
シグニペット会員規約 

シグニ株式会社（以下「弊社」といいます。）が提供する個人向けのサービス（以下

「本サービス」といいます。）は、下記の会員規約（以下「本規約」といいます。）及び

個々のサービス規約に従って、ご利用をいただくことになりますので、予め内容をご

覧ください。本サービスをご利用された場合、本規約及びご利用された個々のサービ

ス規約に同意いただいたものとみなします。 

第 1条（登録） 

本サービスの利用のためには、弊社の会員登録手続を完了していただく必要がご

ざいます。弊社指定の方法にて会員登録の申込手続をしていただき、弊社がお客様

番号を通知した場合に会員となります（以下「お客様」といいます。）。また、弊社の判

断で会員登録をお断りする場合がございます。 

また、会員登録を行えるのは個人のみです。 

第 2条（お客様 ID及びパスワードの付与） 

1. 弊社は、前条の定めにより会員登録をされたお客様に対して、本サービスを利

用するための ID及びパスワードを発行いたします。 

2. 弊社により発行された ID及びパスワードは、お客様の責任の下管理していただ

くものとし、ID又はパスワードの紛失、漏えい、盗難、使用上の過誤、第三者によ

る不正使用による損害等について、弊社は一切責任を負いません。 

3. お客様は、ID又はパスワードを第三者に貸与、譲渡、開示又は使用させること

ができません。 

4. ID又はパスワードを紛失、盗難又は第三者による不正使用等があった場合には、

お客様は直ちに弊社に連絡をします。 

5. 本条に違反したことにより、お客様が損害を被った場合、弊社は一切責任を負

わないものとします。 

第 3条（会員登録の取消、解除等） 

1. お客様に以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、弊社は、お

客様の会員登録の取消 を行うこと及び既に成立した契約を催告なしに直ちに

解除することができるものとします。 

(1)お客様が本規約の各条項の 1つにでも違反し、弊社が通知により是正

を求めたにも関わらず、14日以内に是正しないとき 



(2)お客様に支払い能力の著しい低下があったとき、又はその恐れがある

と認められる客観的事由が発生したとき 

(3)お客様に弊社に対する詐術その他本契約を継続しがたい背信的行為

があったとき 

(4)相当の通信手段を尽くしてもお客様との連絡がとれないとき 

(5)お客様が第 4条に基づき自主的退会を行ったとき 

(6)その他会員として不適格と認められる事由が生じたとき 

(7)本規約第 7条に定める禁止行為を行ったとき 

2. お客様が上記各号のいずれかに該当したときは、本サービス利用により生じた

金銭債務の期限の利益を失い、直ちに債務全額をお支払いいただきます。また、

お客様が本規約の規定に違反したことにより弊社が損害を被った場合には、お

客様は、かかる損害を賠償する責を負うものとします。 

第 4条（退会） 

1. お客様が退会を希望する場合は、弊社の定める方法により退会の届出を行うも

のとします。弊社は、当該届出を受けて、当該会員の登録取消を行うものとし、

当該登録取消完了時点で、お客様は会員資格を喪失するものとします。 

2. 前条に基づく退会、若しくは第 8条により会員登録を抹消された場合、弊社が付

与したお客様番号、ID及びパスワードは無効となり、ご登録いただいたお客様の

情報を弊社にて抹消いたします。 

第 5条（規約改定承認） 

弊社は、本規約の改定、変更及び修正（以下「改定等」といいます）を行うことがで

きます。本規約を改定する場合、改訂日を定め、弊社ウェブサイト及び弊社カタログ

又はその他適切な方法により当該改定等をお客様に周知するものとします。かかる

改定等の効力が発生した日以降にお客様が商品を注文した場合、お客様は当該改

定等を承認したものとみなします。 

第 6条（本サービスの中断） 

弊社は、以下の事由に該当する場合には、お客様への事前の連絡、通知、予告無

しに、本サービスの利用の全部又は一部を中断又は停止する場合があります。予め

ご了承ください。 

(1)天災地変（地震、洪水、火災を含みますが、これらに限られません。）、停電

等又は電気通信事業者の回線障害等により受発注等のシステム又は機器に

障害や機能不全が発生したとき 



(2)天災地変（地震、洪水、火災を含みますが、これらに限られません。）、法令

の制定改廃、労働争議その他やむを得ない事情により本商品の引渡しが困

難となるおそれのあるとき 

(3)受発注等のシステム又は機器の保守又はメンテナンスを行う必要があると

き 

(4)その他、本サービスの運営に関して必要があると弊社が判断した場合 

第 7条（禁止事項） 

お客様は、本サービスを利用するにあたり以下の各号に該当する行為を行っては

ならないものとします。 

(1)会員登録の際に虚偽の登録を行う行為 

(2)本サービスの運営を妨げ、その他本サービスに支障をきたすおそれのある

行為 

(3)他人名義もしくは虚偽のお客様番号、ユーザーID又はパスワードを使用し

て注文する行為 

(4)他の顧客、第三者もしくは弊社に迷惑、不利益も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 

(5)他の顧客、第三者もしくは弊社の著作権その他知的財産権、プライバシー

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)弊社サイト又は弊社出版物等に掲載されている画像又は文章等の一切の

