
利用規約

第１条（定義）

1

2
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第２条（規約の範囲及び変更）

1

2
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(1) 本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき

(2) 本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当

性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

(3) 本規約の変更にあたり、その内容とその効力発生日をあらかじめ本サイトに掲示及び

電子メールで通知する方法により会員に周知したとき
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第３条（利用者の地位及び制限事項）

1 利用者の地位

当社は、次の各号に該当する場合において、本規約に変更もしくは新たな規定の追加を加え

ることができるものとします。

当社は、本規約に変更もしくは新たな規定を加える場合において、予め当社に通知したアド

レス宛ての電子メール、 又は本サイトへの掲載その他の適切な方法にて、本規約を変更する

旨および変更後の本利用規約の内容ならびにその効力発生日を周知するものとします。

本サイトにおいて利用者は、提供される本サービスのいずれかを享受する時点において（こ

こにいう享受には、情報の閲覧も含みます）、本規約に合意したものとみなされ、同時に本

サイトにおける利用者としての地位を得るものとします。

フラワーヒルズ株式会社（以下、「当社」といいます。）は、当社が運営する当社ウェブサイト

（以下「本サイト」といいます。）又は当社が提供する商品販売に関するサービス（以下「本

サービス」といいます。）の利用について、以下のとおり、利用規約（以下「本規約」といいま

す。）を定めます。

「本サイト」とは、商品又はサービスの提供情報掲載、オンラインによる商品又はサービス

の提供機能を持ったシステムで、当社が本規約に基づいてインターネット上で運営するサイ

トをいいます。

「利用者」とは、本サイトにアクセスする者をいいます。

「本サービス」とは、当社が本規約に基づき本サイトを利用する者に対し、提供するサービ

スをいい、サービスの内容、種類については、当社の独自の判断により随時変更、増減が行

われるものとし、その通知は随時、本サイト上での表示、又は電子メールその他の通信手段

を通じて行なわれるものとします。

本規約は、本サービスの利用に関し、当社及び利用者に適用するものとし、利用者は本サイ

トを利用するにあたり、本規約を誠実に遵守するものとします。

当社が別途本サイト上における掲示またはその他の方法により規定する個別規定及び当社が

随時利用者に対し通知する追加規定は、本規約の一部を構成します。本規約と個別規定及び

追加規定が異なる場合には、個別規定及び追加規定が優先するものとします。

本規約においては、次の各号記載の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

規約の変更に伴い利用者に不利益、損害が発生した場合、当社は、その責任を一切負わない

ものとします。



2 利用者に対する制限事項

利用者は、以下に掲げる行為を行ってはならないものとします。

(1) 本規約に違反する行為

(2) 法令に違反する行為、犯罪に結びつく行為、公序良俗に反する行為又はそれらのおそ

れのある行為

(3) 本サービスの運営の妨げになる行為又は本サービスに支障をきたすおそれのある行為

(4) 選挙運動又はこれに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為

(5) 他の利用者、第三者又は当社の著作権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為又

はそれらのおそれのある行為

(6) 他の利用者、第三者又は当社を誹謗、中傷、名誉を毀損する行為又はそれらのおそれ

のある行為

(7) 他の利用者、第三者又は当社の財産、プライバシーを侵害する行為又はそれらのおそ

れのある行為

(8) 他の利用者、第三者又は当社に迷惑、不利益を与える若しくは損害を与える行為又は

それらのおそれのある行為

(9) 当社の承認なく本サイトを通じて、又は本サイトに関連して営利を目的とした行為、

又はその準備を目的とした行為

(10) 当社の承認なく本サイトのコンテンツを使用又は利用等する行為

(11) 本サービスを不正の目的をもって利用する行為

(12) コンピュータウイルスなどの有害なコンピュータプログラムを本サイトの利用を通

じ、あるいは本サイトもしくは本規約に関連して使用、提供する行為

(13) 当社の事前の書面による承諾なく、利用者としての権利の全部又は一部を第三者に譲

渡し、あるいは質権等の担保に供する行為

(14) その他当社が不適当と判断する行為

第4条（本サービスの中断、停止）

1

(1) 火災、地震、洪水、落雷、大雪等の天変地異が生じた場合

(2) 戦争、内乱、テロ、暴動、騒乱、ストライキその他の労働争議等の社会不安が生じた

場合

(3) 当社が契約している電話会社、運送会社又はプロバイダから適切なサービスを受けら

れなかった場合

(4) 当社が技術的に対応不可能な事態が生じた場合

(5) 本サイトの定期保守または緊急保守を実施する場合

(6) 第三者による妨害行為等によりシステムの運用が困難になった場合

(7) 回線や利用機器に障害が発生した場合

(8) 当社が運営上、技術上当社が本サイトの一時的な中断を必要と判断した場合
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当社は以下の何れかの事由に該当する場合、当社の独自の判断により、利用者に事前に通知

