
 

 
 

 

利用規約 

SLOWEAR CLUB 

1. プロモーション会社 

オリジナルのロイヤルティ プログラム「Slowear Club」（以下「本プログラム」という）のプロモーション
会社は、ミーラ市（ヴェネツィア）の Via della Fornace 15-17 に本社を置き、商業税番号 04246660288 を所
持する Slowear S.p.A.社（以下「プロモーション会社」という）です。 

2. 本プログラムの期間  

本プログラムは、2020年 9月 22日 00:00から 2023年 8月 31日 23:59（以下「当期間」という）にわたり
開催されます。 

3. 本プログラム対象者 

本プログラムは、すでに 18歳に達している方で、本プログラムの開始前または当期間中に、以下の方法で
本プログラムに登録されたすべてのお客様です。 

(i) 添付文書 A セクションにリストアップされている国内の直営「Slowear ストア」ブランドショップ
のいずれか（以下「ストア」）にて、あるいは  

(ii) 「新規登録」セクションで個人アカウント（以下「アカウント」という）を作成し、「配送先の
国」として「日本」を選択して、登録フォームに必要な個人データ（つまり、氏名、、メールア

ドレス、パスワード、生年月日）を真実に基づき正確かつ完全に提供すること  

（以下「会員」という） 

なお、いずれかのストアで登録された会員は、ストアでの登録時に提供したメールアドレスを使用して、

当サイトからも登録することができます。当サイトを通じた手続きを含め、登録が完了すると、プロモー

ション会社がこの情報をいずれかのストアで提供された情報と関連づけ、単一のアカウントが作成されま

す。 

会員による本プログラムへの参加は無料であり、ご参加により本利用規約に同意するものとみなされます。 

プロモーション会社のポリシーに準拠していないアカウントを通じて、または当サイトとのインタラクシ

ョンをシミュレートするソフトウェア および/またはシステムを通じて本プログラムに参加する会員は除外
されます。 

4. 参加方法 – 交換  

本プログラムに登録すると、会員は、世界中のストアおよび「Slowear ストア」ブランドショップおよび/
または 当サイトを通じて、当期間中に行われたご購入ごとにポイントを獲得できます。ポイント獲得は、
セール価格および正価のいずれの場合でも金額を問わず、ストアまたは当サイト上にあるすべての製品

（以下「製品」および「購入」という）が対象となります。Slowear ポイントの獲得において、購入に関す
る制限および/または除外がある場合（以下に定義）には、ストアのセールススタッフによって、または当
サイトに掲載されるバナー を通じて会員に通知されます。 

 



 

 
 

会員は、購入ごとに、以下の式に基づいてポイント（以下「Slowearポイント」という）を獲得します。 

1ユーロ= 1 Slowearポイント 

1ドル = 1 Slowearポイント 

1ポンド = 1 Slowearポイント 

100円 = 1 Slowearポイント 

交換可能な 小ポイント数 1,001（千と一）Slowear ポイントに達すると、会員は、このポイントをストア
または当サイトで販売されている商品の購入価格に対して使用できる割引クーポン（以下「割引クーポン」

という）と交換することができます。 

Slowearポイントの割引クーポンへの交換率は、以下のとおりです。 

10 Slowearポイント = 1ユーロ 

10 Slowearポイント = 1ドル 

10 Slowearポイント = 1ポンド 

10 Slowearポイント = 100円 

なお、蓄積された Slowear ポイントを 100%割引クーポンと交換できるのは、次回のストアでの購入時のみ
となります。オンラインでの購入で割引クーポンの使用を希望される会員は、注文した製品価格の 大 50%
まで Slowearポイントを使用できます。 

割引クーポンを取り替えたり、換金することはできません。また、会員は、追加の支払いの有無を問わず、

賞品を受け取る可能性を要求することはできません。 

5. 専用ステータス 

本プログラムにより、一定数の Slowearポイントに到達した会員には、以下の 3（三）つのステータス （以
下「ステータス」という）にアクセスする資格が付与されます。 

- レベル 1 – Citizen（シチズン）：0〜1000 Slowearポイント 

- レベル 2 – Senator（セナトー）：1001〜5000 Slowearポイント 

- レベル 3 – Ambassador（アンバサダー）：5001 Slowearポイント以上 

本プログラムへの登録により、会員は自動的にシチズンステータスを取得し、ご自身の購入によって蓄積

した Slowearポイントに基づき、直ちに他のステータスに到達するチャンスがあります。アカウントを通じ
て、会員は達成したステータス と、そのステータスで提供されるサービスに関する情報を確認することも
できます。 

ス テ ー タ ス を 達 成 す る と 、 プ ロ モ ー シ ョ ン 会 社 に よ り 、 当 サ イ ト の ペ ー ジ 
https://www.slowear.com//slowear-club.html および/または当期間中に会員に送信される通知に明記されてい
る特典とメリットが認められます。会員は、蓄積した Slowear ポイント数が増えるほどステータスが上が
り、そのステータス専用のサービスが受けられるようになります。 

 

 



 

 
 

プロモーション会社は、当期間中に独自の裁量でこれらの特典やメリットを変更する権利を留保し、かか

る変更に関しては事前に適切な情報を会員に提供します。 

シチズン会員が、本プログラムへの登録日から 12（十二）か月以内に購入を行わず、自身の Slowear ポイ
ントを割引クーポンと交換しなかった場合、12 か月経過した時点で、それまでに蓄積した Slowear ポイン
トは失効します。いずれにせよ、この期間の終了時に、会員は、シチズン会員に対して提供されるサービ

