
 

 

ユザワヤ公式ネットショップ利用規約 

 

 ユザワヤ商事株式会社(以下「当社」)は、当社が運営する「ユザワヤ公式ネットショッ

プ」の利用について、以下のとおり規約（以下「本規約」）を定めます。 

 

第１章 総則 

 

第１条（定義） 

 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。 

1「ユザワヤ公式ネットショップ」とは、商品またはサービスの提供情報掲載、オンライ

ンによる商品また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（以下「本サイト」）をいいます。 

2「利用者」とは、本サイトにアクセスする者をいいます。 

3「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

減が行なわれるものとし、その通知は随時、本サイト上での表示、または電子メールその

他の通信手段を通じて行なわれるものとします。 

 

第２条（規約の範囲及び変更） 

1 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。 

2 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。 

3 当社は利用者の承諾なく、当社の独自の判断により、本規約を変更する事があります。

この場合、本サイトが提供するサービスの利用条件は変更後の利用規約に基づくものとし

ます。当該変更は、予め当社に通知したアドレス宛の電子メール、本サイト上の一般掲示

またはその他当社が適当と認めるその他の方法により通知した時点より効力を発するもの

とします。 

4 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。 

 

第３条（利用者の地位及び制限事項） 

1 利用者の地位 



 

 

  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。 

 

2 利用者に対する禁止事項 

 利用者は、以下に掲げる行為は行ってはならないものとします。 

(1) 本サイトが指定した方法以外の方法によって、本サイトを利用する行為。 

(2) 他者になりすまして本サービスを利用する行為。 

(3) 本サイトが認める以外の方法で、本サービスに関連するデータのリンクを、他のデー

タ等へ指定する行為。 

(4) 本サイトを利用するコンピュータに保存されているデータへ不正アクセスする、また

はこれを破壊もしくは破壊するおそれのある行為。 

(5) 本サービスの運営を妨害する行為。 

(6) 本サービスを使用した営業活動並びに営利を目的とした利用及びその準備を目的とし

た利用。但し、当社が別途承認した場合には、この限りではありません。 

(7) 他の利用者の個人情報を収集したり、蓄積すること、またはこれらの行為をしようと

する事。 

(8)当社または第三者の財産権、プライバシーその他の権利を侵害する行為、またはその

恐れのある行為。 

(9)当社または第三者に迷惑、不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのあ

る行為。 

(10)当社または第三者に対して事実に反する情報他、公序良俗に反する、またはそのおそ

れのある情報を提供する行為。 

(11)犯罪行為、公序良俗に反する行為、その他法令に違反する行為、またはそのおそれの

ある行為。 

(12)選挙活動、宗教活動もしくはまたはこれらに類する行為、その他の政治及び宗教に関

する行為。 

(13)会員ＩＤ、及びパスワードを不正に使用する行為。 

(14) その他当社が不適切と判断する行為。 

 

3 利用停止 

 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、事前に通知する 

ことなく本サービスの利用停止の措置を講じることができるものとします。これにより利

用者に何らかの不利益または損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負いません。 



 

 

(1)利用者に法令や本規約に違反する行為があった場合 

(2)利用者に本サービス利用に関して不正行為があった場合 

(3)その他当社が相当と判断した場合 

 

第 4 条（本サービスの中断、停止） 

1 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、または停止することがあり

ます。 

(1) 本サービスのための装置、システムの保守点検、更新を定期的にまたは緊急に行う場

合。 

(2) 火災、停電、天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難な場合。 

(3) 第一種電気通信事業者の任務が提供されない場合。 

(4) その他、運用上あるいは技術上当社が本サービスの一時中断、もしくは停止が必要で

あるか、または不測の事態により、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合。 

2 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） 

 本サイトが提供する各種サービスの中から他のサイトへリンクをしたり、第三者が 他

のサイトへのリンクを提供している場合、当社は本サイト以外のサイトについては、何ら

責任は負いません。この場合、当該サイトに包括され、また当該サイト上で利用が可能と

なっているコンテンツ、広告、商品、サービスなどについても同様に一切責任を負いませ

ん。当社は、それらのコンテンツ、広告、商品、サービスなどに起因または関連して生じ

た一切の損害についても賠償する責任は負いません。 

 

第６条（著作権) 

