
会員規約 

 

株式会社阪急スタイルレーベルズ（以下「当社」といいます）は、当社が運営する「ダブルデイ公式オンライン

ショップ」（以下「当サイト」といいます）の会員規約（以下「本規約」といいます）について以下のとおり定め

ます。 

 

第1章 総則 

 

第 1 条（本規約の範囲及び変更） 

1. 本規約は、当サイトの提供およびその利用に関し、当社および会員（第 2 条で定義します。）に適用され

るものとします。 

2. 当規約の各条項は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ、

相当な範囲において、変更できるものとします。 

3. 前項による当規約の変更に際しては、変更後の規約の内容と適用開始日をインターネット、その他相当

の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるもの

とします。 

 

第2章 会員 

 

第 2 条（会員） 

1. 「会員」とは、本規約を承認の上、所定の手続きに従い会員登録にお申込みいただき、これに対して当

社が会員登録申請を承認し、ユーザーID を付与された方をいいます。 

2. 会員登録をお申し込みされた方が、過去に本規約に違反したことなどにより会員登録の抹消処分を受け

ていることが判明した場合、会員登録の申請内容に虚偽の事項が含まれている場合、その他登録申請を

承認することが不適当であると当社が判断する場合には、当該登録申請を承認しない場合があります。 

 

第 3 条（ユーザーＩＤ・パスワードの管理） 

1. 会員は、入会後ユーザーID ならびにパスワードを使用することができます。また、その管理については、

会員本人が責任を負うものとします。 

2. 会員は、ユーザーID ならびにパスワードを、有償無償を問わず、第三者に譲渡、名義変更、売買、担保

の設定、または貸与等をしてはならないものとします。 

3. 当社は、会員によるユーザーID ならびにパスワード使用上の過失および第三者の利用による会員の損害

について一切の責任を負わないものとします。 

4. 会員は、当社から随時提示される「ご利用規約」、「ご利用ガイド」を承認するものとし、また、それは

本規約の一部を構成するものとします。 

5. 会員は、ユーザーID ならびにパスワードの盗難、または第三者による使用が判明した場合、直ちに当社

にその旨を連絡し、当社の指示に従うものとします。 

6. メールマガジンのサービスのみを受ける方に対しては、本規約は適用されません。 

 

第 4 条（ダイレクトメール、E メール） 

1. 当社は、会員が登録した個人情報に基づき、当社の関連商品およびサービスまたは当社が開発協力した



商品およびサービス等を案内する目的で、定期または不定期にダイレクトメール、E メール等の送付ま

たは配信（以下「メール配信等」といいます）ができるものとします。 

2. 会員がメール配信等を希望しない旨を当社に通知した場合は、当社はメール配信等を停止します。 

3. 第 2 項の場合であっても、業務上必要な事項、利用者の利益のために必要な事項については、郵送、Ｅ

メールなどによりお知らせする場合があります。 

4. 以下のいずれかの理由によりメール等ができない場合、当社は、事前の通知をすることなく、当該会員

へのメール配信等を停止できます。 

 (1)当該会員の住所または電子メールアドレスの変更が届け出されていないとき 

 (2)当該会員の住所または電子メールアドレスが誤っているとき 

 (3)当該会員へのメール配信等を不適当と判断するとき 

 

第 5 条（登録個人情報） 

1. 会員は、入会時の登録情報に関して、虚偽の申請を一切しないものとします。 

2. 未成年の方による会員登録のお申し込みには、保護者の方が事前に同意されることを必要とします。 

3. 会員登録の対象者は、日本国内在住の方とします。 

4. 会員は、その登録情報に変更が生じた場合、速やかに Web 上の変更画面で自ら変更を行うことにより、

当社に届け出るものとします。 

5. 会員が登録した会員の個人情報（以下、「登録個人情報」といいます）は、当社が「当社プライバシーポ

リシー」に基づき管理します。 

6. 当社は、登録個人情報を以下の目的で利用します。 

 (1) 売上処理、商品のお届け、アフターサービスなど、販売サービス業務のため 

 (2) 当社および阪急阪神ホールディングスグループ各社の商品、サービス、イベント（催し）、生活、文

 化などの各種情報の提供のため 

 (3) 市場調査、商品開発、リニューアルなどのためのマーケティング活動のため 

7. 当社は、次の場合は登録個人情報を開示できるものとします。 

 (1) 会員の同意が得られたとき 

 (2) 公的機関から法令に基づき開示を求められたとき 

 (3) 市場詐欺被害、および信用リスク対策の目的から、企業やその他組織との情報交換が必要なとき 

 