することなく本サービスの一部もしくは全部を一時中断、又は停止することがあります。

当社は、本サービスの提供の一時中断、停止等の発生により、利用者または第三者が被った

いかなる不利益、損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。



第５条（リンクの扱いについて）

第６条（著作権)
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2
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第７条(賠償責任)

1

2

第８条（個人情報保護ポリシー）

第９条（準拠法）

本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。

第１０条（合意管轄）

第１１条（分離可能性）

利用者による本サービスの利用に関連して当社が知り得る利用者の情報の管理および取扱いにつ

いては、当社が別途定める個人情報保護ポリシーによるものとします。

本規約に関して紛争が生じた場合、当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とします。

本サイトを通じて提供される全てのコンテンツ（画像、複製、複写、テキスト、デザイン、

ロゴ、映像、プログラム等）（以下「コンテンツ」といいます）   に関する著作権、商標権

及びその他の知的財産権は、全て当社に帰属するものとし、 利用者はこれらの権利を侵害す

る行為を行わないものとします。

利用者が、目的の如何を問わず、本サイトのコンテンツその他掲載内容の全てまたは一部を

許可なく使用（複製、転載、改変、転用、転送、配布、掲示、販売、出版など）すること

は、これを禁止するとともに、当社がこれを発見した場合には、法的措置をとる場合があり

ます。

利用者が、本条の規定に違反して第三者との間で問題が生じた場合には、利用者は自己の責

任と費用においてかかる問題を解決するとともに、本サービスに損害、損失又は不利益等を

与えないものとします。

本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、提供される情報等の流

出もしくは焼失等、又はその他本サービスに関連して発生した利用者又は第三者の損害につ

いて、当社は一切の責任を負わないものとします。但し、本サービスを通じて登録した個人

情報については別途定める「個人情報保護ポリシー」に準じます。

利用者が本サービス利用によって第三者に対して損害を与えた場合、利用者は自己の責任と

費用をもって解決し、当社に損害を与えることのないものとします。利用者が本規約に反し

た行為、又は不正もしくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合、当社は当該利用者

に対して相応の損害賠償の請求ができるものとします。

本サービスから他のウェブサイト若しくはリソースへのリンク、又は第三者のウェブサイト若し

くはリソースから本サービスへのリンクを提供している場合、当社は、当該リンク先の内容、利

用及びその結果については、いかなる責任も負わないものとします。（目的適合性、機能性、正

確性、確実性、最新性及び完全性を含みますが、これらに限りません。）なお、当社は、リンク

先のウェブサイト又はリソースの内容が、違法又は本サービスの管理・運営上不適切であると合

理的に判断した場合には、会員に何らの通知を要することなく、当該リンク先を削除することが

できるものとします。



第１２条（利用料）

第１３条（協議）

本規約のいずれかの規定又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能

と判断された場合であっても、無効又は執行不能と判断された規定又は一部の残りの部分は、継

続して完全に効力を有するものとします。

本サービスの利用にあたり、本サービスへの接続にかかる費用、メール配信を受け取るための費

用は、利用者のご負担となります。

本サイトに関連して利用者と当社との間で問題が生じた場合には、利用者と当社で誠意をもって

協議するものとします。



会員特約

第1章 会員について