情報を弊社に無断で他に転用する行為 

(7)弊社が運営するインターネットサイトに不正にアクセスし情報を改ざんする

行為 

(8)本サイトその他弊社が運営するインターネットサイトに、有害なコンピュータ

ーウィルスやプログラムを送信、書き込みする行為 

(9)本サービスの利用による契約上の地位を第三者に譲渡する行為 

(10)公序良俗に反する行為その他法令に違反する行為、又はそれらのおそれ

のある行為 

(11)その他、弊社が不適切と認めた行為 

第 8条（反社会的勢力の排除） 

1. 弊社は、反社会的勢力（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」

に定義する暴力団およびその関係団体等をいう。以下同様。）に関し、お客様が

次の各号の何れかに該当した場合、何らの通知催告なしに会員登録の取消及

び既に成立した売買契約の全部又は一部を解除できます。 



(1)お客様が反社会的勢力である、又は過去に反社会的勢力であったと

認められたとき。 

(2)お客様が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する

行為を行ったとき、又は反社会的勢力と密接な交際があると認められた

とき。 

(3)お客様が、反社会的勢力と社会的に非難される関係を有していると認

められたとき。また、お客様が自らまたは第三者を用いて当該関係を示

唆するなどして弊社又は第三者を畏怖せしめたとき、又は不当に名誉、

信用を按損する行為等を行ったとき。 

2. 弊社は、お客様方が前項各号の何れかに該当したことにより、前項に定める措

置を行ったことにより弊社が被った損害の賠償をお客様に請求することができ、

かつ、弊社は、前項の措置によりお客様が被った損害の賠償義務を負いませ

ん。 

第 9条（弊社以外の者との契約） 

弊社は、お客様が本サービスに関連して第三者との間で締結する契約について一

切関知せず、責任を負いません。 

第 10条（合意管轄裁判所） 

本商品及び本サービスに関する一切の紛争は東京地方裁判所を唯一の合意専属

管轄裁判所とします。 

第 11条（協議解決） 

本規約に定めのない事項に関しては、本規約の趣旨に鑑み、お客様と協議の上そ

の取扱いを決定いたします。 
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シグニペット利用規約 

シグニ株式会社（以下「弊社」といいます。）のインターネットサイト「シグニペット（以

下、「本サイト」といいます。）」に関する商品購買サービス（以下「購買サービス」とい

います。）は、下記の規約（以下「本規約」といいます。）及びシグニペット会員規約（以

下「会員規約」といいます。）に従って、ご利用をいただくことになりますので、予め内

容をご覧ください。購買サービスをご利用された場合、本規約に同意いただいたもの

とみなします。 

第 1条（登録） 

購買サービスの利用のためには、弊社の会員登録手続を完了していただく必要が

ございます。手続きの詳細については会員規約の内容に従うものとします。 

第 2条（購買サービスの内容） 

1. お客様は、本規約の定めに従い、購買サービスを利用して弊社が個人向けに販

売する商品（以下「本商品」といいます）を購入することができます。但し、本商品

の性質上もしくは弊社所定の基準により、又は製造元もしくは弊社の都合により、

事前の予告なく本商品の一部について購買サービスの対象から除外される場合

がございますので、予めご了承ください。 

2. 購買サービスのご提供が可能なエリアは、日本国内とします。但し、本サイトに

記載の配送不可能な地域を除きます。 

第 3条（本商品の注文） 

1. お客様からのご注文は、弊社がご注文を受領した時点で有効になされたものと

いたします。但し、通信の不都合等によりお客様からのデータ送信に支障がある

場合、及びご注文内容に不備がある場合には有効な注文はなかったものとしま

す。この場合、弊社はお客様が本商品を購入することができないこと、及びこれ

に関連してお客様が被った損害について、何ら責を負わないものとします。 

2. お客様からのご注文に関する売買契約は、弊社が前項に従い有効になされたご

注文を承諾した時点で成立するものとします。但し、弊社がご注文受領後 5営業

日以内にご注文をお受けする旨、もしくはお断りする旨のご連絡をしない場合は、

お客様からのご注文に関する売買契約は、当該期間経過をもってお客様からの

ご注文の受領時に遡り有効に成立したものとみなされます。売買契約が成立し



なかった場合、弊社は、お客様が売買契約の成立を信頼したこと、及びそれに

関連して生じる障害について、何ら責を負わないものとします。 

第 4条（本商品の使用方法等に関する義務） 

