
1． オンラインショッピングサービス利用規約 

（下線は変更箇所を示します。） 

 変更前 変更後 変更理由 

1 第 1条（ショッピングサービス） 

1．ショッピングサービスとは、当社が本サイト上で商

品（第 2条第 1項で定義）を販売する、インターネッ

トショッピングサービスです。お客様（第 2条第 4項

で定義）がショッピングサービスを利用するには、シ

ョッピング規約に同意いただく必要があります。 

2.（省略） 

第 1条（ショッピングサービス） 

1．ショッピングサービスとは、当社が本サイト上で商

品（第 2条第 1項で定義）を販売する、オンラインシ

ョッピングサービスです。お客様（第 2条第 4項で定

義）がショッピングサービスを利用するには、ショッ

ピング規約に同意いただく必要があります。 

2．（現行どおり） 

・修辞上の修正です。 

2 第 6条（支払） 

1．お客様は商品の購入に際し、以下の方法により第 4

条の販売価格（消費税込）及び配送料その他各種手数

料を合算した額（以下、「代金」といいます。）を支払

います。 

(1)クレジットカード払い 

(2)オンライン収納代行（コンビニ、Pay-easy、郵便局、

電子マネー（楽天 Edy、Suica））（前払い） 

なお、当社は上記の支払いに関し、決済代行会社を利

用しています。お客様と決済代行会社との間で生じた

紛争について、当社は、当社の故意又は重過失がある

場合を除き、一切関与せず、また一切の損害を負いま

せん。 

第 6条（支払） 

1．お客様は商品の購入に際し、当社に対して、以下の

方法により第 4条の販売価格（消費税込）及び配送料

その他各種手数料を合算した額（以下、「代金」といい

ます。）を支払います。 

(1)クレジットカード払い 

(2)オンライン収納代行（コンビニ、Pay-easy、郵便局、

電子マネー（楽天 Edy、Suica））（前払い） 

なお、当社は上記の支払いに関し、決済代行会社を利

用しています。お客様と決済代行会社との間で生じた

紛争について、当社は、当社の故意又は重過失がある

場合を除き、一切関与せず、また一切の責任を負いま

せん。 

・修辞上の修正です。 

・商品の注文時に表示

される画面上でご入力

いただいたクレジット

カード情報らは当社の

サーバを経由せずに直

接、決済代行会社に送

信される旨を明記しま

した。 



また、上記の支払方法のうち、支払代金に上限額が設

定 さ れ て い る も の が あ り ま す 。 詳 し く は 、

https://maxell-online.com/law/をご確認ください。 

2．お客様が本条第 1項(1)の方法で代金を支払うとき

は、以下に従うものとします。 

(1)お客様はカード会社及び決済代行会社が定める条

件に従って代金を支払います。なお、その支払に伴い

発生した両社（又はそのいずれか）とお客様間の紛争

について、当社は、当社の故意又は重過失がある場合

を除き当社は一切関与せず、また一切の損害を負いま

せん。 

(2)お客様が利用するクレジットカードは、商品を注

文するお客様本人の名義ものに限ります。 

(3)当社は本サイトを通じて、お客様が利用するクレ

ジットカードの番号、有効期限等のカード券面記載情

報及びセキュリティコードを収集します。当該情報ら

は本人認証の目的にのみ使用され、当社はその目的達

成後、速やかに当該情報らを削除します。 

(4)クレジットカードの不正利用が疑われるときは、

当社はカード会社及び決済代行会社に対し、お客様の

個人情報や当社との売買契約の内容を開示すること

があります。 

3.乃至 5．（省略） 

また、上記の支払方法のうち、支払代金に上限額が設

定 さ れ て い る も の が あ り ま す 。 詳 し く は 、

https://maxell-online.com/law/をご確認ください。 

2．お客様が本条第 1項(1)の方法で代金を支払うとき

は、以下に従うものとします。 

(1)お客様はカード会社及び決済代行会社が定める条

件に従って代金を支払います。なお、その支払に伴い

発生した両社（又はそのいずれか）とお客様間の紛争

について、当社は、当社の故意又は重過失がある場合

を除き一切関与せず、また一切の責任を負いません。 

 