第1条 （会員の定義）

第2条 （会員登録申請）

第3条 （会員登録申請の承認）

1

(1) 未成年者において親権者の事前の同意がない場合

(2) 会員登録の申請内容に虚偽の申請があった場合

(3) 過去に利用規約および本特約に違反したこと等により、会員登録抹消等の処分を受け

ていた場合

(4) 本サービスに関する料金の支払いや商品やサービスの受け取り等の履行遅延があった

場合

(5) 社会的秩序及び公衆道徳に反する疑いがある場合

(6) 第8条(禁止行為)に定める行為を行った場合

(7) その他、利用規約および本特約のいずれかの規定に違反した場合や、当社が会員とし

て不適切と判断した場合
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第4条 （個人情報の利用目的）

(1) 当社の商品のお届け、およびお客様とご連絡を取るため

(2) 当社が企画するキャンペーンへのご応募、ご参加による当選商品をお届けするため

(3) お客様からのお問合せに対するお返事をお届けするため

会員とは、利用者のうち、利用規約および本特約の内容を全て承認した上で、当社所定の方法に

て会員登録申請をし、当社がこれを承認した方をいいます。

会員になろうとする利用者は、本サイトの会員登録ページから当社の指定する方法に従い、自ら

会員登録申請を行うものとし、代理人による登録は一切認められません。

 当社は、会員登録を申請した利用者が、以下の各号に該当する場合は、入会の承諾をしない

場合があります。また、承諾後であっても承諾した会員が以下の項目のいずれかに該当する

ことが判明した場合には、事前に通知することなく、当該会員に対して本サービスの利用停

止、登録の抹消など当社が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。

Eメールアドレス及びパスワードを用いて当社に対して行われた意思表示は、このEメールア

ドレス及びパスワードに該当する会員の有効な意思表示とみなし、これにより生じる支払等

はすべて会員の責任となります。

当社は、本特約に基づき登録された会員の個人情報（以下「個人情報」という）を、次の目的の

範囲内でのみ利用いたします。

会員特約（以下「本特約」といいます）は、フラワーヒルズ株式会社（以下「当社」といいま

す）が管理、運営する本ウェブサイト（以下「本サイト」といいます）をご利用するお客様（以

下「利用者」といいます）のうち、当社が提供する商品販売に関するサービス（以下「本サービ

ス」といいます。）の利用を目的に、個人情報の登録を行った方（以下「会員」といいます）に

適用されます。



(4) 必要に応じてお客様とご連絡を取るため

(5) 新しい商品・サービスの研究及び開発のため

(6) その他、お客様への円滑なサービス提供に必要な措置を講じるため

第5条 （個人情報の利用）

1

2

(1) お客様からの同意がある場合

(2) お客様から個人情報の利用に関する同意を求める目的で、電子メール等を送付する場

合(3) 当社サービスにおけるお客様の行為が、当社サービスの方針・告知、利用規約等に違

反している場合において、他のお客様、第三者または当社の権利、財産を保護するた

めに必要と認められる場合

(4) 裁判所、行政機関の命令等、その他法律の定めに従って個人情報の開示を求められた

場合、または犯罪の捜査、第三者に対する権利侵害の排除若しくはその予防、その他

これに準ずる必要性ある場合

3

4

第6条 （ID及びパスワードの利用・管理）

1

2

3

4

5

6

会員は、Eメールアドレス、ユーザID及びパスワードが第三者によって不正に使用されてい

ることが判明した場合には、直ちに当社に連絡するものとします。

Eメールアドレス、ユーザID及びパスワードを用いてなされた本サイトの利用は、そのEメー

ルアドレス、ユーザID及びパスワードに該当する会員本人によりなされた意思表示とみな

し、これにより生じる支払等はすべて会員の責任となります。

当社は、会員がEメールアドレス、ユーザID又はパスワードの変更を行う場合には、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。