お客様は、本商品の使用方法等に関して、以下の各号に同意のうえご注文される

ものとします。 

(1)本商品は、お客様が、お客様の責任において、本商品（容器・内包を含む。）

の添付文書の記載その他の表示（使用期限、使用方法、使用量を含むがこれ

らに限られない。）に従って、ご使用いただくことを前提としております。本商品

の使用方法の過誤等によってお客様に生じるいかなる損害についても弊社は

責任を負いません。 

(2)本商品は、弊社が別途承諾した場合を除き、第三者への転売をしてはなら

ないものとします。 

第 5条（本商品のお届け日数） 

1. 本商品のお届けに要する日数（以下「お届け日数」といいます。）は、本サイトに

記載のお届け日数とします。但し、ご注文の本商品の種類・数量（出荷に日数を

要する場合、大口注文の場合等）、ご注文日時、配送エリア又はお客様指定の

配送日、配送方法の指定によって、お届け日数が異なる場合がありますので、

予めご了承ください。なお、弊社は、弊社が特に指定する本商品のお届け日数

については別途定めることができるものとします。 

2. お客様には、ご注文内容の不備、誤記等により弊社で通常の受注処理ができな

いこと、天候、交 通渋滞、道路工事、時期（年末年始、夏季休暇、中元歳暮時

期等）等の運送環境上の理由、本商品の在庫状況、及びその他の理由により、

弊社が、本サイトに記載したお届け日時にお届けできない場合があること、また、

その場合でも弊社がお客様に対して何らの責任も負うものでないことを予めご承

認していただきます。 

第 6条（送料） 

本商品の種類・数量、ご注文金額、配送エリア、配送方法等に従い、本サイトに記

載の弊社所定の送料をご負担いただきます。 

第 7条（お支払い） 



1. お買上げ頂いた本商品の購入代金、送料、消費税等の決済は、本サイトに記載

された方法によるものとします。なお、取扱金融機関等、支払方法は変更される

場合があります。 

2. 商品代金の他、代引き手数料等お支払に関する費用は、お客様の負担とさせて

いただきます。 

第 8条（ご利用限度額） 

お客様に購買サービスを利用して本商品をご購入頂ける代金合計（但し、送料を

含む。）の限度額（以下「利用限度額」 といいます。）は、弊社で設定させていただき

ます。 

第 9条（不可抗力の免責） 

天災地変（地震、洪水、火事を含むが、これらに限られない。）、法令の改廃、公権

力の行使に基づく処分、輸送機関のトラブル、労働争議その他やむを得ない事情に

より、商品引渡しの遅延又は商品引渡しの不能が生じた場合、お客様に生じた損害

及び費用につき、弊社は何らの賠償の責を負わないものとします。 

第 10条（売買契約の解除） 

1. 弊社は、以下のいずれかの場合、お客様へ通知の上、売買契約を解除できる

とともに、お客様の責に帰すべき事由により弊社が損害を被った場合は当該損

害の賠償を請求できるものとします。 

(1)購入者が注文をした商品について、商品の手配ができないことが判明

した場合 

(2)代金引換において、お客様が弊社指定の配送業者による商品の受け

取りを拒否した場合および商品の代金の支払いを行わない場合 

(3)弊社がお客様の指定どおりに商品を配送したにもかかわらずお客様

の不在などにより商品の引き渡しができなかった場合において、商品の

最初の到着の時から1週間経過しても当該お客様から何等の連絡もない

場合 

2. 弊社は、以下の場合、売買契約を無効とさせていただきます。 

(1)購買サービス上において、価格などの掲載内容に誤りがあり、お客様

が誤った掲載内容を真正なものと誤信したことにより売買契約が成立し

た場合 

第 11条（本商品注文の追加、変更及びキャンセル） 



1. ご注文の追加をご希望の場合は、本規約第 3条に定めるご注文手続きを行って

ください。なお、出荷日、配送料等追加分のお届けに関する詳細につきましては、

本サイトをご覧ください。 

2. ご注文内容のご変更、キャンセル（以下「キャンセル等」といいます。）をご希望

の場合は、本サイトに記載の条件にしたがって本サイト上でキャンセル等を行う

か、お電話にてサービスセンターまでご連絡ください。但し、本商品の性質、種類、

数量、出荷準備の完了、配送システムの制約その他の事情によりキャンセル等

をお受けできない場合がございます。予めご了承ください。 

3. 本条の規定に基づくほか、ご注文のキャンセル等はできないものとします。お客

様からのキャンセル等のご要望をお受けできない場合の本商品の返品について

は、第 12条に定めるものとします。 

第 12条（返品・交換商品の取扱い） 

1. お客様が本商品のお届け後返品をご希望される場合、本商品が未使用かつ

未開封であり、かつ以下の各号のいずれにも該当しない場合に限り、弊社は返

