ロイヤルティプログラム
一般利用規約
本書の目的は、「MAGIC Desigual®」と称する「Desigual」ブランドのお客様および潜在
的お客様（以下「参加者」という）を対象とするロイヤルティプログラム（以下「ロ
イヤルティプログラム」という）の性質ならびに運用条件を定義する「一般利用規約
（以下「GT&C」という）」を定めることです。同プログラムは、スペイン国バルセロ
ナ県の Passeig Mare Nostrum, 15, 08009 Barcelona に所在し、バルセロナ商業登記所の
40.666 巻、46 頁、シート B-259066 に適切に法人登記されている会社「ABASIC, S.L.」が
所有しています。尚、同社はそれぞれ異なる管轄に属する住所を有する複数の支店に
より構成される企業グループ（以下「Desigual グループ」という）の親会社です。
ロイヤルティプログラムへの参加は「GT&C」に同意し、それに従うことが条件となっ
ているため、同プログラムに参加される前に「GT&C」を注意深くお読みください。ロ
イヤルティプログラムに登録することで参加者は「GT&C」に明示的に同意したものと
みなされ、無条件でそれに従うこととなります。
I.

ロイヤルティプログラム

ロイヤルティプログラムは、(a)（以下のように定義された）地域に位置する Desigual
グループが所有する店舗（シーズン限定およびアウトレットストア）、(b) 同地域で利
用可能な Desigual グループのウェブサイト（www.desigual.com）および/または Desigual
グループのモバイルアプリケーション（「Desigual グループウェブサイト」）1、ある
いは(c) 同地域で利用可能なその他の販売チャネルにおける購入を通して加算されるポ
イントに基づいています。尚、これらのすべての販売チャネルを総称して「ロイヤル
ティ・プログラム・チャネル」といい、随時付録 1 に記載されます。これらのポイン
トは、Desigual ブランド製品の次回の購入時に割引を受けることを目的として、参加者
の所有する電子アカウントに蓄積されます。
Desigual グループは、ロイヤルティプログラムに関連するあらゆる状況（例えば購入、
返品、ポイントの収集および交換、関連する特典の享受等）において参加者の身元を
確認する権利を留保します。この身元確認は下記のセクション IV に詳述されているメ
カニズムを通して実施されます。
ポイントを譲渡したり、現金に換金したり現物と交換したりすることはできません。
ポイントまたは割引は、随時付録 1 に記載されているあらゆる国（以下「地域」とい
う）に位置するあらゆる「ロイヤルティ・プログラム・チャネル」における購入時に
獲得することができます。
同地域外の国に位置するロイヤルティ・プログラム・チャネルのいずれかにおいて参
加者が購入を行った場合、同購入によりポイント加算の権利が付与されることになり
ます。但し、同地域外で行った購入においてそれらのポイントを交換できない場合が
あります。
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Desigual ウェブサイトに関連して本 GT&C に含まれているすべての参照は付録 1 に記載されている領域における利用

可能性に従属します。
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II.

ロイヤルティプログラムの遵守

法廷年齢に達したあらゆる自然人に本ロイヤルティプログラム遵守規定が適用され得
ます。同目的のため Desigual グループは、本ロイヤルティプログラムへの参加希望者
が求められる最低年齢に達しているかどうかを検証するため、証明可能な手段を通じ
て同希望者の年齢を確認する権利を留保します。
本ロイヤルティプログラムは、Desigual グループの従業員、パートナーまたは関連会社
等、特別条件または割引の恩恵をすでに受けている人々には適用されません。
本ロイヤルティプログラムの参加希望者は以下のような方法で手続きを行うことがで
きます。
(a) オンラインにて：地域で利用可能な Desigual ウェブサイトにおいて登録用のサ
インアップフォームにオンラインで入力する。

(b) 直接：地域内に位置し、ロイヤルティ・プログラム・チャネルに含まれている
実店舗にて、ロイヤルティプログラムのサインアップフォームの記入に必要な
データをお客様が販売員に提供する。ロイヤルティプログラムの参加手続きは、
Desigual グループの個人情報保護方針に対するお客様の同意を経て完了します。
III.

