Swarovski クリスタル・ソサエティー・メンバーシップ一般条項および条件

7.

2013年 6 月 1 日改正
1.

一般条項
2014年1月1日またはそれ以降に入会した新規メンバーシップ加入者、または
2014年1月1日またはそれ以降に開始される更新メンバーシップの約定期間に
関し、Swarovski クリスタル・ソサエティー・プログラム（「SCS プログラ
ム」）は、当一般条項および条件（以下 GTC と略） が制定するものとしま
す。Swarovski クリスタルソサエティー・メンバーシップは、Daniel Swarovski
Corporation AG、Alte Landstrasse 411, 8708 Maennedorf, Switzerland （ス
イス）および会員居住国にあるローカルな Swarovski 社によるジョイント・ロイ
ヤルティプログラムです（あわせて Swarovski と呼ぶものとします）。会員の居
住国に対し責任を負う Swarovski 社は、会員が居住する国とは異なる場合があり
ます。Swarovski クリスタルソサエティー・メンバーシップ（以下「メンバーシ
ップ」と略）におけるメンバーシップの利用に関し、会員はいかなる時も 随時修
正されるGTC の規定に従うものとします。

2.

特典
SCS プログラムにより、2014年1月1日またはそれ以降に登録される新会員、ま
たはメンバーシップが2014年1月1日かそれ以降に更新される現在の会員には、以
下の特典があります：
a. メ
 ンバーシップ・カード：ご自身だけのパーソナル・メンバーシップカードを
お送りします。
b. 特
 別提供品およびインセンティブ：Swarovski は随時メンバー限定の特別品を
提供します。
c. メ
 ンバーシップ・ギフト： 毎年会員には素敵なクリスタルオブジェを会員記念
品（非売品）として提供します。
d. 会員限定作品：SCS年度限定作品、SCS会員限定品、その他SCS
ど、会員様だけの限定作品をご購入いただけます

関連作品な

e. S
 warovskiマガジン：スワロフスキー・マガジンを無料で郵送。スワロフスキー
製品、スワロフスキー社、クリスタルのトレンドに関する最新情報が満載です。
f. S
 warovski クリスタル・ワールド：ヴァッテンス（オーストリア）にあるスワ
ロフスキー・クリスタルヴェルテン（クリスタルワールド）へ無料でご入場いた
だけます。またSCS VIPラウンジでウェルカムドリンクをサービスいたします。
g. オ
 ンライン・メンバーズ・エリア：会員限定のSCSメンバーズエリアには最新
情報が満載。その他、会員様限定のニュースレターにもご登録いただけます。
h. S
 CSイベント：国内のSCSイベントにご招待します。
3. 条件
3.1. 会員の特典を得るには、メンバーシップのアカウントがお買い上げ･イベントの時
点で有効であることが必要です。
3.2. メンバーシップは個人の使用に限られ、他者に譲渡することはできません。
3.3. 会員は、自分のメンバーシップに関し、常に最新の正確なユーザ情報を届け、ま
たそれを維持することが求められます。ユーザ情報には、名前･住所･メールアド
レス･電話番号などが含まれます。会員は、自分のアカウント情報を以下の方法に
より変更することができます： (i) SCS オンライン・アカウントを通じてメンバ
ー・プロファイル・データをアップデートする (ii) Swarovski 指定販売店にアッ
プデートを依頼する (iii) 会員が登録した国のカスタマー・サービスに連絡する。
（連絡先はメンバーシップ・パンフレットの巻末またはwww.swarovski.com/
contactをご覧ください。）Swarovskiでは、紛失、遅滞、または間違って配達さ
れた通信文、メール、手紙などに対し一切責任を負うことはできません。
4. 入会･年会費
4.1. メンバーシップは1 年間または 3 年間をお選びいただけます：会費(特典の対価と
しての性質を有します)は毎年設定され、顧客の居住する国の Swarovski 指定販売
店でお申し込みいただけます。Swarovski は入会･年会費や有効期間を変更するこ
とがあります。ただし、変更は新規会員、または更新会員だけに適用されるもの
とします。
4.2. お支払いいただいた入会･年会費は、特典の提供の有無にかかわらず、.払い戻し
できません。
5. 有効期間、更新
5.1. メンバーシップが有効期間中に更新されると、既存の会員期間が更新の期間によ
り延期されます。このような更新は、現在有効なメンバーシップが終了した翌日
から開始するものとします。
5.2. どのメンバーシップも、会員が延長しない限り、会員期間終了後、自動的に無効と
なります。Swarovski は、会員期間終了前に会員に連絡し、現在の会員期間終了
後、更新するために相応の猶予期間（2ヵ月以上）を認めます。それ以前のメンバ
ーシップが満期になった翌日から発効します。会員のメンバーシップ番号は、その
メンバーシップ終了後、最低 10 年は他の会員には使用されないものとします。
6. メンバーシップ満了
6.1. メンバーシップは、会員により更新されない限り、メンバーシップ期間終了後、
自動的に無効となります。
6.2. Swarovski
は、メンバーシップの使用がこの
GTCや適用される法律を犯す
か、またはSwarovskiの利益を侵害するものと思われる場合、事前の予告なし
に、Swarovskiの判断でメンバーシップを終了することがあります。そのような
場合、会員に会費は返却されません。
6.3. Swarovski は、SCS プログラムでの特典をすべて、随時、予告なしに終了するこ
とがあります。4.2の規定にかかわらず、SCS プログラムが Swarovski の選択で
終了された場合、 Swarovski は、その会員のメンバーシップ有効期間満期まで会
員の特典を維持するか、またはメンバーシップ有効期間の残存有効期間相当分の
会費を返済するものとします。