スを享受することができ、上記第 4条の規定に従って、Slowearポイントの蓄積を再開することができます。 

セナトー会員が、セナトーステータスの達成日から 12（十二）か月以内に購入を行わず、自身の Slowear
ポイントを割引クーポンと交換しなかった場合、12 か月経過した時点で、それまでに獲得した Slowear ポ
イントは失効します。 

アンバサダー会員が、アンバサダーステータスの達成日から 18（十八）か月以内に購入を行わず、自身の
Slowear ポイントを割引クーポンと交換しなかった場合、18 か月経過した時点で、それまでに獲得した
Slowearポイントは失効します。 

上記期間の終了時に、セナトーまたはアンバサダーのステータスに到達した会員は、その後 6 か月間にわ
たり、かかるステータスに対して提供される特典とサービスにアクセスできます。この 6（六）か月間に
購入がなく、1,001（千と一）Slowearポイント（セナトーの場合）および 5,001（五千一）Slowearポイ（ア
ンバサダーの場合）を蓄積しない場合、会員はかかる期間満了時にシチズンステータスに戻り、以前達成

したステータスのメリットを失います。いずれにせよ、この 6 か月間の終了時に、会員は、シチズン会員
に対して提供されるサービスを享受することができ、上記第 4条の規定に従って、Slowearポイントの蓄積
を再開することができます。 

不正な方法による Slowearポイントの蓄積が認められた場合、プロモーション会社は、会員が達成したステ
ータスを変更または取り消す権利を留保します。 

ステータスへのアクセスに必要な Slowearポイントとは、あくまでもステータスに到達するための基準とな
るポイント数であり、ステータス達成時に Slowearポイントが会員アカウントから差し引かれることはない
ため、Slowearポイントを割引クーポンに交換する可能性を損なうことはありません。 

なお、本条に記載されている各期間を除き、Slowear ポイントは当期間の終了時に期限切れとはなりません。 

6. 雑則 

本プログラムは、大統領令第 430/2001 号の規定に基づく褒賞イベントではありません。実際に、当該大統
領令第 430/2001号第 6条第 1項 c-bisに以下のとおり免除の適用が規定されています。「以下のものは、コ
ンテストおよび賞をかけた活動とはみなされない。[...中略...]特定の購入に関して、参加基準の有無を問わ
ず、クーポンが褒賞となるイベントであり、このクーポンがかかるクーポンを発行した同一の販売店ある

いは同一ブランドまたは同一の会社に属する別の販売店における次回の購入で使用されるものである場合。」 

本プログラムへの参加は無料であり、本プログラムへの参加により、購入を完了するために商品価格が上

がることは一切ありません。 

プロモーション会社は、 終消費者へのサポートを目的として、本プログラムの期間中に新たなプロモー

ションの取り組みを規定する権利を留保します。特に、本プログラムの延長および規定済みの褒賞に加え

て、追加の褒賞が規定される場合があります。 

 



 

 
 

プロモーション会社は、会員による本プログラムへの参加または割引クーポンの使用を妨げる可能性のあ

る、プロモーション会社に起因しないできことに対して一切責任を負いません。また、会員または許可さ

れていない第三者による本プログラムへの登録または参加に関して不正行為が確認された場合にも、一切

責任を負いません。 

プロモーション会社は、民法典第 1989条以降に則り、正当な理由により当期間終了前に本プログラムを一
時的に中断または終了することができます。この場合、会員には当サイトを通じて通知するか、プロモー

ション会社よりご連絡いたします。本プログラムの中断または早期終了の場合、プロモーション会社は、

30（三十）日以上前に会員へ通知するために、合理的に可能なすべてのことを行うよう努めます。 

本プログラムが早期終了した場合、セナトー会員またはアンバサダー会員は、終了日から 6 か月以内に、
累積された Slowearポイントを割引クーポンと交換できます。 

7. 個人データの取り扱い 

会員から提供された個人データは、個人データの保護に関する原則および規定に従って収集、使用、取り

扱われます。 

個人データの取扱責任者 

会員の個人データの取扱責任者は、プロモーション会社です。 

取扱いの目的、法的根拠、保存期間  

本プログラムへの参加のために収集された個人データは、本プログラムの遂行、特に本プログラムに関し

た通知の送信およびこれに関連した活動の実行を可能にするために取り扱われます。 

したがって、かかる取扱いは、利害関係者が当事者である契約の実行および関連する法的義務の履行のた

めに必要なものです。ご自身の個人データの提供を拒否した場合、会員は本プログラムに参加できなくな

ります。 

本プログラムへの参加を目的とし、かつ管轄当局による検査があった場合にそれを可能とするため、会員

の個人データは、本プログラム自体の終了から、または各会員が本プログラム終了前に参加登録を解除し

た場合には、その解除から、24か月間保持されます。 

個人データの受領者  

会員から提供された個人データは、プロモーション会社の従業員および/または協力者によって取り扱われ
ます。 

利害関係者の権利 

会員は、データポータビリティ権に加え、いつでも（該当する場合）、自らのデータへのアクセスとその修

正、削除、取扱いの制限を要求できます。また、個人データの保護について保証機関に苦情を申し立てた

り、司法当局に訴えたりする権利も保有しています。会員は、いつでも、データ受信者の完全なリストを

要求することもできます。 

 

 



 

 
 

このような要求の宛先は、以下のとおりです。 

- 郵送用の宛先住所： Slowear S.p.A., via Della Fornace 15-17, 30034 Mira (Ve) 

- 電子メール用の宛先アドレス： privacy@slowear.com 

8. 適用法  

本規則はイタリアの法律に準拠しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

添付文書 A 

Slowear Venezia | Kobe Daimaru（神戸大丸） 

Slowear Venezia | Salone ISETAN 

Slowear Venezia | Marunouchi Tokyo（東京丸の内） 

Slowear Venezia | Iwataya（岩田屋） 

 

 