1 利用者は、権利者の承諾を得ないで、いかなる方法においても本サイトを通じて提供さ

れるいかなる情報も、著作権法で定める利用者個人の私的使用の範囲を超える複製、販

売、出版、その他の用途に使用することはできないものとします。 

2 利用者は、権利者の承諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、本サイ

トを通じて提供されるいかなる情報も使用させたり、公開させたりすることはできないも

のとします。 

3 本条の規約に違反して問題が発生した場合、利用者は、自己の責任と費用において当該

問題を解決するとともに、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとします。 



 

 

第７条(賠償責任) 

1 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、またはその他本サービスに関連して発生した利用者または第三者

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「個人情報の取扱について」に準じます。 

 

2 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、また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。 

 

第８条（プライバシー・ポリシー） 

 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及び取扱

いについては、当社が別途定めるプライバシー・ポリシー（ＵＲＬ：

http://www.yuzawaya.shop/html/privercy.html）によるものとします。 

 

第９条（免責） 

1. 当社は、本サービスの内容及び利用者が本サイトを通じて知り得る情報等について、その

完全性、正確性、確実性、有用性等に関し、いかなる責任も負いません。 

2. 本サイトに掲載されている情報、画像及びリンク等を利用することにより、利用者の機器

等に損害が発生した場合、またはウイルスに感染した場合等について、当社はいかなる責

任も負いません。 

3. 本サイトに掲載されている商品情報については正確性を期しておりますが、保証するもの

ではありません。仕様変更、画像処理上実際の商品と異なる場合があります。これによ

り、利用者に損害が発生しても、当社はいかなる責任も負いません。 

4. 当社は、利用者が本サイトを利用できなかったことにより発生した一切の損害について、

その理由の如何にかかわらず、いかなる責任も負いません。 

5. 当社は、利用者の開示された情報に従い事務を処理することにより免責されるものとし、

本サイトの業務処理において、当社に故意または重大な過失がない限り、法律上の請求原

因の如何を問わず、いかなる場合においても本サービスの利用に関して利用者に生じた損

害、損失、不利益等に関して責任を負いません。 

6. 当社は、利用者が本サイトを通じて知り得る情報等について、18 歳未満の利用者に有害で

ないことを保証しません。 

 



 

 

第１０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１１条（合意管轄） 

 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。 

 

第２章 会員規約 

 

第１２条（会員） 

1. 「会員」とは、当社所定の手続きに従い本サイト上でＩＤ及びパスワード等の会員登録手

続を完了した利用者をいいます。 

2. 会員登録は、利用者 1名様につき 1登録とします。 

3. 会員は、第１４条規定の特典を受けることができます。 

4. 会員は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他当社に届け出ている内容に変

更が生じた場合には、当社所定の手続きにより、速やかに変更の届け出をするものとしま

す。 

5. 会員資格は一身専属であり、会員は、これを第三者に貸与、譲渡、名義変更、売買、質権

の設定その他の担保に供する等の行為を行ってはいけません。 また、相続の対象となら

ないものとします。 

 

第１３条（ＩＤ及びパスワードの管理） 

1. 会員は、ＩＤ及びパスワード等をご自身の責任で管理、保管していただきます。 当社

は、ＩＤ及びパスワード等により認証されログインした利用者を会員本人とみなすものと

します。 

2. 会員は、ＩＤ及びパスワード等を第三者（他の会員を含む）に貸与、譲渡、名義変更、売

買、質権の設定その他の担保に供してはなりません。また会員は、パスワード等を第三者

（他の会員を含む）に開示してはなりません。これらの行為により、当該会員もしくは第

三者に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負いません。  

3. 会員は、ＩＤ及びパスワード等が盗難等にあった場合、または第三者（他の会員を含む）

によりＩＤ及びパスワード等が不正使用されていることが判明した場合には、直ちに当社

にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合はこれに従っていただきます。 

 

第１４条（会員の特典） 



 

 