当社は、原則として会員が会員登録手続及び、その後の会員情報の変更登録において、開示

した会員情報を、会員の事前の同意なく、第三者に開示・提供することはありません。ただ

し、以下の各号の場合には、会員の事前の同意なく、当社はこれらの会員情報を開示・提供

できるものとします。

当社が会員に連絡する必要が生じた場合には、登録されたEメールアドレス、住所、電話番

号を利用してご連絡させていただきます。

第4条に定める利用目的達成のために、予め当社との間で秘密保持契約を結んだ第三者に当

社の業務を委託する場合に利用することがあります。

会員は、会員登録等の際に会員本人が設定したEメールアドレス、ユーザID及びパスワード

の利用及び管理について一切の責任を負うものとします。

会員は、Eメールアドレス、ユーザID及びパスワードを第三者に譲渡、承継、名義変更、貸

与、開示又は漏えいしてはならないものとします。

会員は、Eメールアドレス、ユーザID、パスワード又はクレジットカード番号の不適切な管

理、使用上の過誤、第三者による使用などに起因する損害につき自らすべての責任を負うも

のとし、当社は一切責任を負わないものとします。

当社は、個人情報の利用に際しては、本条の他、当社の別途定める「個人情報保護ポリ

シー」に従い利用します。



第7条 （登録内容の変更）

1

2

3

第8条 （利用者の禁止行為）

1 本特約に違反する行為

2 会員登録又は登録内容の変更をする際に、虚偽の内容又は第三者の情報を登録する行為

3 会員が登録した内容を不正に使用・改竄する行為

4 クレジットカードを不正使用して本サイトを利用する行為

5 Eメールアドレス、ユーザID又はパスワードを不正に使用する行為

6 その他当社が不適当と判断する行為

第9条 （退会）

1

2

3 当社は退会後も、一定期間内は退会した会員の情報を保存する場合があります。

4 会員が退会を行った場合、ご注文履歴等の情報を閲覧できなくなります。

第2章 サービス

第10条 （会員が利用できるサービス）

第3章 商品購入

第11条 （商品の購入）

1 会員は、本サービスを利用して当社から商品等を購入することができます。

2

3

本サービスの利用に際して、会員は、利用規約の第3条の2に掲げた禁止事項に加え、各号に掲

げた行為を行なってはならないものとします

退会を希望される場合は、マイページにて退会手続きをお願いいたします。その後当社所定

の退会手続の終了に伴い、退会となります。

会員が退会を行った場合でも、注文済みでお受け取りいただいていない商品がある場合は、

商品の配送を行います。また、配送に伴い配送の案内のEメールを送信します。

会員は、商品の閲覧、商品の購入、購入履歴閲覧、商品情報の閲覧等のサービスを受けることが

できます。

会員は、商品等の購入に際して、当社が指定する方法に従って購入の申し込みを行うものと

します。

会員と当社間における売買契約は、会員の注文手続の完了後、当社がこれを審査のうえ承諾

する旨のEメールを会員あてに発信した時点で成立するものとします。

会員は、登録している事項に変更が生じた場合には、速やかに登録内容を変更するものとし

ます。また、当社から登録情報の追加要請があった場合には、会員は速やかに追加するもの

とします。

会員が前項の変更を行わなかったり、又は登録時に間違いがあったことにより、当社が通知

する情報や特典・送付物その他について、受領できなかった場合、又は遅延して受領した場

合でも、通常受領すべきときに受領したものとみなします。

当社は、会員が第1項の変更を行わず、又は登録時に間違った登録をしたことにより、会員

に不利益や損害が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。



4

5

第12条 （契約の解除等）

1

(1) 会員が本規約に違反した場合

(2) 会員の登録内容に事実と異なる内容（虚偽の記載、誤記、記載漏れ等を問わない）の

存在することが判明した場合

(3) 会員指定のクレジットカード会社からカード与信不履行の旨の連絡があった場合

(4) 会員の支払いが契約通り履行されない場合

(5) 会員の支払能力が危うくなったと認めうる事情が判明した場合

(6) 生産者、または当社の事情により商品等引渡しが困難と認められる場合

(7) 商品等について重大な瑕疵が発見されるなど、当社が対象となる商品等について出荷

停止等の判断をした場合

(8) 掲載商品等の価格、仕様等に明確な誤り又は記述漏れがあった場合

(9) 商品が届先不明・長期不在でお届けできない場合

(10) 会員が注文後のキャンセルを複数回行った場合

(11) 当社が商品発送の後、会員が受取拒否を行った場合

(12) その他に当社が取り消しの必要を認めた場合

2

3

第13条 （所有権の移転）

第14条 （商品等に関する免責等）

1

2

商品の個々の具体的なお問い合わせの内容は、特に定めがない限り、お問い合わせいただい