品をお受けいたします。返品をご希望される場合は、予め、本サイトに定める方

法でサービスセンターまでご連絡ください。本項に基づく返品に要する費用は、

お客様にご負担いただきます。 

(1)お届けの日から 3 ヶ月を経過した本商品 

(2)開封もしくは開梱された本商品又は一度でも使用された本商品 

(3)お客様の責任で汚れや破損が生じた本商品 

(4)お客様用のオーダーメイド本商品、お客様のお名前を入れた本商品 

(5)お客様へのお届けに日数を要するメーカーから取寄せた本商品 

(6)メーカーから直接お届けした本商品 

(7)お客様のご要望によって分割販売を行なった本商品 

(8)冷蔵保管を要する本商品 

(9)医薬部外品たる本商品 

(10)動物用フード、サプリメントたる本商品 

(11)書籍、雑誌たる本商品 

(12)弊社が本商品の性質上返品を認めない旨本サイトにおいて規定した

本商品 

2. 前項の規定にかかわらず、ご購入いただいた本商品に毀損、変形、本商品の品

質又は性能上の欠陥等の不具合（以下「不具合等」といいます。）がある場合、

当該商品の保証期間中に本商品を返送いただき、弊社が本商品を確認の上、

不具合等があると弊社が認めることを条件として、弊社は、本商品の返品又は

無償交換（以下「返品・交換」といいます。）に応じます。返品・交換をご希望され



る場合は、予め、本サイトに定める方法でサービスセンターまでご連絡ください。

なお、お客様が本商品の製造者による検査をご希望の場合には当該検査をい

たしますが、お客様への検査結果お知らせまで時間を要する場合もございます

ので予めご了承ください。本項に基づく返品・交換に要する費用は、弊社にて負

担いたします。 

3. 前二項に定める場合を除き、お客様は本商品の返品・交換をすることができま

せん。 

第 13条（価格、仕様等の修正等） 

弊社は、本サイトの掲載内容、本サイト掲載の本商品の変更及び修正並びに取扱

いの中止（以下「修正等」といいます。）を行うことができるものとし、お客様に対する

修正等の通知を行う時期、媒体その他通知に関する方法は、すべて弊社の裁量によ

るものとします。かかる通知以降、お客様が本商品を注文した場合、お客様は修正等

を承認したものとします。 

第 14条（規約改定承認） 

弊社は、本規約の改定、変更及び修正（以下「改定等」といいます）を行うことがで

きます。本規約を改定する場合、改訂日を定め、弊社ウェブサイト及び弊社カタログ

又はその他適切な方法により当該改定等をお客様に周知するものとします。かかる

改定等の効力が発生した日以降にお客様が商品を注文した場合、お客様は当該改

定等を承認したものとみなします。 

第 15条（有効期限） 

1. 弊社は、本サイトに記載の本商品又はその他の情報について、任意に有効期限

を設定することが できるものとし、お客様は、弊社が別段の取扱いを認めた場

合を除き、当該有効期限が経過した後は、当該情報に基づいて購買サービスを

利用できないことを予めご了承いただきます。 

2. 有効期限が経過した本サイト上の情報に基づいてお客様がご注文されたことに

より、お客様に費用又は損害が発生した場合、弊社は一切責任を負わないもの

とします。 

第 16条（本サイトに関する免責事項） 

1. お客様が本サイトを通じた本商品の購入又は本サイト上の情報閲覧もしくはサ

ービスの提供を受けるに当たっては、本規約のほか、個々のサービス毎に関す



る個別の規定・ルール、法令に従って、お客様の自己の責任において行って頂く

ものとします。 

2. 当社は、本サイトにおいて、情報やサービスの品質の向上に努めておりますが、

本サイトにおいて情報を提供されている本商品、情報、サービス等に関し、その

安全性、確実性、有用性、合目的性、最新性、合法性、道徳性、コンピューター

ウィルスに感染しないことについて保証を行うものではありません。 

3. 情報の漏洩等本サイトのセキュリティには十分配慮しておりますが、その場合で

も情報の漏洩等が発生する危険性があることを認識し、必ずしも安全でないこと

をご了承頂きます。 

4. お客様が、本サイトを利用するにあたって生じる損害等（本サイトからの注文の

未着による損害等を含む。）につきましては、当社に故意、重過失がある場合を

除いて、何らの責を負わないものとします。 

5. 本サイトを通常の利用方法以外で使用した事により発生したいかなる障害につ

いても、当社は何らの責を負わないものとします。 

第 17条（弊社の責任） 

1. 弊社は、本商品の目的適合性、有用性、他の商品等との適合性その他いかなる

保証も行いません。また、本商品、購買サービスに関して生じる、直接的、間接

的、結果的、付随的もしくは特別な損害又はその他の損害、損失、不利益に関し

て、第 12条第 2項に定める義務及び弊社が当該本商品の製造業者である場合