(2)お客様が利用するクレジットカードは、商品を注

文するお客様本人の名義ものに限ります。 

(3) 本サイトでは、お客様が利用されるクレジットカ

ードの番号、有効期限等のカード券面記載情報及びセ

キュリティコードをご入力いただく画面がございま

すが、これらの情報は当社のサーバを経由することな

く、直接決済代行会社に送信されます。 

(4)クレジットカードの不正利用が疑われるときは、

当社はカード会社及び決済代行会社に対し、お客様の

個人情報や当社との売買契約の内容を開示すること

があります。 

3.乃至 5．（現行どおり） 

https://maxell-online.com/law/
https://maxell-online.com/law/


3 第 15 条（ショッピングサービスの利用禁止及び売買

契約の解除等） 

1.乃至 2．（条文省略） 

2．前項による解除により当社に損害が生じたときは、

当社はお客様に対して損害賠償を請求することがで

きます。 

第 15 条（ショッピングサービスの利用禁止及び売買

契約の解除等） 

1.乃至 2．（現行どおり） 

3．前項による解除により当社に損害が生じたときは、

当社はお客様に対して損害賠償を請求することがで

きます。 

・修辞上の修正です。 

4 第 22条（有効期間） 

1．売買契約は、第 1 条第 2 項に基づきお客様がショ

ッピング規約に同意したとみなされた時点から、第 15

条による解除又は当社とお客様間の売買契約が終了

するまで、有効に存続します。 

2．前項にもかかわらず、第 11条、第 12条、第 13条、

第 14条、第 15条第 2項、第 19条、第 21条、第 23条

乃至第 28 条及び本項は、売買契約が終了した後も、

なお有効に存続します。 

第 22条（有効期間） 

1．売買契約は、第 1 条第 2 項に基づきお客様がショ

ッピング規約に同意したとみなされた時点から、ショ

ッピング規約に基づく契約解除又は当社とお客様間

の売買契約が終了するまで、有効に存続します。 

2．前項にもかかわらず、第 11条、第 12条、第 13条、

第 14条、第 15条第 3項、第 19条、第 21条、第 23条

乃至第 26 条及び本項は、売買契約が終了した後も、

なお有効に存続します。 

・修辞上の修正です 

5 第 26条乃至第 28条 （条文省略） 第 24条乃至第 26条（現行どおり） ・修辞上の修正です。 

 