てもお答えできない場合があります。

本サイトに掲載されている商品画像につきましては、できるだけ正確性を期しております

が、画面設定及び写真技法の関係で色目や大きさなどが実際の商品と若干異なる場合があり

購入の申込みは、これを会員本人が行うものとします。第三者が本人を代理し、又は会員の

名義を貸与して商品等を購入した場合であっても、商品等を購入したことから生ずる一切の

権利義務は、これを会員が負担するものとします。

購入の申込みは、日本国内に居住されており、配送先が日本国内である会員に、これを限り

ます。

次の各号に該当する場合があるときは、当社は、何ら催告をすることなく、会員との間の商

品売買契約を解除することができるものとします。なお、商品等の返品が必要になる場合に

は、返品の費用は会員の負担とします。

前項の規定に関らず、本サービス利用に関して会員に不正行為又は不適当な行為があったこ

とが判明した場合、又はこれを強く疑わせる事情があった場合には、当社は、当社の判断に

より、当該売買契約につき、取消、解除、その他適切な措置をとることができるものとしま

す。また、当社が本サービスにおいて提示した商品等の代金その他の販売条件に明らかな誤

記があったことが判明した場合も、同様とします。

第1項及び前項の場合、これにより会員に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わ

ないものとします。

本サイトで購入されたすべての商品については、会員が選択した支払方法及び配送方法にかかわ

らず、当社が商品を配送業者に引き渡した時点で、その商品の所有権が会員へ移転します。



3

4

第15条 （商品の配送）

1 商品の配送先は日本国内に限ります。

2 予約商品等の発送は、商品等の発売日以降となります。

3

4

5

6

7 私書箱宛の発送は承れません。

8

9 配送料金は、別途本サイトにて定めるものとします。

10

(1) お客様の都合で荷物を受け取れなかった場合

(2) 配送事情(中元・歳暮時期等)や、天災・交通事情・天候等が影響した場合

(3) 注文発送件数が当初予測を著しく超える件数になった場合（セール期間、イベント開

催時期及び年末年始等）

(4) 商品の販売ページに特に定めのある場合

11

第16条 （お支払い方法）

1

2

3

(1) クレジット力一ド

支払条件は当社のみの裁量により決定されるものとし、当社の同意がないかぎり、売買契約

成立後、商品等が発送される前に当社に対して支払いが行われることとします。

本サイトでのお支払いは、当社が定める手段のうち会員が選択した手段によって行うものと

します。

商品等を長期間受け取られない場合はキャンセル扱いとさせていただく場合がございます。

商品等の配送方法は当社指定の宅配便となります。会員のご要望による配送方法変更は承れ

ません。

当社がご案内した納期の変更、遅延によって会員に損害が発生した場合でも当社は一切の責

任を負わないものとします。

在庫がある商品は、次の各号の場合を除き、注文入力完了日の翌日から起算して通常5日以

内に発送いたします。

天災地変、法令の制定改廃、交通事故、公権力の行使に基づく処分、輸送機関の事故、労働

争議、その他やむをえない事情により、商品配送の遅滞又は配送の不能を生じた場合、当社

は何ら賠償の責を負わないものとします。

商品の購入にあたりお支払いいただく金額は、商品購入代金、送料及び消費税の合計額（以

下、「商品購入代金など」といいます。）となります。

本規約中に別に定める場合を除き、当社は、本サイトを通じて販売される商品等につき、そ

の品質、機能、他の商品との適合性、目的適合性その他の欠陥、及びこれらが原因となり生

じた直接的及び間接的に会員又は第三者に発生した損害、損失、不利益等については、いか

なる保証・負担も負わないものとします。

当社が会員へ損害賠償責任など法的責任を負担する場合の損害賠償額については、当該損害

に関して当社に故意又は重過失がある場合を除いて、当該商品代金額を上限とします。

1回のご注文で複数商品等をご注文の場合（予約商品が含まれる場合に関しても）、原則と

してご注文の商品等が全て揃ってからの一括発送となります。

売り切れのために配送できなくなった場合、在庫切れなどで納期が大きく遅れる場合にはE

メール等にてご連絡いたします。



(2) コンビニ決済

(3) 銀行振込

(4) 代金引換

4

5

第17条 （代金等）

1

2

3

第4章 返品

第18条 （不良品・お届け違い）

第19条 （商品の返品）

1

(1) 賞味期限切れである場合

(2) ご注文内容と異なる商品が到着した場合

(3) 配送中に商品が破損した場合

(4) 上記(1)から(3)に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は返品をお

受けできません。

① お客様事由による返品である場合

