
STOREE SAISON 利用規約改定のお知らせ 

2021 年 10 月 11 日をもって STOREE SAISON 利用規約を改定させていただきます。主な改定内容は下記

の通りです。 

■STOREE SAISON 利用規約 新旧対照表 

改定前 改定後 

第 1 条（本サービス）  

本サービスは、ストアと会員間で商品の売買又は役

務の提供に関する取引ができるサービスです。本 サ

ービスはストアと会員間の商品の売買又は役務の提

供の場・機会を提供するもので、会員は自己の 責任

により取引を行うものとします。当社はストアと会

員間の商品の売買又は役務の提供に関し、責 任、権

利及び権限は一切有しておらず、一切責任を負いま

せんので、会員の自己責任において十分ご注意のう

え取引を行ってください。 

第 1 条（本サービス） 

本サービスは、ストアと会員間で商品の売買若しく

は役務の提供、又はポイント発行会社と会員間の特

定商品のポイント交換に関する取引ができるサービ

スです。本サービスはストアと会員間の商品の売買

若しくは役務の提供、又はポイント発行会社と会員

間の特定商品のポイント交換の場・機会を提供する

もので、会員は自己の責任により取引を行うものと

します。当社はストアと会員間の商品の売買若しく

は役務の提供、又はポイント発行会社と会員間の特

定商品のポイント交換に関し、責任、権利及び権限

は一切有しておらず、一切責任を負いませんので、

会員の自己責任において十分ご注意のうえ取引を行

ってください。  

第 2 条（定義） 

本規約において、以下の用語は、以下の意味を有す

るものとします。 

略 (1) (2)  

(3) 「ポイント」とは、「永久不滅ポイント規約」、「永

久不滅ポイント規約（セブン CS カードサー ビス

発行クレジットカード会員用）」又は「セゾンポイン

トモール オープン会員規約」に基づき 付与される

永久不滅ポイントをいいます。  

 

新設 

 

 

 

 

 

(4) 「ポイント規約」とは、「永久不滅ポイント規約」

及び「永久不滅ポイント規約（セブン CS カードサ

ービス発行クレジットカード会員用含む）」の総称を

いいます。 

第 2 条（定義） 

本規約において、以下の用語は、以下の意味を有す

るものとします。 

 略 (1) (2)  

(3)「ポイント」とは、「永久不滅ポイント規約」、「永

久不滅ポイント規約（セブン CS カードサービス発

行クレジットカード会員用）」、「セゾンポイントモー

ル オープン会員規約」、又は当社が認める第三者が

提供するポイントの規約に基づき付与されるポイン

トをいいます。 

(4) 「永久不滅ポイント」とは、当社が提供するポ

イントのうち、「永久不滅ポイント規約」、「永久不滅

ポイント規約（セブン CS カードサービス発行クレ

ジットカード会員用）」、又は「セゾンポイントモー

ル オープン会員規約」に基づき付与されるポイント

をいいます。  

(5) 「ポイント規約」とは、「永久不滅ポイント規約」、

「永久不滅ポイント規約（セブン CS カードサービ

ス発行クレジットカード会員用含む）」、及び当社が

認める第三者が提供するポイントの規約の総称をい



 

(5) 「ポイント規約等」とは、ポイント規約及び「セ

ゾンポイントモール オープン会員規約」の総 称を

いいます。 

新設 

 

 

新設 

 

(6)「対象カード」とはポイント規約に基づきポイン

トが付与される当社所定のカードをいいます。 

(7) 「ネットサービス」とは、「セゾン Net アンサ

ー」、「アットユーネット」、「クラブ・オン／ミレ ニ

アムカード セゾン Net アンサー」又は「セゾンポ

イントモール」をいいます。 

 