プライバシー・ポリシー
Swarovski での会員に関する個人情報の登録、 Swarovski との購買契約締結、ま
たは Swarovski とのコンタクトにより、会員がSwarovski に対し、事前の書式に
よる会員の承諾なしに、Swarovski の情報保護宣言に準じ、会員の個人情報を保
存･保管することに同意したことを意味します。Swarovski は、会員の個人情報を
記録・処理・保存・保管および利用することができるものとします。Swarovski
は会員の個人情報を以下の目的に対して利用いたします：会員の購買情報の処
理、販売促進活動、製品またはサービスに関する情報の送付、Swarovski 製品、
サービスおよびインターネット体裁の改善のための市場調査、および委託作業や
サービス（修理等）の第三者への委任のため。Swarovski は、会員が居住する国
および会員の居住国に責任を負う Swarovski 社がある国の法律に従い、会員の個
人情報を安全・適切かつ法律に適った形で処理・開示・利用するものとします。
情報の処理は、電子操作または機械的な方法により行われるものとします。会員
の個人情報は、これらの情報を処理する権限を与えられ、かつ処理する責任のあ
る Swarovski により登録され、利用されるものとします。会員は、これをもって
会員の個人情報があらゆる国、ことにスイス (Daniel Swarovski Corporation AG
および Swarovski Crystal Online AG) 、オーストリア (D.Swarovski KG) 、リヒ
テンシュタイン (Swarovski AGおよびSwarovski International Distribution AG)
における Swarovski グループに所属の他社に提示され、そこで処理および利用さ
れることに承諾するものとします。会員の個人情報は、会員に前もって通知する
ことなく、およびそのための承諾を求めることなく、Swarovski グループ以外の
第三者に渡されることはないものとします。会員は、自分の個人情報に関する情
報を常時要求することができ、将来、その個人情報の保存･保管および利用の承諾
を取り消すことができるものとします。その際は、会員はご自分の居住する国に
あるカスタマー・サービスにご連絡ください。連絡先は、メンバーシップ・パン
フレットまたはホームページ(www.swarovski.com/contact)をご覧ください 。

8. 免責事項、責任制限
8.1. SCS プログラムおよびそれに関する特典の利用は、会員個人の危険負担で行われ
るものとします。メンバーシップの特典は、「現状のまま」、または「可能な限
り」で提供されます。
8.2. Swarovski は以下に関しては保証の対象外といたします：(i) SCS プログラムが会
員の要求事項を満たす (ii) SCS プログラムが中断されることがなく、適時に提供
され、安全であり、または間違いがない。
8.3. Swarovski
は以下の項目に起因するいかなる間接的、偶発的、特殊性のある必
然的または懲戒的な損害に対して責任を負いません。損害には利益の損失や営業
権、使用権、そのほかの無形財産の損失にかかる損害が含まれますが、その限り
ではありません。：(i) SCS プログラムまたはその特典の使用または使用不可能、
(ii) 購買された、または与えられたいかなる製品、データ、情報またはサービス、
または与えられたメッセージ、SCS プログラムの使用による取引に起因する製品
およびサービスの代用調達費用、 (iii) 会員の SCS プログラムデータへの権限なき
アクセスまたは修正、または (iv) SCS プログラムに関するあらゆる事項に起因す
る特典の損失、営業権、使用、データに関する損害、または無形の損失（たとえ
Swarovski がそのような損害の可能性に対し事前に通知を受けていたとしても）
を含む、またそれだけに制限されることない間接的・付随的・特殊・結果として
招かれた、または典型的な損害。
8.4. 司法管轄によっては、特定の保証の除外、または付随的結果として招かれた、ま
たはその他の損害に対する責任の除外が許されない場合があります。その場合に
は、上記の制限または免責は適用されないものとします。
9.

準拠法および司法管轄
当 GTC およびここにおける当事者のそれぞれの権利または義務は、法原理の葛藤
を考慮せず、スイスの法律に準拠し、それに基づいて解釈されるものとします。
裁判管轄はスイスのチューリッヒとします。

10. 確認事項
ここに参照される文書を含む当 GTC は、Swarovski とSCS プログラムのユーザ
ー間の SCS プログラムに関する合意全体を示すものであり、ほかのいかなる合意
書、声明、陳情等に取って代わるものです。当 GTC の項目は参照のためだけであ
り、合意事項の意味になんら影響するものではありません。 SCS プログラムのど
の部分を使用するユーザーも、当 GTC の合意事項と条件を承諾したものとみなさ
れます。
11. 当 GTC の変更
Swarovski は、当 GTC の合意事項を予告なしに、またはいかなる責任を負うこ
となく、ウェブサイトwww.swarovski.com/scs. のメンバー・プログラムに改定
条項と条件を公表することで変更することができます。別途規定されていない限
り、いかなる変更も即時有効となります。会員は、いつでも以下のウェブサイト
で当 GTC の最新版を閲覧することができます： www.swarovski.com/scs.会員
はまた、Swarovski 指定販売店またはカスタマー・サービスに連絡をして、いつ
でもそのコピーを受け取ることができます。

SWAROVSKI、2013年6月