ポイント収集

参加者はロイヤルティプログラムのサインアップ手続きが完了した瞬間よりポイント
を収集する権利を有しています。
サインアップ手続きが完了した時点で参加者は以下のような方法でポイントを加算す
ることができます。
(a) いずれかのロイヤルティ・プログラム・チャネルで購入してポイントを加算する。
蓄積された購入額に応じて異なるカテゴリーが参加者に付与され、ポイントはす
べて以下のような要件に従って蓄積されます。
•

ターコイズ参加者：直前の 365 日以内に¥ 0 から¥ 30,000 未満の購入額が
蓄積されている場合、ターコイズカテゴリーが参加者に付与されます。
ターコイズカテゴリーの参加者は 1 円消費する毎に一(1)ポイント獲得す
ることになります。

•

エメラルド参加者：直前の 365 日以内に¥ 30,000 から¥ 60,000 未満の購入
額が蓄積されている場合、エメラルドカテゴリーが参加者に付与されま
す。ダイヤモンドカテゴリーの参加者は 1 円消費する毎に三(3)ポイント
獲得することになります。

•

ダイヤモンド参加者：直前の 365 日以内に¥60,000 以上の購入額が蓄積さ
れている場合、エメラルドカテゴリーが参加者に付与されます。ダイヤ
モンドカテゴリーの参加者は 1 円消費する毎に五(5)ポイント獲得するこ
とになります。