(8)「ネット会員」とは、ネットサービスの有効な会

員をいいます。 

(9)「ID」とは、会員が本サービスを利用するために

必要な ID で、ネットサービスにおいて発行される 

ID をいいます。  

(10)「パスワード」とは、会員が本サービスを利用

するために必要なパスワードで、ネットサービス に

おいて発行されるパスワードをいいます。  

(11)「永久不滅ウォレット」とは、永久不滅ウォレ

ット規約（以下「ウォレット規約」といいます）に

基づき当社が提供するサービスをいいます。 

(12)「ウォレットポイント」とは、永久不滅ウォレ

ットにおいて利用いただくポイントをいいます。  

(13)「クーポン」とは、当社が発行する、本サービ

スで利用可能な優待クーポンをいいます。クーポン

は、本サービス内のマイページで確認することがで

きます。 

(14)「クレジットカード等」とは、クレジットカー

ド、デビットカード、前払式支払手段、又は資金移

動業若しくは為替取引を提供するサービスその他の

当社が指定する決済手段をいいます。 

います。 

(6)「ポイント規約等」とは、ポイント規約及び「セ

ゾンポイントモール オープン会員規約」の総称をい

います。 

(7)「特定商品」とは、会員が本サービス上でポイン

トと交換することができる、ポイント発行会社が指

定する商品又は役務をいいます。 

(8)「ポイント発行会社」とは、ポイントを発行して

いる当社又は当社が認める第三者をいいます。 

(9)「対象カード」とはポイント規約に基づきポイン

トが付与される当社所定のカードをいいます。 

(10)「ネットサービス」とは、「セゾン Net アンサ

ー」、「アットユーネット」、「クラブ・オン／ミレニ

アムカード セゾン Net アンサー」、「セゾンポイン

トモール」、又は当社が認める第三者が提供するイン

ターネットサービスをいいます。 

(11)「ネット会員」とは、ネットサービスの有効な

会員をいいます。 

(12)「ID」とは、会員が本サービスを利用するため

に必要な ID で、ネットサービスにおいて発行され

る ID をいいます。 

(13) 「パスワード」とは、会員が本サービスを利用

するために必要なパスワードで、ネットサービス に

おいて発行されるパスワードをいいます。 

(14)「永久不滅ウォレット」とは、永久不滅ウォレ

ット規約（以下「ウォレット規約」といいます）に

基づき当社が提供するサービスをいいます。 

(15)「ウォレットポイント」とは、永久不滅ウォレ

ットにおいて利用いただくポイントをいいます。  

(16)「クーポン」とは、当社が発行する、本サービ

スで利用可能な優待クーポンをいいます。クーポン

は、本サービス内のマイページで確認することがで

きます。 

(17)「クレジットカード等」とは、クレジットカー

ド、デビットカード、前払式支払手段、又は資金移

動業若しくは為替取引を提供するサービスその他の

当社が指定する決済手段をいいます。  



第 3 条（本規約への同意） 

略（１）（３） 

2. 本サービスの利用を希望する場合、本規約の他、

ウォレット規約にも同意するものとします 

第 3 条（本規約への同意） 

略（１）（３） 

2.本サービスで永久不滅ポイントの利用を希望する

場合、本規約の他、ウォレット規約にも同意するも

のとします。  

第 5 条 （契約の成立） 

1. 本サービスにて商品をご注文いただくと、ご注文

の受領確認とご注文内容を記載した E メールを当 

社から会員へ送付いたします。会員からのご注文は、

商品購入についての契約の申込となります。  

 

2. 前項に基づき注文された商品がストアによって

発送されたことをもって、契約が成立するものとし 

ます。商品が発送された後、当社から会員へ、発送

をお知らせする E メールを送付いたします。 

新設 

 

 

新設 

第 5 条 （契約の成立） 

1.本サービスにて商品又は特定商品をご注文いただ

くと、ご注文の受領確認とご注文内容を記載した E 

メールを当社から会員へ送付いたします。会員から

のご注文は、商品購入又は特定商品の交換について

の契約の申込となります。  

2.前項に基づき注文された商品がストアによって発

送されたことをもって、契約が成立するものとしま

す。 

 