② 返送時の商品（箱、商品の付属品を含みますが、これらに限りません。）

　の状態がお届け時と比べて毀損、汚損、紛失等している場合

③ お客様のもとで商品に臭いが付着したり、汚れ、キズが生じた場合

④ ご注文内容と異なる商品が到着した場合において、

　商品のパッケージを開封した場合

⑤ 商品到着後、4日以上経過した場合

決済方法で「銀行振込」を選択し、会員から注文日から起算して５日以内に当社が指定する

口座への振り込みがなかった場合、ご注文は、お客様事由によりキャンセルされたものとし

て扱います。

不良品やお届け違いがございましたら、返品前にメール、電話、又はFAXで当社までご連絡くだ

さい。

商品の返品は、以下の各号の場合に限り受け付けるものとし、商品到着日から起算して3日

以内に連絡の上、良品への交換、もしくは返金をもって対応するものとします。

クレジットカード決済の場合はクレジットカード会社の定める契約条件、コンビニ決済の場

合は収納代行会社が定める契約条件、代金引換払いの場合は代金回収業者の定める契約条件

に、各々従うものとします。これら支払方法に関して、利用者とこれら第三者との間で紛争

等が生じた場合、当事者間で解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。

会員は、本サイト利用の際に行うクレジットカード番号の送信行為による漏洩などの危険性

を認識し、自己の責任の下にこれを行うものとします。

掲載商品の価格につきましては細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがあった場合

は、ご注文登録完了後でありましても価格調整をさせていただきます。

決済方法で「銀行振込」もしくは「代金引換」を選択の場合には、その手数料は、会員がこ

れを負担するものとします。



2

3

4

5

第20条 （返品手続き）

1 返品を希望する場合は、その旨を下記までご連絡ください。

フラワーヒルズ株式会社

メールでのお問合わせはこちら

info@flowerhills.co.jp

お電話・ファックスでのお問い合わせはこちら

TEL/FAX：0145-47-3768(受付時間：10:00～18:00）

2 商品の梱包などについては、当社の指示に従うものとします

第21条 （返金手続き）

返金の方法は、以下のとおりとします。

1

2

3

第5章 その他

第22条 （その他免責事項）

1

2

3

4

当社は会員に対し、適宜情報提供やアドバイスを行うことがありますが、それにより責任を

負うものではありません。

当社は、会員が本規約に違反したことによって生じた損害等については、一切責任を負わな

いものとします。

利用者が本サイトをご利用になれなかったことにより発生した一切の損害について、いかな

る責任も負わないものとします。

支払方法がクレジットカード決済の場合、クレジットカード会社から返金するものとしま

す。

支払方法にポイントを使用した場合、使用したポイント相当分を利用者に対し返還するもの

とします。

前各項による返金の方法によっては支障等が生じる場合、又は、前項に定めのない場合、当

社は、会員に対し、会員が指定した金融機関の口座に振り込む方法、又はその他当社が指定

する方法のいずれかにより返金することができるものとします。

当社は、利用者の登録内容に従って事務を処理することにより会員に生じたいかなる損害に

ついても免責されるものとします。

会員から返送いただいた商品を当社で検証した結果、返品条件に該当しないと判断された場

合は返品をお断りすることがございます。

会員は、第21条他当社が別途定める手順に従い、第1項に定める返品を申請するものとし、

返送にかかる費用は、当社が負担するものとします。

商品の発送処理後から商品到着までの間は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、

商品のご注文の取消しをすることができません。（商品到着後の返品については、本条第1

項の定めるとおりとします。）

前項に該当する場合において、当社は、会員に再送手続きの手数料等を請求できるものとし

ます。



5

第23条 （連絡手段）

1

2

第24条 （情報管理）

1

(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侵害し、又は当社もしくは第

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、又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) 日本又は適用ある外国の法令に違反していると認められる場合

(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) その他本サイトの運営にとって不適切と認められる場合