1. 会員は、本サイトにおいて、対象商品ご購入の都度、サービスポイント（以下「ポイン

ト」）を付与されます。 

2. 会員は、新規入会時に１回限り、入会時特典として一律３００ポイントを付与されます。 

3. 会員は、本サイトにおける次回以降の決済時に、ポイントを 1ポイント＝1円換算で商品

との引き換えまたは購入代金の一部として利用することができます。 本サイト以外のオ

ンラインショップ及び当社実店舗では利用できません。 

4. 会員は、本サイトにおいて、当社所定の割引対象商品を、毎月１日の判定日（以下「判定

日」）の前日までの直近１年間の本サイトにおける当社商品の購入金額の合計額に応じて

当社が設定する割引率（以下「割引率」）による割引価格にて購入することができます。 

5. 割引率は、判定日毎に更新されるランクに応じて以下のとおりとします。 

①Ａランクの条件と割引率 

 判定日の前日までの直近１年間の本サイトにおける商品購入金額の合計が２０万円（消

費税や送料は含みません。以下同じ。）未満の場合、当社所定の割引対象商品の割引率

を１０パーセントとします。 

②Ｓランクの条件と割引率 

 判定日の前日までの直近１年間の本サイトにおける商品購入金額の合計が２０万円以上

３０万円未満の場合、当社所定の割引対象商品の割引率を１５パーセントとします。 

②ＳＳランクの条件と割引率 

 判定日の前日までの直近１年間の本サイトにおける商品購入金額合計が３０万円以上の

場合、当社所定の割引対象商品の割引率を２０パーセントとします。 

6. 判定日、ランクの条件、割引率については、予告なしに変更することがあります。 

 

第１５条（ポイント） 

1. ポイントは、ご購入商品の単価（以下「商品単価」）に対して１％の割合（以下、「ポイ

ントサービス率」）を乗じて算出されます。ただし、小数点以下の数字は切り捨てとなり

ます。 

2. 商品単価が１００円未満の商品については、ご購入の数量にかかわらずポイント付与の対

象外となります。また、一部ポイント付与の対象外の商品がありますので、商品詳細ペー

ジにて獲得ポイント数をご確認のうえご購入ください。 

3. ポイント付与の情報は、当社からの商品発送が完了した後、約１０日間経過後を目処に記

録されます。 

4. 会員は、ポイントを第三者に貸与、譲渡、売買し、または質権の設定その他の担保に供す

る等の行為を行ってはいけません。 

5. ポイントの換金はできません。 



 

 

6. 退会や会員資格の取消などの事由により会員資格を喪失した場合には、ポイントは全て失

効いたします。 

7. 当社がご購入商品を発送した後に、ご購入をキャンセルまたは返品された場合、当該商品

購入時に付与されたポイントは購入時に遡って無効となります。キャンセルなどにより失

効したポイントを既にご利用されていた場合は、失効ポイント相当金額を請求させていた

だきます。 

8. ポイント付与内容やポイントサービス率は、予告なしに変更・終了することがあります。 

 

第１６条（退会及び会員資格の取消） 

1. 会員は、当社所定の手続きをとることにより退会できます。 

2. 当社は、会員の死亡を知り得た時点をもって、本条第１項の退会届けがあったものとして

取扱います。 

3. 当社は、会員が以下の項目のいずれかに該当する場合、当該会員に事前に通知することな

く、直ちに会員資格を取り消すことができます。 

1）本規約に違反した場合。 

2）当社への申告、届け出内容に虚偽があった場合。 

3）過去に本規約違反などにより会員資格が抹消されている事が判明した場合。 

4）手段の如何に関わらず、本サイトの運営を妨害した場合。 

5）料金等の支払債務の履行遅延または不履行があった場合。 

6）届け出た電話、FAX、電子メールその他の手段によっても、会員との連絡が取れなくな

った場合。 

7）その他、当社が会員として不適格と判断した場合。 

4. 当社が前項の措置をとったことにより、当該会員が本サービスを利用できなくなり、これ

により当該会員または第三者に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負いませ

ん。また、会員が前項各号のいずれかに該当する行為によって当社または第三者に損害が

生じた場合、会員資格を喪失した後であっても、当該会員は全ての法的責任を負わなけれ

ばなりません。 

 

第３章 売買規約 

 

第１７条（本規約への同意） 

利用者は、本規約に全て同意した場合に限り、本サイトに掲載された商品を購入すること

ができます。 

 



 

 

第１８条（売買条件） 

1. 本サイトに掲載された商品の販売価格は、利用者が本サイトから購入する場合の税込金額

です。 

2. 本サイトに掲載された商品の価格は、予告なしに変更することがあります。 

3. 本サイトに表示された出荷予定表示は、購入申込確定時からの目安の期間であり、商品の

到着日を約束するものではありません。 

4. 商品の配達には、商品代金とは別に配送料金を負担していただきます。 

5. 原則として本サイトでの商品購入申込は 18 歳以上の利用者を対象とします。18 歳未満の

利用者による購入申込は保護者の同意を必要とします。 

 

