一切の権利を無償で許諾したもの
とみなします。 

３．ショップ会員は、自身のレビューが、当社の裁量と判断によって、掲載、公開され、 または、公開停止、削除、編集
等されること、および、自身のレビューが、必ず掲載、公開されるものではないことについて、あらかじめ承諾します。 

４．当社は、当社の裁量と判断により、レビューを掲載、公開し、または、公開停止、削除、編集等することができます。 
５．当社は、ショップ会員が投稿するレビューについて、その適法性、非侵害性、真実性、適合性等の一切を保証せず、ま
た、一切の責任を負いません。 

６．当社は、ショップ会員がレビューを利用した結果について保証せず、また、一切の責任を負いません。 
 
第 15条（禁止行為） 
１．ショップ会員は、本サイトおよび本サイト上で購入した本商品において、次に定める行為またはこれに該当するおそれ
のある行為を行ってはならないものとします。 
(１)本規約または法令、条例等に違反する行為 
(２)公序良俗に反する行為 
(３)当社または第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為 
(４)当社または第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権等の権利を侵害する行為 
(５)本商品の転売、オークションサイト等での出品・販売またはそれらの準備、その他営利を目的として本商品を購入
する行為 

(６)正当な理由なく本商品の受け取りを拒絶する行為 
(７)正当な理由なく、本商品購入のキャンセルや返品を繰り返す行為 



(８)当社、本サイトまたは第三者を誹謗中傷、侮辱し、もしくはその名誉、信用を毀損する行為 
(９)本サイトの運営を妨げる行為 
(10)一つのショップ会員アカウントを複数の方で利用する行為 
(11)他者になりすまして本サイトを利用する行為 
(12) 当社、当社のグループ会社、コンピュータ等に過度の負担をかける行為 
(13)その他本サイトの利用者として当社が不適切または不適当であると判断した行為 

２．当社は、ショップ会員が前項で定める行為を行ったと合理的に判断した場合、事前に通知することなく、本サイトの利
用を停止または終了することができるものとします。 

３．当社は、前項に基づく利用停止によりショップ会員が損害を被った場合であっても、当社は何ら一切の責任を負わない
ものとします。 

 
第 16条（ショップ会員情報の取扱い） 
１．当社は、取得したショップ会員情報を、別紙１で定める利用目的の範囲内においてのみ利用します。 
２．当社は、ショップ会員情報を、本規約および当社が別途定める「個人情報保護方針（https://www.s-
renaissance.co.jp/privacy/）」の内容に従い、取り扱います。 

３．当社は、ショップ会員情報のうち、本サイトの運営において必要な範囲の情報を、システム運営会社に対して提供する
場合があります。提供されるショップ会員情報は、システム運営会社に適用のある現地法令及びシステム運営会社のプラ
イバシーポリシー（https://www.shopify.jp/legal/privacy）等に従い、利用されます。 

４．前項の場合において、ショップ会員情報の一部は、日本国以外の第三国へ移転される場合があります。主な移転先国お
よび当該移転先国における個人情報保護に関する法制度の概要は、次に定めるとおりとなります。 
（1）システム運営会社の所在国／主なデータ移転先国 

・Shopify Commerce Singapore Pte.Ltd.（シンガポール） 
   ・システム運営会社が選定し、利用しているサーバ設置国（アメリカ合衆国） 
    なお、サーバ設置国は、システム運営会社の都合により変更となる場合があります。最新情報は当社までお問い合

わせください。 
 （2）移転先国における個人情報保護に関する法制度の概要（個人情報保護委員会ウエブサイトよりご確認ください） 
   https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku 

 
５．前項のほか、Shop Payを利用して決済を行う場合、システム運営会社に決済情報が保管されています。Shop Payのア
カウントを削除し、全ての情報を削除したい場合は、次の URLの画面下部にある「オプトアウト」ツールをご利用くださ
い。 

https://shop.app/what-shop-does 
６．当社は、ショップ会員の Cookie情報(ショップ会員個人を特定・識別する情報を含まない。以下同様とします。）を、
次の外部ツールを提供する第三者に対し提供します。提供されるショップ会員の Cookie情報は、システム運営会社や当
該第三者のプライバシーポリシー等に従い、利用されます。 
（1）外部ツールを提供する第三者 