3.第 1 項に基づき注文された特定商品の交換に関す

る契約の成立条件は、各ポイント規約をご確認くだ

さい。 

4.商品又は特定商品が発送された後、当社から会員

へ、発送をお知らせする E メールを送付いたしま

す。  

第 6 条 （キャンセル等） 

 商品の売買又は役務の提供に関連するキャンセ

ル・返品等のルールについては、ストアが商品毎に

定 めています。 

新設 

第 6 条 （キャンセル等） 

1.商品の売買又は役務の提供に関連するキャンセ

ル・返品等のルールについては、ストアが商品毎に

定めています。  

2.特定商品の交換に関連するキャンセル・返品等の

ルールについては、各ポイント規約をご確認くださ

い。 

第 7 条 （問い合わせ）  

1.商品の売買若しくは役務の提供、又は特定商品の

交換に関する内容、商品又は特定商品の発送状況、

キャンセル、返品その他関連する内容等に関しては、

ストア又はポイント発行会社にお問合せください。  

 

 

2.略 

第 7 条 （問い合わせ） 

1.商品の売買若しくは役務の提供に関する内容、商

品の発送状況、キャンセル、返品その他の関連する

内容等に関してはストアに、特定商品の交換に関す

る内容、特定商品の発送状況、キャンセル、返品そ

の他関連する内容等に関しては、ポイント発行会社

にお問合せください。  

2.略  

第 8 条 （ポイントの利用）  

略(1)(2) 

第 8 条 （ポイントの利用）  

略(1)(2) 



3.ポイントを利用する場合、自動でポイントがウォ

レットポイントに交換され、元々保有されているウ

ォレットポイントと合算された後減算されます。 

3.永久不滅ポイントを利用する場合、自動でポイン

トがウォレットポイントに交換され、元々保有され

ているウォレットポイントと合算された後減算され

ます。 

新設 第 9 条 （ポイントの交換） 

1.会員は、ポイントを特定商品と交換することがで

きます。 

2.永久不滅ポイントと特定商品を交換する場合、自

動で永久不滅ポイントがウォレットポイントに交換

され、元々保有されているウォレットポイントと合

算された後、ウォレットポイントと特定商品が交換

されます。 

3.永久不滅ポイント以外のポイントと特定商品を交

換する場合、当社は、当該ポイントを発行するポイ

ント発行会社の代わりに以下の各号に定める交換業

務を行い、その他の交換業務は当該ポイント発行会

社にて行われます。 

(1)特定商品の交換に関する申込みを受付する業務 

(2)前号の申込み情報を当該ポイント発行会社へ連

携する業務 

(3)その他、当社と当該ポイント発行会社が合意のう

え定めた業務 

第 10 条 （ID による支払）  

1.本サービスでは、ネットサービスのうち、「セゾン 

Net アンサー」、「アットユーネット」、「クラブ・オ

ン／ミレニアムカード セゾン Net アンサー」、又は

当社が認める第三者が提供するインターネットサー

ビスの ID に紐づくクレジットカードの番号、有効

期限が ID に紐づいて自動登録されます。  

新設 

 

 

新設 

第 11 条 （ID による支払）  

1.本サービスでは、ネットサービスのうち、「セゾン 

Net アンサー」、「アットユーネット」、「クラブ・オ

ン／ミレニアムカード セゾン Net アンサー」、又は

当社が認める第三者が提供するインターネットサー

ビスの ID に紐づくクレジットカードの番号、有効

期限が ID に紐づいて自動登録されます。  

2.本サービスでは、セゾンポイントモール オープン

会員の方は、ID にクレジットカード等の番号、有効

期限、セキュリティーコードを紐づけて登録するこ

とができます。  

3.ID に、クレジットカード等の番号等の紐づけがさ

れている会員は、当社が入力された ID 及びパスワ

ードの一致を確認することで、商品の購入代金の支

払いの際、クレジットカード等の番号等を入力する



ことなく、当該クレジットカード等による支払いを

行うことができます。  

第 18 条 （利用停止及び権利喪失）  

1.会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、当

社は、会員による本サービスの利用を停止又は本サ

ービスの利用に関する一切の権利を喪失させること

ができるものとします。  

略(1)～(3) 

