ライフティポイント利用規約
第 1 条 （目的）
ライフティ株式会社（以下「当社」という）は、ライフティポイント利用規約（以下「本規約」
という）に基づき、当社指定の方法により、当社に対して登録を行ったお客様（以下「会員」と
いう）に対して、当社が発行するポイントである「ライフティポイント」に関するサービス（以
下「本サービス」という）を提供するものとする。なお、未成年者(20 歳未満)が本サービスの
利用を希望する場合は、事前に保護者の同意を得た上で本サービスに申し込むものとする。当社
は、未成年者からの申し込みが完了した時点で未成年者が保護者の同意を得たものとして取り扱
うものとする。

第 2 条 （ポイントの付与）
1.

当社は、会員が当社の指定する各サービス、及び、その他の指定商品・サービスに関し、
当社の指定する方法で物品の購入又はサービスの利用等を行った場合、その他当社が相当
と認めた場合に、「ライフティポイント」（以下「ポイント」という）を付与するものとす
る。

2.

ポイント付与の対象となる商品、サービスおよび取引（以下「対象取引」という）、付与す
るポイントの数・付与条件、その他ポイント付与の条件は、当社が決定し、当社があらか
じめ定めるサイト内の所定のページ（以下「告知ページ」という）において会員に告知す
るものとする。

3.

対象取引についてポイントを付与するか否か、付与するポイント数、その他ポイントの付
与に関する最終的な判断は、当社が行うものとし、会員はこれに従うものとする。

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、会員が使用したポイント数
およびポイントの残高を、会員に告知するものとする。

2.

会員は、前項のポイント数に疑義のある場合には、ただちに当社に確認できるものとし、
当社はその内容を説明するものとする。 尚、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する。

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人に譲渡、貸与、担保提供等もしくは会員間でポイントを共有す
ることはできないものとする。

第 5 条 （ポイントの有効期限）
会員は、別段の定めがある場合を除き、付与されたポイントを、会員である間は、利用できるも

のとする。

第 6 条 （ポイントの取消・消減）
1.

当社がポイントを付与した後に、対象取引について返品、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、当社は対象取引により付与
されたポイントを取り消すことができるものとする。

2.

会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は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るものとする。
(1) 違法または不正行為があった場合。
(2) 本規約、会員規約、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) 会員から当社に対して未払いが発生した場合。
(4) 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。

第 7 条 （ポイントの利用）
1.

会員は、当社が定める方法により、保有するポイントを使用し、プレゼント、サービス、
その他の特典（以下「特典」と総称する）と交換することができるものとする。

2.

当社は、ポイント使用の対象となるサービス・商品等を制限したり、ポイント使用に条件
を付したりすることがあるものとする。

3.

当社は、会員が保有するポイントにより交換できる特典を随時設定し、これを告知ページ
への掲示その他当社所定の方法により告知するものとする。 尚、特典の種類、内容、交換
に必要なポイント数、その他ポイント使用の条件は当社が定めるものとし、当社はこれら
をいつでも新規設定、変更または終了させることができるものとする。品切れ、提携会社
との提携解消、その他の事情により会員から交換の申し出のあった特典を提供できない場
合は、特典を変更していただくか、または当該ポイント数を会員に返還するものとする。

4.

当社は、前項に定める事由により会員に何らかの不利益が発生したとしても、それについ
て補償せず、一切の責任を負わない。

5.

会員は、ポイントを使用するときに、特典の送付先、連絡先その他当社が定める事項を届
け出るものとする。会員にプレゼント等の特典を送付する場合、送付先は日本国内におけ
る会員の登録住所もしくは請求書送付住所に対してのみ行われるものとし、海外への送付、
または私書箱への送付は行えないものとする。

6.

特典によっては、当社が委託する提携会社から提供されることがあるものとする。この場
合の特典利用の条件については、各提携会社の規約または規約等に従うものとし、当社は
特典の品質、有用性について、何ら保証しないものとする。これらの特典に瑕疵がある場
合、会員は、当該特典を発送・提供した提携会社と解決するものとする。

7.

会員は、当社または特典提供者に責任がある場合を除き、特典の返品または他の特典への
交換をすることはできないものとする。

第 8 条 （事故等）
前条の特典につき、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
しも行われないものとする。

第 9 条 （ポイントの取り消しに伴う払い戻し）
会員が、第 6 条第 2 項各号の事由によるポイントの取り消しがあった場合は、当社は、当該ポイ
ントの取消分に相当する金額を翌月の請求額に加算するものとする。

第 10 条 （第三者による使用）
ポイントの使用は、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ない。

第 11 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する。

第 12 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、特典との交換権、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する。

第 13 条 （免責）
1.

当社は、本サービスの運用にその時点での技術水準を前提に最善を尽くすものとするが、
障害が生じないことを保証するものではない。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、 ポイント利用に関する障害、データへの不
正アクセスにより生じた損害、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する。

2.