2

第25条 （地位の譲渡）

第26条 （特約の変更）

1

(1) 本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき

(2) 本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当

性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

当社は、当社が利用することを承諾した上で利用者が発信したコメントその他の情報につい

て、次の各号の一つにでも該当する場合には、当社の判断によって、利用者に断りなくこれ

を削除、もしくは掲載場所を変更することができるものとし、利用者はこれに同意するもの

とします。

当社は、当社の判断で、利用者に何らの通知をすることなく、利用者が本サイトの全部又は

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。

当社は、本サービスに係る事業を譲渡（通常の事業譲渡の他、会社分割等その他事業が移転する

場合を含みますがこれらに限りません）した場合、当該事業譲渡に伴い本特約上の会員の地位、

利用規約および本特約に基づく権利及び義務並びに会員の登録事項その他の会員に関する一切の

情報を当該事業譲渡の譲受人に対し譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につい

て予め同意するものとします。

当社は、次の各号に該当する場合において、本規約に変更もしくは新たな規定の追加を加え

ることができるものとします。

本サイトに掲載された情報は予告なしに変更又は更新されることがあり、当社は本サービス

に記載された製品情報やプログラムを予告なしに変更する場合があります。

当社からの会員に対する通知及びご連絡は、会員からの購入申込みの完了後に発送するメー

ルを含め、当社から特に他の方法を指定しない限り、登録されたEメールアドレス宛に発信

することによって完了するものとします。

当社が、会員が登録したメールアドレス宛にEメールでご通知・ご連絡を発信したにもかか

わらず、当社側の過失なくしてこれが会員に届かなかったことにより会員が損害・損失・不

利益等（損害等）を被ったとしても、当社はその損害等につき一切の責任を負わないものと

します。



(3) 本規約の変更にあたり、その内容とその効力発生日をあらかじめ本サイトに掲示及び

電子メールで通知する方法により会員に周知したとき

2 当社は、本規約に変更もしくは新たな規定を加える場合において、予め当社に通知したアド

レス宛ての電子メール、又は本サイトへの掲載その他の適切な方法にて、本規約を変更する

旨および変更後の本利用規約の内容ならびにその効力発生日を周知するものとします。



個人情報保護ポリシー

1.お客様の個人情報について

2.個人情報の利用範囲について

1 当社の商品のお届け、およびお客様とご連絡を取るため

2 当社が企画するキャンペーンへのご応募、ご参加による当選商品をお届けするため

3 お客様からのお問合せに対するお返事をお届けするため

4 必要に応じてお客様とご連絡を取るため

5 新しい商品・サービスの研究及び開発のため

6 その他、お客様への円滑なサービス提供に必要な措置を講じるため

3.個人情報の第三者への提供について

当社は、以下の場合を除き、個人情報を第三者に提供いたしません。

1

2

3

4

当社は、個人情報に関する法令、その他の規範を遵守し、その保護に努め、適切な管理を実施し

ます。

当社サービスをご利用いただいた場合は、この個人情報保護ポリシー(以下「本ポリシー」とい

います)に同意していただいたものとみなされます。

当社の保有するお客様を特定できる情報(以下「お客様の個人情報」といいます。)は、お客様か

らご提供いただいた氏名、メールアドレス、性別、生年月日、電話番号、住所、その他各個人固

有の情報をいいます。

当社は、以下の利用目的の達成に必要な範囲に限り、お客様の個人情報を適法かつ公正な手段に

よって取得いたします。予め同意をいただかない限り、お客様の個人情報を以下の目的以外に利

用することはありません。

お客様からの同意がある場合

お客様から個人情報の利用に関する同意を求める目的で、電子メール等を送付する場合 

当社サービスにおけるお客様の行為が、当社サービスの方針・告知、利用規約等に違反して

いる場合において、他のお客様、第三者または当社の権利、財産を保護するために必要と認

められる場合

裁判所、行政機関の命令等、その他法律の定めに従って個人情報の開示を求められた場合、

または犯罪の捜査、第三者に対する権利侵害の排除若しくはその予防、その他これに準ずる

必要性ある場合

フラワーヒルズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社の運営するホームページを含む当

社提供のウェブサービス(以下「当社サービス」といいます。)やメールなどを通じて、お客様か

ら同意を得たうえで個人情報を取得することがあります。



4．安全管理措置について

5.個人情報を取り扱う委託先管理について

6.事故時の措置について

7.継続的な改善および本ポリシーの変更について

1

2

8.お客様の責任について

お客様は、当社サービスの利用にあたり、以下の内容に同意したものとみなします。

1

2

3

4 ショップのID・パスワードは利用者ご自身の責任において管理をお願いいたします。

当社は、個人情報の漏えい事故等が発生した場合には、事実関係と原因の調査、二次被害の防止

策及び再発防止策等を実施し、適切に対応いたします。

当社は、個人情報が適正に取り扱われますよう、継続的な改善に取り組んでまいります。ま

た、改善した内容を、本ポリシーに随時反映してまいります。

当社は、利用者の事前の通知を要せずして本ポリシーを変更できるものとします。改訂した