2

上記の 365 日の期間は参加者が各購入を行った時点で開始されます。つまり、購
入を行う毎に新しい期間が生成され、その期間中に参加者は特定のレベルの消費
を達成することができます。尚、同レベルに応じて特定の参加者カテゴリーが付
与されます。
参加者は購入時点で保有しているカテゴリーに応じてポイントを受け取ります。参加
者があらゆる購入において消費額の限度を超えた場合、上のカテゴリーに昇格し、次
回の購入時に新規カテゴリーに基づいたポイントを獲得することができます。さらに、
365 日の期間の満了後参加者がその時点で保持しているカテゴリーに該当する消費額を
達成できなかった場合には、かかる 365 日間において蓄積された消費額に応じた下の
カテゴリーが参加者に付与されます。Desigual グループは下記の IX 段落で定められて
いる規定に従って、あらゆるカテゴリーの変更を通知します。
(b)ソーシャルメディアにおけるやり取りでポイントを獲得。購入に加えて参加者は、
随時付録 2 に記載されているさまざまなソーシャルメディアでやり取りすることでポ
イントを収集することができます。
参加者は使用する各ソーシャルメディアに個別に登録し、その利用規約、個人情報保
護方針ならびにその他のあらゆる規約に同意しなければなりません。Desigual グループ
は参加者がやり取りするソーシャルメディアを管理することができないため、かかる
ソーシャルメディアの使用に関連して生じる可能性のある、直接的、間接的なあらゆ
る責任から免責されるものとします。
(c) Desigual グループのアプリをインストールして登録し、ポイントを獲得。参加者は
カテゴリーの種類を問わず、Desigual グループのアプリをインストールすることで、随
時付録 2 に記載されるポイントを獲得することができます。この特典は一度のみ適用
されます。
(d)実店舗の訪問でポイントを獲得。参加者はカテゴリーの種類を問わず、ジオフェン
シング技術または QR コードを備えた実店舗を訪問するたびに、随時付録 2 に記載され
ているポイントを獲得することができます。実店舗訪問の証明は、参加者が自ら進ん
でジオフェンシング技術を通じて店舗の位置を確認したり、店舗の QR コードを読み取
るなどの積極的な行為を通して実施することができます。この特典は一日につき最大
一回適用されます。
IV.収集したポイントの使用
参加者が収集したポイントは購入直後から蓄積されていき、ロイヤルティ・プログラ
ム・チャネルにおける次回の購入で、すでにセール割引やキャンペーン割引が適用さ
れているかに関わらず、割引を受けることができます。
実店舗において獲得したポイントを適切に使用するため参加者は参加者 ID 番号、登録
確認メールまたはその他のシステム、あるいはロイヤルティプログラムの有効期間中
Desigual グループが提示が必要であるとみなした場合、身分証明書を通して身分を証明
しなければなりません。
その一方でオンラインでのポイントの適切な管理のため、参加者は Desigual ウェブサ
イトでユーザー名とパスワードを入力する必要があります。
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50 ポイントにつき参加者は以下で規定されている最大割引の範囲で、レシートの金額
から税金を含めて¥ 1 の割引を受けることができます。割引は送料やその他購入に関連
したその他のいかなる費用にも適用されません。
その他のいかなるポイント交換も参加者のアカウントに蓄積されている最初のポイン
トに適用されるものと理解されます。
購入で加算されたポイントは、それらのポイントを獲得した購入で交換することはで
きません。
ポイントの交換時に付与される割引は最大でも、適用される場合、セールやキャンペ
ーン割引適用後のレシート合計金額の 30%であり、送料やその他購入に関連したその
他のいかなる費用にも適用されません。この限度を超えるポイントは参加者専用のア
カウントに次回の購入時のために蓄積されます。
V.ポイントの有効期限およびロイヤルティプログラムの終了
獲得したポイントは使用されなければ取得日から 365 日以内に失効します。
Desigual グループは、続けて十八(18)週間 Desigual の製品
を購入しなかった参加者のロイヤルティプログラムを終了する権利を留保します。
VI.製品の返品
製品が返品された場合には以下に記載する規定に基づき、適用される場合、ポイント
は差し引かれるか、返却されます。
1. 全製品の 返品：参加者が購入した全製品を返品した場合、かかる購入で使用
したポイントは、それがある場合、返却されます。さらに、かかる購入の結
果参加者が獲得したポイントは残高から差し引かれます。
2. 一部の製品の返品：参加者が購入した製品のうちの一部を返品した場合、か
かる購入で使用した全ポイントのうち、それがある場合、返品した製品の価
格に応じた比例部分が返却されます。さらに、かかる購入の結果参加者が獲
得したポイントは残高から差し引かれます。
確認目的で、Desigual グループの返品に関する方針に従い、製品を購入した国とは異な
る国において製品を返品または交換することはできないことを明示的に表明します。
Desigual グループの返品に関する方針はレシートの裏面、Desigual ウェブサイトならび
に同グループの店舗に位置する広告ディスプレイでご確認いただけます。
参加者がロイヤルティプログラムに登録している国とは異なる通貨を使用している国
に位置するロイヤルティ・プログラム・チャネルで購入を行った場合、製品購入で収
集されたポイントの計算において基準となる通貨は、参加者がロイヤルティプログラ
ムに登録している国の通貨となります。同目的のため、レシート金額の通貨換算は参
加者がロイヤルティプログラムに登録している国の通貨をもとに自動的に計算されま
す。
VII.ポイントとカテゴリーの照会
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あらゆる製品購入の後、参加者はレシートでポイント残高を確認することができます。
さらに、参加者は現在利用可能なポイント残高、その時点で参加者の所属するカテゴ
リー、あるいはロイヤルティプログラムの条件を Desigual ウェブサイトのクライアン
トセクションで確認することも可能です。
VIII.ロイヤルティプログラム関連のその他の特典
参加者は個人的な理由（例：誕生日など）または Desigual グループが年間を通じて設
定する特別キャンペーンに基づく季節的理由（例：クリスマス）による特別割引、も
しくはロイヤルティプログラムの枠組みで随時当グループが導入することを決定する
追加の利点や特典を享受することができます。参加者は、本 GT&C で予測された手段を
介してそれらの追加の利点や特典に関して通知されます。
IX.コミュニケーション
Desigual グループではロイヤルティプログラム関連のすべての電子コミュニケーション
は、参加者が同プログラムの登録時に提供したメールアドレスに送信するほか、広告
や Desigual ウェブサイトに掲載される通知を通して伝達されます。
その他のコミュニケーションとして、(i)ロイヤルティプログラムの得点に関するリマ
インダーまたは最新情報、(ii)参加者のステータスの変更、(iii)ポイント失効日が近づい
ていることに関する通知、あるいは(iv)同プログラムの実施に直接的または間接的に影
響する可能性のあるその他のあらゆる事柄に関する連絡があります。
X.個人情報の保護と取り扱い
参加者の個人情報の処理に関する情報は個人情報保護方針に含まれており、以下のリ
ンクで閲覧することができます。
XI. GT&C の修正と中止
Desigual グループは一方的に GT&C を修正する独占的権利を有しており、第 IX 節に提示
されているチャネルを通して参加者に通知します。前述の規定に関わらず、ロイヤル
ティプログラムに適用される GT&C の最新バージョンは実店舗および/または Desigual
ウェブサイトで参照することができます。
Desigual グループはまた、ロイヤルティプログラムを修正する、一時中断する、取り消
す権利を留保します。その場合、参加者には上記に記載されたチャネルを通して通知
します。
ロイヤルティプログラム中止の場合には、参加者は 30 日の期間内にロイヤルティプロ
グラムのあらゆるチャネルを通してその時点までに蓄積されたポイントを交換する必
要があります。さもなければ、ポイントは失効します。
不可抗力の場合、ロイヤルティプログラムは参加者に予め通知することなく一時中断
あるいは中止される可能性があります。
XII.責任
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Desigual グループによるロイヤルティプログラムの修正または中止は、参加者になんら
かの補償を受ける権利を与えるものではありません。
ロイヤルティプログラムにおける参加者には GT&C を遵守することが求められます。し
たがって Desigual グループは、参加者が同 GT&C への違反となるなんらかの行為を行っ
た場合、同参加者のロイヤルティプログラムへの登録を解除し、それに関連した利点
または特典を取り消す権利を留保します。いずれにしても、以下のような場合、
Desigual グループはこの参加者のロイヤルティプログラムへの登録解除を事前の通知な
く実施することとします。尚、その際参加者は補償を受けるいかなる権利も有しませ
ん。
(i)
参加者が店舗にて詐欺または盗難を行った、あるいは詐欺または盗難を試みよう
とした場合
(ii)