当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配する
ことのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切
責任を負わないものとする。当該不可抗力により本規約の履行が不可能な場合、当社は本
サービスの提供に関する一切の義務を免れるものとする。

3.

当社は、会員が本サービスを利用することにより取得した情報について、何らの保証も行
わず、当該情報によって会員が損害を被った場合でも当該損害を賠償する責任を負わない
ものとする。

4.

当社は、当社が会員向けに運営する Web サイト（以下「本 Web サイト」という）その他本

サービスが会員の端末設備上で正常に受けられることを保証するものではなく、当社は、
これらの提供を正常に受けられないことによって会員が損害を被った場合でも当該損害を
賠償する責任を負わないものとする。

第 14 条（ID 及びパスワードの管理責任）
1.

会員は、当社より付与された ID 及びパスワード（以下「本 ID 等」という）を、自己の責
任において管理、使用するものとする。

2.

当社は、本 ID 等が第三者によって使用されたことにより会員又は第三者が被る損害につい
て、一切の責任を負わないものとする。

3.

会員又は第三者による使用を問わず、会員の本 ID 等を用いて本サービスを利用した場合の
行為は、全て本 ID 等に基づく会員の行為とみなすものとし、当該会員は、当該行為につい
ての一切の責任を負うものとする。

4.

会員は、本 ID 等が盗難、紛失又は第三者の使用により当社に損害が生じた場合、当社が被
った損害額の全額を賠償する責任を負うものとする。

5.

当社は、会員の本 ID 等が盗難、紛失又は第三者の使用により会員に損害が生じた場合でも
一切責任を負わないものとする。

第 15 条（再発行手続き）
当社は、本 ID 等を管理し、会員より要請があった場合に限り、当社が定める手続きに則り、会
員に本 ID 等を通知することができるものとする。

第 16 条（通信機器等の準備）
1.

会員は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア及びその他これに付
随して必要となる全ての機器（以下、総称して「通信機器等」という）の準備、インター
ネット接続サービスへの加入等を、自己の責任と費用負担にて行なうものとする。

2.

当社は、通信機器等その他インターネット接続の不具合等により本サービスの提供が妨げ
られた場合でも一切責任を負わないものとする。

3.

当社は、会員が当該サービスを利用することにより通信設備等に不具合等が生じた場合で
も一切責任を負わないものとする。

4.

会員は、通信機器等により次条に定める本 Web サイト、その他当該サービスに支障を与え
ることのないように、これらを利用するにあたり、会員が使用している通信機器等が正常
に稼動するように維持するものとする。

第 17 条（規約の変更）
当社は、本規約を変更することができるものとする。また、本規約の変更が次条に定める方法に
従って会員に通知された場合、以後、会員には変更後の規約が適用されるものとする。

第 18 条（通知の方法）
本規約にかかる事項について、当社から会員に対する通知の方法は、本 Web サイト上への掲載、
書面、電子メール又はその他当社が指定する方法によるものとする。

第 19 条（サービス提供の停止及び解約）
1.

当社は、会員が以下のいずれかに該当した場合、会員の承諾を得ることなく、直ちに会員
がポイントを使用できない措置等を取ることができるものとする。
(1) 当社への登録にあたって虚偽の申告を行ったことが判明したとき、若しくはそれらの
おそれがあるとき。
(2) 本規約の規定に違反したとき、又は、違反したと当社が判断したとき。
(3) 仮差押、差押等の処分を受けたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
(4) 民事再生手続、破産等の申立てをし、又は第三者により申立てられたとき、若しくは
それらのおそれがあるとき。
(5) 法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、
若しくはそれらのおそれがあるとき。
(6) 第三者に対して迷惑行為を行ったとき、第三者から抗議があったとき、若しくはそれ
らのおそれがあるとき。
(7) 死亡したとき。
(8) 反社会的勢力の構成員若しくは関係者であると判明したとき。
(9) 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
(10) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあ
る行為をしたとき。
(11) 前各号に掲げる事項の他、本サービスの提供を受けることを、当社が不相当と判断し
たとき。

2.

当社は、会員が、当社が提供する各サービス又は対象取引の利用料金を含む一切の料金等
の支払いを怠った場合には、会員に対し事前に通知することなく、本サービスに関する契
約を解約することができるものとする。

第 20 条（Web サイト）
1.

会員は、本 ID 等を用いて、本 Web サイトを日本国内においてのみ利用することができる。

2.

当社が提供する本 Web サイトは、当社が会員に提供する時点で提供可能な情報に限るもの
とする。

3.

当社が提供する本 Web サイト、コンピュータプログラム及びデータベース等は、随時会員
への予告なく更新され、その内容の一部が変更又は削除されることがあるものとする。

4.

会員は、当社の推奨する環境以外においては本 Web サイトの全部又は一部を利用すること

ができないことに予め同意するものとする。但し、当社が推奨する環境を会員が設定した
場合でも、当社の提供する本 Web サイトの利用を保証するものではないものとする。
5.