における製造物責任法に定める製造業者の責任を除き、一切責任を負わないも

のとします。 

2. 商品に製造元の保証書が同梱されている場合は、かかる保証条件がお客様と

製造元との間で適用されます。また、保証書に弊社の記名・押印、保証期間の

起算時点（本商品の出荷日とします）等の記載が必要な場合は、お客様の責任

で保証書を弊社宛にご返送ください。弊社にて必要事項を記入の上、送付いた

します。 

3. 本サイトによる購買サービスを提供するシステム又は機器の故障、トラブル及び

通信回線の異常等その他の事由の如何を問わず、ご利用者のデータが損失又

は紛失した場合、弊社は一切の責任を負いません。 

4. 購買サービスによってお客様に生じた損害等について弊社が責任を負う場合は、

お客様がご購入の当該損害を発生させた本商品の購入に際して支払った金額

を上限とさせていただきます。 

第 18条（クーリング・オフ制度の不適用） 



本サイト記載の本商品の通信販売については、割賦販売法、訪問販売法、特定商

取引に関する法律その他の法令に規定するクーリング・オフ制度の適用はございま

せん。 

第 19条（営業日） 

弊社が、購買サービス（登録、受注、お届けを含むが、これらに限られない。）を行

う日時は、弊社の裁量によって決定するものとし、予告なく変更されることがあること

をお客様には予め了承いただきます。 

第 20条（協議解決） 

本規約及び会員規約に定めのない事項に関しては、本規約及び会員規約の趣旨

に鑑み、お客様と協議の上その取扱いを決定いたします。 

 

規約制定日 2013年 5月 1日 

規約改定日 2016年 8月 26日 

規約改定日 2020年 4月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



シグニポイント規約 

第 1条（目的） 

1. 本規約は、シグニ株式会社（以下「弊社」といいます）が、シグニ会員規約及びシ

グニペット会員規約（以下「会員規約」といいます）に基づき会員登録をした会員

（以下「会員」といいます）に対して、ポイントサービス（以下「本ポイントサービス」

といいます）を提供するにあたり、その諸条件を定めるものです。 

2. 本ポイントサービスに関し本規約に規定のない事項については、会員規約が適

用されます。 

第 2条（ポイントの付与） 

1. 弊社は、会員が弊社が指定するウェブサイト（以下「本サイト」といいます）におい

て、弊社の指定する方法で物品等の購入またはサービスを利用したとき、その

他弊社が相当と認めた場合に、ポイントを付与します。 

2. ポイント付与の対象となるサービスおよび取引（以下「対象取引」といいます）、

ポイントの付与率、その他ポイント付与の条件は、弊社が決定し、弊社が本サイ

トにおいて会員に告知します。 

3. ポイントは、対象取引が行われてから、弊社が定める一定の期間を経た後に付

与されます。この期間内に、弊社が対象取引につき取消、返品などがあったこと

を確認した場合、対象取引にポイントは付与されず、また対象取引に価格の変

更があった場合は、変更後の購入額に応じて付与されます。 

4. ある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、弊社が行うものとし、会員はこれに従うも

のとします。 

第 3条（ポイントの管理） 

1. 弊社は、弊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、ただちに弊社に連絡し、その

内容を説明するものとします。 

3. 第 1項のポイント数に関する最終的な決定は弊社が行うものとし、会員はこれに

従うものとします。 

第 4条（ポイントの譲渡および共有の禁止） 



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。 

第 5条（ポイントの取消・消滅） 

1. ポイントは、最後に弊社の対象取引を行った日から1年間有効です。対象取引を

1年間行わなかった場合、ポイントは消滅します。 

2. 弊社がポイントを付与した後に、対象取引について返品、キャンセルその他弊社

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、弊社は、

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ます。 

3. 弊社が会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、弊社は会員

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、会員規約、その他弊社が定める規約・ルール等に違反があっ