第 6 条（会員サービスの利用） 

1. 会員は、本規約ならびに個別サービスごとの規定、その他当社が知らせる内容に従い、会員サービスを

無償または有償にて利用できるものとします。 

2. 会員は、当社が提供する会員サービスに関連した支払いに関して、クレジット会社、または立替代行業

者等の間で料金その他の債務を巡って紛争が生じた場合、当事者間で解決するものとします。 

 

第 7 条（免責事項ならびに会員の責任） 

1. 当社は、本規約記載の事項ならびに個別の会員サービス利用により生じた会員の不利益および損害、会

員として当然行うべき行為を行わなかったために発生した会員の損害に対し、いかなる責任も負わない

ものとします。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合には、会員サービスの利用による直接

かつ現実に生じた通常の損害に限り賠償の責任を負うものとします。 

2. 当社は、会員と当社との E メール交信に関して、会員に発生した不利益、損害についてはその責任を負



わないものとします。 

3. 会員が故意または過失によって当社に損害を与えた場合、会員は、当社に対し、損害賠償の責を負うこ

ととなります。 

4. 当社は、会員のパスワードの変更などを行う場合、当社指定の方法で本人確認を行うことにより免責さ

れるものとします。 

 

第 8 条（会員の禁止行為） 

1. 当社は、当サイトで提供する店舗および商品等に関する情報について会員がこれを私的利用以外の目的

で利用することを禁止します。ただし、当社が事前に書面により承諾した場合はこの限りではありませ

ん。 

2. 当社は、会員サービスを利用するにあたり、会員の次の行為を禁止します。 

 (1) 公序良俗に反する行為 

 (2) 法令に違反する行為 

 (3) 他の会員および第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為 

 (4) 他の会員および第三者のプライバシーを侵害し、もしくは名誉を毀損する行為 

 (5) 前 2 項のほか他の会員および第三者の権利を侵害し不利益を与える行為 

 (6) 選挙運動もしくはこれに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為 

 (7) 他の会員のサービスの利用を妨げる行為 

 (8) 当社の運営を妨害する行為 

 (9) 当社が提供するサービスを利用して行う営業行為 

 (10) その他当社が不適当と判断する行為 

 

第 9 条（会員サービスの中断・停止および内容変更） 

1. 当社は、会員サービスを通年にわたって提供するものですが、以下の場合には、会員への事前の通知や

承諾なく、会員サービスの一部または全部の中断・停止を行います。 

(1) 当社の会員サービス用設備の保守点検が必要になったとき 

(2) 第一種（電話会社等）および第二種電気通信事業者（プロバイダー等）の役務が提供されないとき 

(3) 火災、停電等により会員サービスの提供ができないとき 

(4) 天変地変（地震・洪水・噴火・津波等）により会員サービスの提供ができないとき 

(5) 人為的災害（戦争・暴動・騒乱等）その他不測の事態により会員サービスの提供ができないとき 

2. 当社は、会員サービスの内容の全部または一部について、会員の承認を受けることなく変更、追加また

は削除を行うことができるものとします。 

3. 第 1 項に掲げる事態が発生し、会員に不利益、損害が生じた場合においても、当社は会員に対し、その

責任を負わないものとします。 

4. 当社は、会員に対して提供する情報について、いかなる保証も行わないものとします。 

 

第 10 条（著作権の帰属） 

1. 当サイトで提供する情報やデザインに関する著作権および商標権その他の知的財産権（以下「著作権等」

といいます。）は、当社あるいは各情報の提供者またはその他の著作権等の正当な権利者に帰属するもの

とします。 

2. 当サイトで提供する情報や、氏名、肖像その他パブリシティに関する権利は、すべて当社あるいは各情



報の提供者またはその他の正当な権利者に帰属するものとします。 

 