当社の提供する本 Web サイトのコンピュータプログラムならびにデータベース及びデータ
ベースに含まれるデータの著作権、特許その他の知的財産権は当社に帰属するものとする。

6.

会員が著作物の使用、改変、複製、頒布その他の行為により著作権法その他の法律に違反
し、もしくは他人の著作権を侵害したことにより、当社が損害を被った場合、会員の自己
の費用と責任において解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとする。

7.

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前又は事後速やかに会員に連絡する
ことにより一時的に本 Web サイトの全部又は一部の提供を停止することができるものとす
る。また、当社は、これにより会員に損害が生じた場合でも、一切責任を負わないものと
する。
(1) サーバの保守を行う場合。
(2) セキュリティ、ウイルス対策など緊急対応が必要になった場合。
(3) 不可抗力が発生し、もしくは発生するおそれがある場合。
(4) 電気通信設備に障害その他やむを得ない事由が生じた場合。
(5) 主要なネットワーク接続が中断した場合。
(6) 当社が、本 Web サイトの提供を停止することが望ましいと判断した場合。
(7) 前条第一項各号のいずれかに該当した場合
(8) その他当社がやむを得ないと認める合理的な事由がある場合。

第 21 条（禁止事項）
会員は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとす
る。
(1) 第三者又は当社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそ
れのある行為。
(2) 第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれの
ある行為。
(3) 第三者又は当社の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為。
(4) 第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。
(5) 法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。
(6) 本 ID 等を第三者に譲渡、貸与又は売買等をする行為。
(7) 本 ID 等を不正に使用する行為又は第三者の本 ID 等を使用する行為。
(8) 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為。
(9) 当社の本 Web サイトその他本サービスの各サービスの提供を妨げる行為。
(10) コンピュータウィルス等の有害なプログラム を、本 Web サイトを通じて配信する行為。
(11) その他、法令に違反し、又は違反するおそれのある行為。

(12) 本 Web サイトの利用その他本サービスの各サービスの提供を受ける権利を第三者に貸
与、譲渡、売買等を行う行為。
(13) 本 Web サイトのコンピュータプログラム及びデータベース等を複製、変更、修正、改
変、翻案、逆コンパイル、逆アセンブル、その他リバースエンジニアリング等を行う
行為。
(14) 本サービスを利用することにより取得した情報を第三者に開示及び売買等を行う行為。
(15) その他本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行
為。

第 22 条（会員の責任）
1.

会員は、本サービスの利用に関連し、他の会員又は第三者に対して損害を与えたものとし
て他の会員又は第三者から何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、自らの責
任と費用負担において当該請求又は訴訟を処理するものとし、当社が相手方とされた場合
には、その処理費用の負担を含め当社の全損害を賠償するものとする。

2.

会員は、本サービスの各サービスに関して有償無償を問わず第三者に利用させたり又は提
供してはならないものとする。

第 23 条（変更の届出）
会員は、住所、代表者、商号、氏名、連絡先又はその他会員の情報に変更が生じたときには、速
やかに当社に通知しなければならないものとする。

第 24 条（退会）
会員は、いつでも会員を退会することができるものとする。会員が退会するときは、当社所定の
様式で届け出るものとする。会員は、退会時に、保有するポイント、特典との交換権、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する。

第 25 条（権利譲渡の禁止）
会員は、当社の書面による事前の承諾なくして会員として有する権利及び義務の全部又は一部を
第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとする。

第 26 条（損害賠償）
会員が本規約又は各サービスの利用規約に違反して当社に損害を与えた場合、当社は当該会員に
対して、当社が被った損害の賠償を請求することができるものとする。

第 27 条（第三者への委託）
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サ

ービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者(株式会社ジスターイノベーションを含む
がこれに限らない)に委託できるものとする。尚、業務の委託にあたり、会員に関する情報を当
該第三者に委託することについて会員は同意するものとする。

第 28 条（会員にかかる情報の利用）
1.

当社は、会員に関する情報を、本サービスの運営に必要な範囲で利用することができるも
のとする。また、会員は、当社が、当社及び当社の属するグループ会社の会社紹介、各種
商品、サービスのご紹介等営業案内のために、会員に関する情報を利用できることに同意
するものとする。尚、当社は、その他当社が定める個人情報保護方針及び個人情報の取り
扱いに基づき適切に利用・管理・保管等を行うものとする。

2.

会員は、本サービスに基づき当社が取得した会員に関する情報を、当社が取扱うサービス
（キャッシングサービスを含むがこれに限らない）の申込時等に利用できるものとする。

第 29 条（合意管轄裁判所）
会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所
を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 30 条（信義誠実の原則）
会員及び当社は、本規約に規定なき事項及び本規約の解釈に疑義を生じた場合には、信義誠実を
旨とし両者協議の上解決するものとする。
以上

平成 27 年 3 月 2 日
平成 27 年 7 月 31 日
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改定
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