た場合 

(3)その他弊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 

4. 弊社は、取消または消滅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（決済におけるポイントの利用） 

1. 会員は、弊社が定める方法により、保有するポイントを、1ポイント 1円の換算率

で、本サイトにおける決済代金（商品代金、送料および消費税を含みます。以下

同じ）の全部または一部の支払いに利用することができます。 

2. 弊社は、第 1項のポイント利用の対象となるサービス・商品等を制限したり、ポイ

ント利用に条件を付したりすることがあります。 

3. 会員が第1項による決済を取り消した場合、原則として当該決済に利用されたポ

イントが返還され、現金による返還は行われません。ただし、弊社の事務上の事

情などによりポイントでの返還ができない場合には、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。 

4. 第 5条 1項に記載の弊社が定める期間は、最後に対象取引を行った日から 1年

間とします。対象取引を 1年間行わなかった場合、ポイントは消滅します。また、

期間限定ポイントは上記に定める限りではありません。 

第 7条（事故等） 



第 6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、当該事故が弊社の責任による場合を除

き、弊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 8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 6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、当該決済の対象となる取引（以下「ポイント利用

取引」といいます）が取消または保留されることがあります。会員は、ポイント利用取

引が実行済みである場合または実行しようとする場合には、ポイント取消による不足

額を、ただちに現金または弊社の指定する支払方法にて弊社に支払うものとします。 

第 9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 10条（第三者による使用） 

1. 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

はできません。 

2. 弊社は、ポイント使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弊社が所定の方法により確認した場合には、会員による使

用とみなします。それが第三者による不正使用であった場合でも、弊社は使用さ

れたポイントを返還しませんし、会員に生じた損害について一切責任を負いませ

ん。 

第 11条（税金及び費用） 

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 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、その他本ポイントサー

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弊社に

対して何らの請求権も取得しないものとします。 

第 13条（免責） 



弊社は、本ポイント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

しますが、障害が生じないことを保証するものではありません。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、その他本ポイントサービスに関し

て会員に生じた損害について、弊社は一切責任を負わないものとします。 

第 14条（本ポイントサービスの変更） 

1. 弊社は、本規約、本ポイントサービスの内容または本ポイントサービス提供の条

件の変更（ポイントの廃止、ポイント付与の停止、ポイント付与率または利用率

の変更を含みますが、これらに限られません）を行うことができるほか、本ポイン

トサービスを終了または停止することができます。会員はこれをあらかじめ承諾

するものとします。 

2. 弊社は、前項の変更により会員に不利益または損害が生じた場合でも、これら

について一切責任を負わないものとします。 

3. 弊社は、本規約の改定、変更及び修正（以下「改定等」といいます）を行うことが

できます。本規約を改定する場合、改訂日を定め、弊社ウェブサイト及び弊社カ

タログ又はその他適切な方法により当該改定等をお客様に周知するものとしま

す。かかる改定等の効力が発生した日以降にお客様が商品を注文した場合、お

客様は当該改定等を承認したものとみなします。 

 