2． レンタルサービス利用規約 

（下線は変更箇所を示します。） 

 変更前 変更後 変更理由 

1 第 5条（支払） 

1.乃至 4．（省略） 

5．当社は本サイトを通じて、個人会員が利用するクレ

第 5条（支払） 

1.乃至 4．（現行どおり） 

5. 本サイトでは、お客様が利用されるクレジットカ

・商品の注文時に表示

される画面上でご入力

いただいたクレジット



ジットカードの番号、有効期限等のカード券面記載情

報及びセキュリティコードを収集します。当該情報ら

は本人認証目的にのみに使用され、当社はその目的達

成後、速やかに当該情報らを削除します。 

6.乃至 9.  （省略）  

ードの番号、有効期限等のカード券面記載情報及び

セキュリティコードをご入力いただく画面がござい

ますが、これらの情報は当社のサーバを経由するこ

となく、直接決済代行会社に送信されます。 

6.乃至 9.（現行どおり） 

カード情報らは当社の

サーバを経由せずに直

接、決済代行会社に送

信される旨を明記しま

した。 

2 第 17条（違約金） 

1．第 11条第 3項による契約解除、第 15条による解

除又は前条による途中解約がなされた場合、個人会

員は当社に対し、レンタル期間におけるレンタル代

金総額の 70%（以下、「算出額」といいます。）から既

に当社にお支払いただいたレンタル代金を差し引い

た額を違約金として支払います。 

2.（省略） 

第 17条（違約金） 

1．レンタル規約に基づく契約解除又は途中解約がな

された場合、個人会員は当社に対し、レンタル期間

におけるレンタル代金総額の 70%（以下、「算出額」

といいます。）から既に当社にお支払いただいたレン

タル代金を差し引いた額を違約金として支払いま

す。 

2.（現行どおり） 

・修辞上の修正です 

3 第 19条（レンタル商品の返還） 

賃貸借契約について、第 15条による解除、又は第 16

条による途中解約がなされたときは、個人会員は直

ちにレンタル商品を当社に返還し、その返還に要す

る費用は個人会員が負担します。 

第 19条（レンタル商品の返還） 

賃貸借契約について、レンタル規約に基づく契約解

除又は途中解約がなされたときは、個人会員は直ち

にレンタル商品を当社に返還し、その返還に要する

費用は個人会員が負担します。 

・修辞上の修正です 

4 第 26条（有効期間） 

1．（省略） 

2．賃貸借契約は個人会員が第 1条第 2項に基づきお

客様がレンタル規約に同意したとみなされた時点か

ら、第 11条又は第 15条による解除、第 16条による

第 26条（有効期間） 

1．（現行どおり） 

2．賃貸借契約は個人会員が第 1条第 2項に基づきお

客様がレンタル規約に同意したとみなされた時点か

ら、レンタル規約に基づく契約解除又は途中解約、

・修辞上の修正です 



途中解約、若しくはレンタル期間の期間満了によっ

て賃貸借契約が終了まで有効に存続します。 

3．前項にも関わらず第 11条第 3項、第 13条、第 14

条、第 15条第 2項、第 17条、第 19条、第 23条、

第 25条、第 27条、第 28条乃至第 31条及び本項

は、賃貸借契約が終了した後も、なお有効に存続し

ます。 

若しくはレンタル期間の期間満了によって賃貸借契

約が終了まで有効に存続します。 

3．前項にも関わらず第 11条第 3項、第 13条、第 14

条、第 15条第 2項、第 17条、第 19条、第 23条、

第 25条、第 27条、第 28条乃至第 32条及び本項

は、賃貸借契約が終了した後も、なお有効に存続し

ます。 

5 第 24条(譲渡禁止)（省略） 第 29条(譲渡禁止)（現行どおり） ・修辞上の修正です 

6 第 28条(分離可能性) （省略） 第 30条(分離可能性) （現行どおり） ・修辞上の修正です 

7 第 30条（準拠法）（省略） 第 31条（準拠法）（現行どおり） ・修辞上の修正です 

8 第 31条（合意管轄裁判所）（省略） 第 32条（合意管轄裁判所）（現行どおり） ・修辞上の修正です 

 

3． 定期購入サービス利用規約 

（下線は変更箇所を示します。） 

 変更前 変更後 変更理由 

1 第 5条（支払） 

1.乃至 2．（省略） 

3．個人会員による前２項の支払いは、クレジットカ

ード会社（以下、「カード会社」といいます。）及び

決済代行会社が定める条件に従います。なお、その

支払に伴い発生した両社（又はそのいずれか）と個

人会員間の紛争について、当社は、当社の故意又は

重過失がある場合を除き一切関与せず、また一切の

第 5条（支払） 

1.乃至 2．（現行どおり）  

3．個人会員による前２項の支払いは、クレジットカ

ード会社（以下、「カード会社」といいます。）及び

決済代行会社が定める条件に従います。なお、その

支払に伴い発生した両社（又はそのいずれか）と個

人会員間の紛争について、当社は、当社の故意又は

重過失がある場合を除き一切関与せず、また一切の

・修辞上の修正です 

・商品の注文時に表示

される画面上でご入力

いただいたクレジット

カード情報らは当社の

サーバを経由せずに直

接、決済代行会社に送

信される旨を明記しま



損害を負いません。 

4．（省略） 

5.当社は本サイトを通じて、個人会員が利用するクレ

ジットカードの番号、有効期限等のカード券面記載情

報及びセキュリティコードを収集します。当該情報ら

を本人認証目的にのみに使用され、当社はその目的達

成後、速やかに当該情報らを削除します。 

6.乃至 9．（省略）  

責任を負いません。 

4．（現行どおり） 

5.本サイトでは、お客様が利用されるクレジットカー

ドの番号、有効期限等のカード券面記載情報及びセキ

ュリティコードをご入力いただく画面がございます

が、これらの情報は当社のサーバを経由することな

く、直接決済代行会社に送信されます。 

6.乃至 9．（現行どおり） 

した。 

2 第 21条（有効期間） 

1．売買契約は、第 1条第 2項に基づき個人会員が定

期購入規約に同意したとみなされた時点から、第 14

条第 1項による解除、第 13条による途中解約又は配

送期間の期間満了によって売買契約が終了するま

で、有効に存続します。 

2．（省略） 

第 21条（有効期間） 

1．売買契約は、第 1条第 2項に基づき個人会員が定

期購入規約に同意したとみなされた時点から、定期

購入規約に基づく契約解除又は途中解約若しくは配

送期間の期間満了によって売買契約が終了するま

で、有効に存続します。 

2．（現行どおり） 

・修辞上の修正です 

以上 


