
平成 21年 6月 1日

株式会社ネット・コミュニケーションズ

Flavour net（フレーバーネット）ポイント利用規約

第１条（総 則）

株式会社ネット・コミュニケーショ

ンズ（以下「当社」といいます。）

は 、 当 社 の ウ ェ ブ サ イ ト

「flavour-net.jp」（以下「本サイ

ト」といいます）の「ご利用規約」

に基づき会員登録をされた会員（以

下「会員」といいます）に対し、本

規約に基づいてポイントサービス

（以下「本サービス」といいます）

を提供します。本サービスは本規約

に基づいて提供され、会員が本サー

ビスを利用される場合は本規約に

同意したものとみなされます。

本規約に規定のない事項について

は、本サイトの利用規約ならびに本

サイトの諸規約、および手続き等が

適用されます。

第２条（Flavour net ショップポイ

ントの付与）

１． 会員が本サイトにおいて、当

社が指定する方法で商品を購

入する場合、またその他当社

が相当と認めた場合に、当社

は「Flavour net ショップポイ

ント」（以下「ポイント」とい

います）を付与します。

２． ポイントの付与、付与数、付

与率、付与のタイミング、そ

の他付与の条件は当社が決定

します。また、ポイントに関

する条件のすべてを決定する

権利を当社が保有します。会

員は当社の決定に従うものと

します。

３． 注文日から商品発送日（出荷

日）の間に、注文の取消、変

更があったと当社が確認した

場合、ポイントは付与されず、

また、その期間内に商品価格

の変更があった場合は、注文

日の価格に応じて付与対象金

額を計算するものとします。

４． 当社は、ポイント付与の対象

となる取引およびサービス、

ポイントの付与率、その他ポ

イント付与の条件は、本サイ

トにおいて会員に告知します。

第３条（ポイントの管理）

１． 当社は、当社所定の方法によ

り、会員が獲得したポイント

数、会員が利用したポイント

数およびポイント数の残高を、

会員に告知します。

２． 会員は、前項のポイント数に

疑義のある場合には、ただち

に当社に連絡し、その内容を

説明するものとします。 第１

項のポイント数に関する最終

的な決定は当社が行うものと

し、会員はこれに従うものと

します。

第４条（ポイントの合算および複数

登録の禁止）

会員は、保有するポイントを他の会

員に譲渡または質入れしたり、会員

間でポイントを共有したりするこ

とはできません。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

するポイントを合算することはで

きません。

第５条（ポイントの取り消し）

１． 当社がポイントを付与した後

に、購入された商品の返品、

キャンセルその他当社がポイ

ントの付与を取り消すことが

適当と判断する事由があった

場合、当社は、付与されたポ

イントを取り消すことができ

ます。

２． 当社は会員が次の各号のいず

れかに該当すると判断した場

合、当社は会員に事前に通知

することなく会員が保有する

ポイントの一部または全部を

取り消すことができます。

（１） 違法または不正行

為があった場合

（２） 本規約、利用規約、

その他当社が定め

る規約・ルール等に

違反があった場合

（３） その他当社が会員

に付与されたポイ

ントを取り消すこ

とが適当と判断し

た場合

３． 当社は、取り消したポイント

について何らの補償も行わず、

一切の責任を負いません。

第６条（ポイントの有効期限）

１． ポイントの有効期限はありま

せんが、将来に渡って有効期

限がないことを保証するもの

ではありません。有効期限を

設定することになった場合に

は、予めこの旨を会員に通知

します。

２． 当社は、失効したポイントに

ついて何らの補償も行わず、

一切の責任を負いません。

第７条（決済におけるポイントの利

用）

１． 会員は、保有するポイントを

本サイトにおいて 1 ポイント

＝1円相当分として、本サイト

が販売する商品の請求代金

（消費税を含みます。）の一部

の支払いに利用することがで

きます。

２． １回の注文で会員が利用でき

るポイントの下限は 1 ポイン

ト、上限は商品購入金額まで

とします。

３． 当社は、一回の注文に使える

ポイントの下限、上限、１ヶ

月間に使えるポイントの上限

など、利用に制限を設ける権

利を有します。また、この制

限は、予告なく変更または追

加される場合がありますが、

会員は、いずれの場合につい

ても、当社の決定に従うもの

とします。

４． 会員が第１項による決済を取

り消した場合、当該決済に利

用されたポイントは原則とし