Google,LLC.：GoogleAnalyticsにより、本サイトにおける効果測定を実施するため 
   Googleプライバシーポリシー：https://policies.google.com/privacy 
７．当社は、第３項から前項までに定めるほか、ショップ会員から事前の承諾を得た場合またはその他本規約で明示的に定
める場合を除き、ショップ会員情報を第三者に開示、提供しないものとします。なお、本規約と個人情報保護方針の内容
に異なる定めがある場合は、本規約の定めが優先し、適用されます。 

８．当社は、本サイト本サイトに基づく当社が提供すべき業務の全部または一部を第三者に委託して行わせる場合がありま
す。この場合、業務の委託を受けた業務委託先等が、本サイトの提供に必要な範囲内で、ショップ会員情報を取り扱う場
合があります。 

 
第 17条（本サイトの中断・停止・終了） 
１．当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、事前にショップ会員へ通知を行うことなく、一時的に本サイトの
全部または一部の提供を中断し、または停止することができるものとします。 
(１) 本システム等に関する電気通信設備等の定期的な保守点検を行う場合または緊急な点検を行う必要がある場合 
(２) 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止または中止することにより、本サイトの提供を行うことが困難

な場合 
(３) インターネットを通じた不正な進入等により、本サイトの提供が困難となった場合 
(４) 地震、台風、洪水、火災等の天変地異、感染症・伝染病の蔓延、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による

命令・処分、その他争議行為、輸送機関の事故、停電、取引先の債務不履行その他当社の責に帰さない事由によ
る不可抗力（以下総称して「不可抗力」といいます。）により本サイトの提供ができなくなったとき 

(５) 前各号の他、運用上または技術上、当社が本サイトの提供の一時的な中断を必要と判断した場合 
２．当社は、ショップ会員に対して、３０日以上の事前の予告期間をもって、本サイトへの掲示や電子メール等により告知
または通知することにより、本サイトの全部または一部を終了することができます。 

３．当社が本サイトの全部もしくは一部を終了し、または中断し・停止した場合であっても、当社は、本規約で明示的に定
める場合を除き、お客様に対して一切の補償や費用負担および損害賠償責任を負いません。 

 
第 18条（当社による契約解除） 

当社は、ショップ会員が、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、ショップ会員に対して何らの通知または催告を
要さずに、直ちに利用契約の全部または一部を解除し、これにより自らが被った損害の賠償を請求することができます。 

https://www.shopify.jp/legal/privacy
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku
https://shop.app/what-shop-does
https://policies.google.com/privacy


(１) 第 15条（禁止行為）で定める禁止行為に該当する行為があったとき 
(２) 本商品代金の支払い期日を遅延し、当社が相当期間をもって催告したにもかかわらず、なお支払う見込みがない

と当社が判断したとき 
(３) 当社または他のショップ会員に対して、重大な危害または損害を及ぼしたとき 
(４) 前各号のほか、利用契約を継続できないと認められる相当の事由があると当社が判断したとき 

 
第 19条（知的財産権） 
１．本サイトおよび本商品に関する著作権、商標権、特許権、ノウハウその他一切の知的財産権は、すべて当社および当社
に利用を許諾した正当な権利者に帰属し、本サイトの提供によりショップ会員に何ら譲渡し、移転し、または第三者へ使
用許諾を行う権利を付与するものではありません。 

２．当社が本サイトを通じ、ショップ会員に対して提供、貸与または配信する動画コンテンツや資料は、ショップ会員のみ
が使用することができるものとし、ショップ会員は、コンテンツ等を第三者に使用、視聴させず、またコンテンツ等の複
製および第三者へのコンテンツ等の譲渡を行ってはならないものとします。 

 
第 20条（権利・義務の譲渡禁止） 

ショップ会員は、当社から書面による事前の承諾を得た場合を除き、利用契約に基づき当社に対して有する権利もしく
は義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保の目的に供してはならないものとします。 

 
第 21条（当社の免責事項） 
１．当社は、本サイトの内容や本サイトの技術水準が、ショップ会員の期待、信頼を全て満たすことを保証しません。 
２．当社は、本サイトで提供される内容およびその品質等に関して、その完全性、有用性、特定の目的への適合性および第
三者の権利の非侵害性について、ショップ会員に対していかなる保証も提供しません。 