(4)永久不滅ウォレットの利用が停止された場合又

は会員資格を喪失した場合。  

 

2.会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、会

員は、本サービスの利用に関する一切の権利を喪失

するものとします。  

略(1)(2) 

(3) 永久不滅ポイント規約第１４条第１項各号のい

ずれかに該当した場合。 

(4) 永久不滅ポイント規約（セブン CS カードサー

ビス発行クレジットカード会員用）第１４条第 1 項

各号のいずれかに該当した場合。 

略 3 

第 19 条 （利用停止及び権利喪失）  

1.会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、当

社は、会員による本サービスの利用を停止又は本サ

ービスの利用に関する一切の権利を喪失させること

ができるものとします。  

略(1)～(3) 

(4)永久不滅ポイントの利用者において、永久不滅ウ

ォレットの利用が停止された場合又は会員資格を喪

失した場合。  

2.会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、会

員は、本サービスの利用に関する一切の権利を喪失

するものとします。 

略(1)(2) 

(3)ポイントの会員資格を喪失した場合。 

 

(4)削除 

 

 

略 3 

第 19 条 （存続条項）  

会員が会員資格を喪失した後においても、第１８条

第３項、第２０条、本条及び第２２条の規定は引き

続き効力を有するものとします。 

第 20 条 （存続条項）  

会員が会員資格を喪失した後においても、第１９条

第３項、第２１条、本条及び第２３条の規定は引き

続き効力を有するものとします。 

（問い合わせ先） 

 本サービスに関するお問い合わせ及びご意見の申

し出等につきましては、下記の当社窓口までお願い

い たします。 

 

（セゾンカードをお持ちの方）  

・セゾン Net アンサー係  

東京：03-5996-1390  

大阪：06-7709-8005  

 

 

（UC カードをお持ちの方）  

・UC コミュニケーションセンター 

（問い合わせ先）  

本サービスに関するお問い合わせ及びご意見の申し

出等につきましては、下記の当社窓口までお願いい

たします。  

  

（セゾンカードをお持ちの方）  

・セゾン Net アンサー係 

東京：03-5996-1390  

大阪：06-7709-8005  

営業時間 9:00～17:00 1/1 休 

  

（UC カードをお持ちの方）  

・UC コミュニケーションセンター 



東京：03-6893-8200 

大阪：06-7709-8555  

 

 

（（株）セブン CS カードサービス発行のクレジッ

トカード会員の方）  

・クラブ・オン/ミレニアムカードセゾン Net アン

サー係 

東京：03-5996-1018 

大阪：06-7709-8033 

 

 

セゾンポイントモール オープン会員の方  

・インフォメーションセンター 

東京：03-5996-1127 

大阪：06-7709-8161 

営業時間 9:00～17:00 1/1 休（全窓口共通）  

東京：03-6893-8200  

大阪：06-7709-8555  

営業時間 9:00～17:00 1/1 休 

  

（（株）セブン CS カードサービス発行のクレジッ

トカード会員の方）  

・クラブ・オン/ミレニアムカードセゾン Net アン

サー係 

東京：03-5996-1018  

大阪：06-7709-8033  

営業時間 9:00～17:00 1/1 休 

  

（セゾンポイントモール オープン会員の方）  

・インフォメーションセンター 

東京：03-5996-1127  

大阪：06-7709-8161  

営業時間 9:00～17:00 1/1 休 

 

 

 