場合は、当社ホームページのお知らせに公開し、本ポリシーに反映することにより通知いた

します。

当社サービスのご利用は、お客様の責任において行われるものとします。

当社サービスに他のウェブサイトへリンクを設定していることがありますが、リンク先サイ

トでの個人情報の取り扱いについては、当該リンク先サイトにてお客様ご自身でご確認くだ

さい。

当ウェブサイトおよび当ウェブサイトにリンクが設定されている他のウェブサイトから、お

客様の個人情報を用いて取得された各種情報の利用によって生じたあらゆる損害に関して、

当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

当社は、お客様の個人情報が正確かつ最新の状態に保たれ、当該個人情報への不正アクセス、紛

失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止するための措置を講じます。

当社は、上記の定めに従って取得した個人情報を、公表または通知した利用目的を達成するため

に必要な範囲で、業務委託先に提供することがあります。この場合においても、当社は業務委託

先に対し、当社が提供した個人情報の適正な取り扱いを求めるとともに適切な管理をいたしま

す。



9.cookie(クッキー)の利用について

1

2

3

(1) 利用者が本サービスのサーバーにアクセスする際のIPアドレス又は携帯端末の機体識

別番号に関する情報

(2) 当社が、クッキーの技術（Webブラウザを通じて利用者のコンピュータに一時的に

データを書き込んで会員が最後にサイトを訪れた日時、そのサイトの訪問回数等を記

録保存する技術をいいます。）を通じて取得する利用者のアクセス情報

10.Google Analyticsについて

1

2

3 お客様は、ブラウザのアドオン設定でGoogle Analyticsを無効にすることにより、当社の

Google Analytics利用によるお客様の情報の収集を停止することも可能です。

当社は、お客様が当サイトを再度訪問した場合に、閲覧その他当サービスの利便性向上、広

告の配信、統計データの取得等のため、お客様が使用するコンピューター、携帯電話、及び

スマートフォン等の情報端末を識別するクッキー及び個体識別情報（以下、総称して「クッ

キー」といいます）と呼ばれるデータを送付し、ハードディスクに記録するものとします。

当社は、取得したクッキーを会員の情報と合わせて、当社の利用目的の達成に必要な範囲内

で利用するものとします。

お客様は、自ら使用するブラウザ等のインターネット閲覧ソフトの設定を変更することによ

り、オンラインショップ、その他当社のホームページ等から送付されるクッキーの受領を拒

否することができるものとします。ただし、クッキーの受領を拒否することにより、本サー

ビスが正常に利用できない場合があることを会員は予め了承するものとします。

当社は、お客様が本サイトにアクセスしたことについて、その操作の情報（以下「アクセス

ログ」といいます）を記録するものとします。当社は、アクセスログをお客様の情報と合わ

せて、本サービスの向上のため、当社の利用目的達成の範囲で利用するとともに、本サービ

スに問題が発生した際の原因追及、利用状況に関する統計・分析処理等に利用するものとし

ます。

当サイトでは、お客様の本サイトの訪問状況を把握するためにGoogle 社のサービスである

Google Analyticsを利用し、当社が発行するクッキーをもとにして、Google 社がお客様の本

サイトの訪問履歴を収集、記録、分析します。

Google Analyticsにより収集、記録、分析されたお客様の情報には、特定の個人を識別する

情報を含みません。また、それらの情報は、Google社により同社のプライバシーポリシーに

基づいて管理されます。
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Google Analyticsの利用規約：

http://www.google.com/analytics/terms/jp.html

Googleのプライバシーポリシー：

http://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/

Google Analyticsオプトアウトアドオン：

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja

Google Analyticsの解析の仕組みについて：

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ja

11.お問合せ先について

個人情報管理担当 : 保市勝洋(info@flowerhills.co.jp)

Google Analyticsの無効設定は、Google社によるオプトアウトアドオンのダウンロードペー

ジで 「Google Analyticsオプトアウトアドオン」をダウンロードおよびインストールし、ブ

ラウザのアドオン設定を変更することで実施することができます。なお、お客様がGoogle

Analyticsを無効設定した場合、お客様が訪問する本サイト以外のウェブサイトでもGoogle

Analyticsは無効になりますが、お客様がブラウザのアドオンを再設定することにより、再度

Google Analyticsを有効にすることも可能です。Google Analyticsの利用規約に関する説明に

ついてはGoogle Analyticsのサイトを、Google社のプライバシーポリシーに関する説明につ

いては同社のサイトをご覧下さい。

お客様は、当社に対し、お客様の個人情報について、開示、訂正、追加、削除および利用、並び

に第三者提供の停止等(以下「開示等」といいます。)をご請求いただくことができます。個人情

報の開示等のご請求や、お客様の個人情報に関するお問い合せについては、下記まで電子メール

でお問い合せください。