第 11 条（情報の管理） 

1. 当社は、会員が当サイト内で投稿したレビューについて、以下の一つにでも該当する場合には、当社の

判断によって会員に断りなくこれを非公開とすることや、削除することができるものとします。 

 (1) 当該情報が当社もしくは第三者の著作権その他の権利を明らかに侵害し、または当社もしくは第三

 者の名誉もしくは信用を毀損していると認められる場合 

 (2) 当該情報が第三者の著作権その他の権利を侵害し、または第三者の名誉もしくは信用を毀損してい

 るとの警告を当社が当該第三者から受け取った場合 

 (3) 日本または適用ある外国の法令に違反していると認められた場合 

 (4) 法令上の根拠に基づき官公庁、公的機関から削除するよう命令を受けた場合 

 (5) その他当サイトの運営にとって不適切と認められる場合 

2. 当社は、自らの裁量で、何らの通知なく、会員が当サイトの全部またはその一部にアクセスすることを

拒否することができるものとします。 

 

第 12 条（会員の退会） 

1. 会員は、Web 上の所定の画面で手続きを行うことにより、随時退会することができるものとします。 

 

第 13 条（会員資格の抹消） 

1. 会員が以下の項目のいずれかに該当した場合、当社は、会員の事前の承諾の有無にかかわらず、会員資

格を抹消することができるものとします。 

 (1) ユーザーID・パスワードを不正使用したとき 

 (2) 当社への申告・届出内容に虚偽があったとき 

 (3) 当サイトの情報を改ざん、不正利用し、その他運営を故意に妨害したとき 

 (4) 電話・ＦＡＸ・電子メールその他の手段によっても、会員との連絡がとれなくなったとき 

 (5) 本規約に違反したとき 

 (6) 当サイトへの最終ログインから 3 年経過したとき 

 (7) その他、当社が会員として不適当であると判断したときき 

 

第3章 ネットポイント 

 

第 14 条（ネットポイントの加算） 

1. 当社は、当サイトに登録した会員が、当サイトにおいて、当社の指定する方法で商品等のご購入または

キャンペーン・サービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合にネットポイントを加算しま

す。 

2. 一人の会員が複数の会員登録をしている場合、会員は、それぞれの会員登録において保有するネットポ

イントを合算することはできません。 

3. ネットポイントは、ご注文商品出荷日から 7 日後に加算します。複数の配送となる場合には、最終の商

品出荷日から 7 日後となります。 

4. 同じ商品でもキャンペーンなどの時期により加算されるポイント数が異なる場合があります。 

5. ネットポイントは、ご注文ごとに計算され、100 円にご注文時の消費税等を加算した金額ごとに 1 ポイ



ント加算となります。 

6. 以下の場合は、ネットポイントが加算されません。 

 (1) 送料、箱代、付帯作業料、その他特に当社が定めた商品やサービス 

  

第 15 条（ネットポイントの有効期間） 

1. ネットポイントの有効期間は、最終のポイントの加算日から起算して 1 年間となります。 

 

第 16 条（ネットポイントの利用） 

1. ポイントは、1 ポイント 1 円として換算し、ネットポイント加算時の次回以降の、当サイトでのご購入

時のお支払い代金としてご利用いただけます。ただし、ネットポイントをご利用いただけない商品・サ

ービスが一部ございます。 

 

第 17 条（ご購入商品返品時の処理） 

1. 商品等のご購入によるネットポイントの加算後に、ご購入商品を返品される場合には、返品金額相当分

のネットポイントを減算処理いたします。 

2. ネットポイントのご利用によるご購入商品を返品される場合には、ご利用分のポイントを加算処理いた

します。 

3. 返品時に、減算対象となるネットポイントを既にご利用されていた場合で、前 2 項の処理により、ネッ

トポイントが不足した場合、その後のご購入等により不足相当分のネットポイントが加算されるまで、

会員のネットポイントを 0 ポイントのままとします。 

 

第 18 条（権利の喪失） 

1. 会員が退会または会員資格抹消その他の事由により会員の資格を喪失した場合には、保有するネットポ

イント、その他会員サービスと利用に関する一切の権利を失うものとし、また資格の喪失にともなって

当社に対して何らの請求権も取得しないものとします。 

 

第 19 条 （会員サービスの終了） 

1. 当社の都合により、事前の予告なしにネットポイントの取り扱いを終了させていただく場合がございま

す。この場合、積み立てられたネットポイントは無効となります。 

 

第4章 雑則 

 

第 20 条（専属的合意管轄裁判所） 

1. 本規約に関して紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第 21 条（準拠法） 

1. 本規約の解釈、適用については日本法に準拠します。 
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株式会社阪急スタイルレーベルズ 