３．当社は、不可抗力に起因して本サイトにおいて管理または提供されるデータが、消去または変更されないことを保証し
ません。 

４．当社は、本サイトの提供にあたり、次の各号に定める事由によりショップ会員に生じた損害および不利益について、い
かなる補償や損害賠償の責任を負いません。 
(１)不可抗力による履行遅滞または履行不能により生じた損害 

  (２)本システム等の通信アクセスの過多、通信回線の障害、その他予期せぬ要因に基づく本システム等の表示速度の低
下や通信制限、不能等によって生じた一切の損害等 

(３) ショップ会員設備に起因した損害等およびショップ会員が、当社が推奨する通信環境、通信設備によらず本システム
を利用し、通信状態の不安定、動画の不鮮明、通信の停止、切断等により本サイトの全部または一部の提供を受けることが
できなかったことによる損害等 
第 22条（当社の損害賠償責任） 
１．当社は、前条（当社の免責事項）で定める免責事由に該当する場合を除き、当社の責に帰すべき事由により利用契約で
定める自己の義務に違反し、当該義務違反に起因してショップ会員に損害が生じた場合、当該損害について賠償する責任
を負うものとします。 

２．前項に基づき当社が負うべき損害賠償の範囲は、債務不履行、不法行為、その他請求原因の如何を問わず、ショップ会
員に直接かつ現実に生じた通常損害の範囲に限られるものとし、予見またはその可能性の有無にかかわらず、特別の事情
によって生じた損害、逸失利益、弁護士費用は含まれないものとします。また、この場合における損害賠償の額は、当該
損害の原因に関する利用契約に基づき当社へ支払った本商品代金の金額を上限とします。 

３．前項の定めは、当社の故意または重大な過失によりショップ会員に生じた損害には、適用しないものとします。 
 
第 23条（本規約の改定） 
１．当社は、本規約の内容を変更する必要がある場合は、事前に相当な期間をもってショップ会員に対して告知または通知
することにより、いつでも本規約を任意に改定することができます。 

２．当社は、前項に基づく告知または通知において、改定後の本規約の内容およびその効力発生日を明示するものとし、当
該効力発生日をもって、改定後の本規約の内容が適用されるものとします。 

３．前各項の定めにかかわらず、当社は、変更後の本規約の内容が、客観的かつ合理的に判断して不利益な内容でないと判
断し得るとき（例えば、本サイト内容の追加や新機能の導入等。）は、いつでもショップ会員に対する事前の告知または
通知を要さずに、当該内容を変更し、本規約を改定することができます。 

 
第 24条（分離可能性） 

本規約の定めの一部が、裁判所等により無効または執行不能であると判断された場合でも、本規約の全体の有効性には
影響がないものとし、当該無効または執行不能の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な定めに置き換え解釈
するものとし、本規約のその他の定めは、利用契約の内容の一部としてなお有効に存続するものとします。 

 
第 25条（準拠法・合意管轄） 
１．利用契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。 
２．当社およびショップ会員は、利用契約に起因または関連して生じた一切の紛争については、その訴額に応じて、東京地
方裁判所または東京簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 

 
＜附則＞ 
１．本規約は、２０２０年６月１５日より発効し、施行します。 
２．本規約は、２０２１年１２月２０日に改訂し、施行します。 



３．本規約は、２０２２年４月１日に改訂し、施行します。 

  



 

【別紙１ ショップ会員情報の利用目的】 

 

１．ショップ会員情報の利用目的 

当社は、ショップ会員情報を、次に定める利用目的の範囲内において利用します。 

①本サイトの提供上必要となる連絡や情報発信、本人確認、本商品代金の請求、返金、その他契約事務遂行等を行うた 

 め 

②ショップ会員からの問い合わせ、苦情、相談等に対応するため 

➂本サイト内容の追加等の情報および本サイトに関するキャンペーン、アンケート、バージョンアップ等の情報を配信

するため 

④本サイトの改善や本サイトに関する業務の品質の維持、改善のため 

➄新規商品・サービスの開発、調査、分析およびマーケティングならびに学術的な研究の実施のため 

⑥当社または第三者の商品もしくはサービスに関する情報の案内のため 

⑦上記の他、当社が、別途ショップ会員に対して通知もしくは公表し、または事前に同意を得た利用目的 

以 上 