第１９条（購入申込と売買契約の成立） 

1. 利用者は、当社指定の手続きに従い、本サイトに掲載された商品の購入申込をすることが

できます。 

2. 利用者が本サイトでの購入申込手続を完了した場合に、購入申込内容は確定します。 

3. 購入申込に基づく利用者と当社との売買契約は、当該商品の配送手続が完了したことを通

知するメールもしくは当該商品が当社より利用者に到着した時をもって成立します。な

お、商品が分納出荷になる場合には、分納される商品毎に売買契約が成立するものとしま

す。  

4. 購入申込後の販売価格、割引率、ポイントサービス率の変動にかかわらず、売買契約は購

入申込時の条件により締結されます。 

5. 以下の項目のいずれかに利用者利用者が該当した場合、当社は購入申込が撤回されたもの

とみなします。 

1）クレジットカード決済の場合に、クレジットカード会社の承認が受けられないとき。 

2）ショッピングローン決済の場合に、ローン会社の承認が受けられないとき。 

3) 前２号以外の決済方法の場合に、決済方法ごとに当社が定める期限内に代金が入金さ

れないとき。 

6. 契約の成立の如何にかかわらず、以下の理由により当社は無条件で購入申込をお断りし、

または契約を解除することができます。 

1）申込の際提供された情報に虚偽の事実が認められた場合。 

2）数量限定商品等利用者の購入に数量制限を設けている場合に、それを越えた購入申込

がなされた場合。 

3）本サイトに表示された価格が市場相場等に比較して誤記載であると当社が判断した場

合。 

4）転売、再販売または営利の目的のおそれがある購入申込であると当社が判断した場



 

 

合。 

5）18 歳未満の利用者が保護者の同意を得ずに購入申込をした場合。 

6）その他当社が必要と認めた場合。 

 

第２０条（商品の納品） 

1. 当社は、売買契約が成立した利用者に対し、契約内容に従って指定の場所へ商品を配送し

ます。 

2. 配送は当社指定の配送業者が行うものとし、別途申込のない限り、商品は指定の場所での

引渡となります。なお、当該引渡をもって、当該商品の危険負担は利用者に移転します。 

3. 当該商品の所有権は、クレジットカード決済の場合は商品引渡後クレジットカード会社か

ら当社が商品代金の全額の支払がなされた時、ショッピングローン決済の場合は利用者が

支払総額を完済した時、その他の支払方法の場合は引渡時に、利用者に移転します。 

 

第２１条（支払） 

1. 本サイトにおける商品代金の支払方法等は、当社が別途定めるとおりとします。 

2. 利用者は、本サイトに関連した支払に関して、クレジットカード会社、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発生した場合、当該当事者と直接解決するものとし

ます。 

 

第２２条（返品） 

1. 配送した商品に、商品違い、数量違い、初期不良等の瑕疵（以下「瑕疵」）があった場

合、商品到着後１週間以内に当社宛までご連絡下さい。当社で確認の上、瑕疵があった場

合に限り、交換もしくは修理対応します。なお、完売等の理由により同商品と交換もしく

は修理対応できない場合には、返金いたします。 

2. 配送した商品は、商品到着後１週間以内に当社に対し連絡がなされた場合に限り、返品・

交換に応じます。この場合の返送料および再発送料は利用者の負担とします。 

3. 前項の規定にかかわらず、以下の商品については返品・交換することはできません。 

(1)一度使用した商品 

(2)利用者の都合で開封した商品 

(3)利用者の責任によりキズや汚れが生じた商品 

(4)連絡なく商品到着後１週間が経過した商品 

(5)不良品以外の書籍及びパターン商品 

(6)不良品以外の見本帳 

(7)利用者が特に依頼した特注の商品 



 

 

(8)不良品以外の糸 

(9)利用者の依頼によりカットした生地、リボン等の商品 

 

第２３条（不可抗力） 

天変地異、戦争、暴動、内乱、革命、法令の改廃制定、裁判所もしくは行政当局による命

令処分、輸送機関の事故、その他の不可抗力により契約の履行が遅延し、または不可能と

なったときは、当社は利用者に対し何等の責任も負いません。 

                                      以上 

＜付則＞ 

本規約は 2018 年 4 月 30 日から施行します。 

  