規約制定日 2016年 9月 23日 

規約改定日 2020年 4月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ウェブサイト利用規約 

このウェブサイト「シグニペット」（以下「本サイト」といいます）はシグニ株式会社(以

下「弊社」といいます）が運営しております。本サイトをご利用される場合は、以下の利

用規約（以下「本規約」といいます）をお読みください。本サイトをご利用された場合、

本規約に同意されたものとみなします。 

第 1条（定義） 

本規約において使用する用語を以下のように定めます。 

(1)「会員」とは、弊社の会員登録を行い弊社からＩＤ及びパスワードの発行を

受けた方をいいます。 

(2)「利用者」とは、会員登録を行わずに本サイトを閲覧する一般の利用者をい

います。 

(3)「サービス」とは、本サイト上で運営されている各種サービスをいいます。 

(4)「コンテンツ」とは、本サイトに掲載されている文章、写真、図表、ロゴ、商標、

映像、音楽、ソフトウエア、プログラム、情報等のすべてのコンテンツをいいま

す。 

(5)「商品」とは、本サイト又は弊社が別途発行するカタログに掲載され、弊社

が会員に販売する商品をいいます。 

(6)「ユーザーレビュー」とは、会員が商品の感想・意見・提案等を本サイトに投

稿するサービスをいいます。 

第 2条（利用範囲） 

1. 弊社は、別段の定めがない限り、本サイトに掲載される全てのコンテンツの所有

者であり、又はコンテンツを掲載する権利を有しております。会員及び利用者は

弊社の事前の書面による承諾がない限り、本サイトのコンテンツを、個人的な使

用を目的とした印字その他法律上明示的に認められる範囲を超えて使用をする

ことはできません。 

2. 会員は、本サイト上の全てのサービスを利用することができます。会員の本サイ

トの利用にあたっては、本規約とともに会員規約が適用されます。 

3. 利用者は、本サイト上のコンテンツ（会員限定のものを除く）の閲覧をすることが

できます 

第 3条（ユーザーレビュー） 



1. 会員は、ユーザーレビューに商品の感想・意見・提案等を投稿することができ、

会員及び利用者は、ユーザーレビューに投稿された内容（以下「投稿内容」とい

います）を閲覧することができます。 

2. 投稿内容は、会員の責任で投稿される個人的な意見であり、弊社の見解又は意

見ではありません。弊社は、投稿内容の正確性、信用性等について保証せず、

会員及び利用者に対し、投稿内容について一切の責任を負いません。 

3. 会員は、ユーザーレビューに以下の各号に定める内容の投稿をしてはならな

いものとします。 

(1)商品の効能、効果、性能についての不適切な表現その他、薬事法等

の各種法令に違反するもの 

(2)自己又は第三者の営利を目的とし（特定の企業やサイトに誘導する内

容を含む）、又は個人的な売買等の取引を持ちかけるもの 

(3)電話番号、住所等の第三者の個人情報を含むもの 

(4)他の利用者又は第三者を誹謗中傷し、又は名誉を毀損する内容を含

むもの 

(5)犯罪の奨励や予告、猥褻な表現、差別的な表現又は政治的主張を含

むもの 

(6)本規約又は弊社の他の規約に違反する内容を含むもの 

(7)公序良俗に反するもの 

4. 弊社は、投稿内容が前項の各号のいずれかに該当する場合、又は弊社が不適

切な投稿内容であると判断する場合は、弊社の裁量でいつでも投稿内容を削除

することができるものとします。 

5. 弊社及び弊社の認めた商品の製造・販売者は、投稿内容に対する返答・意見等

をユーザーレビューに掲載することがあります。 

第 4条（著作権） 

1. 弊社は、ユーザーレビューの投稿内容その他会員又は利用者が本サイトに送信

又は提供した情報（個人情報を除く）を自由に複製、公衆送信、翻訳・翻案等、一

切の利用を行うことができるものとします。 

2. 会員又は利用者は、本サイトに情報を送信又は提供することにより、著作権法

上のあらゆる権利を弊社に許諾したものとみなします。この場合、会員又は利用

者は、弊社に対して著作者人格権を行使できないものとします。 

第 5条（リンク及び掲載広告について） 



1. 本サイトから、または本サイトへリンクを張っている第三者のウェブサイト又は本

サイト上で掲載している第三者の広告等の内容は、それぞれ第三者の責任で管

理されるものであり、その内容等につき弊社は何らの責任を負うものでありませ

ん。 

2. リンク元が本規約に同意する場合は、本サイトへリンクすることができます。本サ

イトへのリンクについては特に手続き等を要しませんが、原則としてリンク先をト

ップページ「（サイトのアドレスを掲載）」に設定してください。 

3. 弊社は、以下のようなリンク、またはその恐れのあるリンクは固くお断りいたし

ます。 

(1)弊社もしくはその関係会社またはそれらの役員・社員を誹謗・中傷する

サイトからのリンク 

(2)公序良俗に反するサイト等、弊社の信用品位を損なうサイトからのリン

ク 

(3)フレームリンク等、当サイトのコンテンツであることが不明となるリンク 

(4)弊社がリンク元のサイトと協力関係にあり、又は支持しているとの誤認

を生じるリンク 

4. 前項の場合又は弊社が不適切と判断する場合、弊社はリンクの削除を要請する

ことがあり、要請された場合、リンク元は直ちにリンクを削除するものとします。 

第 6条（個人情報の取扱いについて） 

別途定める弊社プライバシーポリシーをご覧下さい。 

第 7条（禁止行為） 