てポイントで返還され、現金

による返還は行われません。

ただし、当社の事務上の事情

などによりポイントでの返還

ができない場合には、当社か

らポイント利用額相当の現金

が返還されることがあります。

５． 会員が決済代金の全部、また

は一部の支払いについてポイ

ントを利用し、その後決済代

金が何らかの事情で減額され

た場合には、原則としてまず



他の支払方法による代金返還

が行われ、それでも返還を必

要とする金額に不足がある場

合に、当該不足額について、

前項に準じてポイントまたは

現金の返還が行われます。

６． 会員が決済代金の支払いにポ

イントを利用した後、何らか

の事情により決済代金が増額

された場合は、会員は増額分

を他の支払方法にて支払うも

のとします。

第８条（責任制限）

第７条の決済対象となった商品に

つき、その配送中または提供後に遅

延、紛失、盗難、損害、破損等の事

故が生じた場合は、当該事故が当社

の責任による場合を除き、当社は一

切責任を負わず、ポイントの払い戻

しも行いません。

第９条（ポイント利用後のポイント

の取り消し）

会員がポイントを第７条による決

済に利用した後に、第５条第１項ま

たは第２項によりポイントが取り

消された場合は、ポイント取り消し

による不足額を、ただちに現金また

は当社の指定する支払方法にて当

社に支払うものとします。

第１０条（換金の不可）

会員は、いかなる場合でもポイント

を換金することはできません。

第１１条（第三者による利用）

１． ポイントの利用は、会員本人

が行うものとし、当該会員以

外の第三者が行うことはでき

ません。

２． 当社は、ポイント利用時に入

力されたユーザIDおよびパス

ワードが登録されたものと一

致することを当社が所定の方

法により確認した場合には、

会員による利用とみなします。

それが第三者による不正利用

であった場合でも、当社は利

用されたポイントを返却せず、

会員に生じた損害について一

切責任を負いません。

第１２条（税金および費用）

ポイントの取得、ポイントの利用に

ともない、税金や付帯費用が発生す

る場合には、会員がこれらを負担す

るものとします。

第１３条（会員資格の喪失・停止）

会員が会員の地位を喪失した場合

には、保有するポイント、その他本

サービスの利用に関する一切の権

利を失うものとし、また地位の喪失

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１４条（本サービスの廃止）

当社は、本サービスを当社の事情に

より廃止することができるものと

します。本サービスを廃止した場合、

廃止した日から１カ月間はポイン

トを有効とします。

第１５条（本規約の変更）

当社は、会員に通知することなく本

規約を任意に変更できるものとし

ます。会員は本規約が変更された場

合には変更後の規約に従うものと

します。

第１６条（損害賠償）

会員が本サービスの利用により第

三者に対し損害を与えた場合、会員

は自己の責任でこれを解決し、当社

にいかなる責任をも負担させない

ものとします。また、会員と第三者

との間に生じた紛争により、当社に

損害が生じた場合には、会員は当該

損害を当社に対して賠償するもの

とします。

第１７条（分離性）

本規約のいずれかの条項が無効と

された場合であっても、本規約の他

の条項は、継続して完全な効力を有

するものとします。

第１８条（準拠法）

本規約の成立、効力、解釈及び履行

は日本国法に準拠するものとしま

す。

第１９条（管轄裁判所）

会員と当社との間で本サービスの

利用に関連して紛争が生じた場合

は、東京簡易裁判所または東京地方

裁判所を第一審の専属的合意管轄

裁判所とします。

第２０条（協議事項）

本規約に定め無き事項が生じた場

合には、本規約の主旨に従い誠意を

もって協議のうえ、解決にあたるも

のとします。

第２１条（免 責）

１． 当社は、本サービスの運営に、

その時点での技術水準を前提

に最善を尽くしますが、明示

的であるか黙示的であるかに

かかわらず、障害が発生しな

いことを保証するものではあ

りません。停電、通信回線や

コンピュータなどの障害によ

るシステムの中断・遅滞・中

止・データの消失、ポイント

の利用に関する障害または損

害、その他本サービスに関し

て会員に生じた損害について、

当社は一切責任を負わないも

のとします。

２． 当社は、会員への事前の通知

なくして、本サービス・本規

約の変更または一時的な中断

もしくは廃止を行うことがあ

り、会員はこれを承諾します。

前項により、会員に損害が発

生した場合でも、当社は会員

に対して何らの責任も負担し

ないものとします。