会員及び利用者は、本サイトを利用するにあたり以下の各号に該当する行為を行

ってはならないものとします。 

(1)本サイトの運営を妨げ、その他サービスに支障をきたすおそれのある行為 

(2)他の会員・利用者、第三者もしくは弊社に迷惑、不利益もしくは損害を与え

る行為、又はそれらのおそれのある行為 

(3)他の会員・利用者、第三者もしくは弊社の著作権その他知的財産権、プラ

イバシー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 

(4)本サイトに掲載されている画像又は文章等の一切の情報を、弊社の事前

の承諾なく他に転用又は使用（複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、

ライセンス、販売、出版等を含む）する行為 

(5)弊社の事前の承諾なく、本サイトに掲載されている弊社の商標を使用する

行為 
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(6)本サイト又は他の弊社が運営するサイトに不正にアクセスし情報を改ざん

する行為 

(7)本サイト又は他の弊社が運営するサイトに関し、コンピュータウィルス等の

有害なプログラムを使用、送信又は書き込みをする行為 

(8)公序良俗に反する行為、法令に違反する行為、又はそれらのおそれのある

行為 

第 8条（免責事項） 

1. 弊社は、コンテンツの完全性、正確性、有用性、安全性等については、一切保証

致しません。弊社は、会員又は利用者がコンテンツを利用されたことより生じる

いかなる損害についても責任を負うものではありません。 

2. 弊社は、予告なしにコンテンツを変更又は削除することがあります。また、弊社

は、予告なしに本サイトの運営を中断又は中止させていただくことがあります。弊

社は、コンテンツの変更若しくは削除又は本サイトを使用できなかったことにより

生じた会員又は利用者のいかなる損害に対しても責任を負うものではありませ

ん。 

3. 本サイトを利用される場合、様々な使用条件により、文字化け、データの欠落、

エラー、中断、使用不能などの障害が起こる可能性があります。弊社は、このよ

うな障害等により生じた会員又は利用者のいかなる損害に対しても責任を負うも

のでありません。 

第 9条（規約改定承認） 

弊社は、本規約の改定、変更及び修正（以下「改定等」といいます）を行うことがで

きます。本規約を改定する場合、改訂日を定め、弊社ウェブサイト及び弊社カタログ

又はその他適切な方法により当該改定等をお客様に周知するものとします。かかる

改定等の効力が発生した日以降にお客様が商品を注文した場合、お客様は当該改

定等を承認したものとみなします。 

第 10条（準拠法及び裁判管轄について） 

本サイトの利用ならびに本規約の解釈及び適用等については、日本法を準拠法と

します。また、本サイトの利用又は本規約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁

判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 

 

規約制定日 2013年 5月 1日 

規約改定日 2020年 4月 1日 



個人情報取扱い同意書 

弊社はお客様の個人情報をお預かりすることになりますが、そのお預かりした個人

情報の取扱について、下記のように定め、保護に努めております。 

【利用目的】 

1. 会員登録実施のため 

2. お問い合わせに対する回答を行うため 

3. 資料請求に対する発送のため 

4. 商品納品のため 

5. サービス実施のため 

6. 弊社の商品、サービス、催し物のご案内のため 

7. アンケート調査、モニター募集のため 

8. 上記に付帯する事項を実施するため 

【第三者への提供】 

弊社は法律で定められている場合を除いて、お客様の個人情報を当該本人の同

意を得ず第三者に提供することはありません。 

【個人情報の取扱い業務の委託】 

弊社は事業運営上、お客様により良いサービスを提供するために業務の一部を外

部に委託しており、業務委託先に対してお客様の個人情報を預けることがあります。

この場合、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、契約等に

おいて個人情報の適正管理・機密保持などによりお客様の個人情報の漏洩防止に

必要な事項を取決め、適切な管理を実施させます。 

【個人情報提出の任意性】 

お客様が弊社に対して個人情報を提出することは任意です。ただし、個人情報を

提出されない場合には、弊社からの返信やサービスを実施ができない場合がありま

すので、あらかじめご了承ください。 

【個人情報の開示請求について】 



お客様には、貴殿の個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除および

利用又は提供の拒否権を要求する権利があります。詳細につきましては下記の窓口

までご連絡いただくか「個人情報の取り扱いについて」をご確認ください。 

ご不明な点および苦情・相談などがございましたら下記窓口までご連絡下さい。 

 

個人情報問合せ窓口 

TEL：03-6867-1717（平日 10:00～17:00） 

＜個人情報に関する責任者＞ 

個人情報保護管理者：高橋 幸生 
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