ロイヤルティプログラムを不適切に使用した場合

(iii)

ロイヤルティプログラムの正常な機能を中断させようとした場合

メールのシステム誤作動または参加者の提供した情報が不正確であったことにより参
加者とコミュニケーションが取れなかった場合、それに起因する結果に対して Desigual
グループは一切責任を負わないものとします。
Desigual グループはロイヤルティプログラムの可用性および継続的な運用を、特にコン
ピューターシステム、サーバー、コンピューター機器の技術的不具合、インターネッ
トの機能不全、ハッキングまたはエラーによるデータ破壊、あるいはその他の技術的
問題が発生した場合、保証することはできません。合理的に可能な場合 Desigual グル
ープはロイヤルティプログラムの稼働中断について参加者に通知するものとします。
この点に関して Desigual グループはロイヤルティプログラムが利用可能でないこと、
あるいは継続できないことに起因するいかなる損害に対しても一切責任を負いません。
ロイヤルティプログラムの遵守に際して参加者に税金が課されるかについては各自の
税法上の居住地によります。当グループはロイヤルティプログラムへの参加の結果参
加者に対して課される可能性のあるいかなる税金に対しても一切責任を負いません。
XIII.効力発生
本規約は 2018/11/27 より発効します。
XIV.準拠法および裁判管轄
本 GT&C はスペインの普通法ならびに、該当する場合、領域を構成する各管轄区域にお
いて各参加者に適用される現地法に準拠します。
Desigual グループおよび参加者は適用される可能性のあるその他のいかなる裁判管轄も
明示的に放棄し、本 GT&C の解釈において生じる可能性のあるいかなる不一致を解決す
る場合でもバルセロナ裁判所の管轄に従うものとします。しかしながら、適用される
いずれかの現地法により求められる場合、かかる不一致は参加者の住所または常居所
地の裁判管轄区域にて解決されることとします。
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付録 1
ロイヤルティ・プログラム・チャネルおよび領域
領域

ポルトガル

ベルギー

スペイン

フランス

イタリア

ドイツ

オーストリ
ア

オランダ

ロイヤルティ・プログラム・チャネル2
Desigual グループ独自の店舗（シーズン限定・アウトレッ
トストア）
Desigual ウェブサイト(www.desigual.com)
Desigual グループのアプリケーション
Desigual グループのフランチャイズ店舗
Desigual グループ独自の店舗（シーズン限定・アウトレッ
トストア）
Desigual ウェブサイト(www.desigual.com)
Desigual グループのアプリケーション
Desigual グループのフランチャイズ店舗
Desigual グループ独自の店舗（シーズン限定・アウトレッ
トストア）
Desigual ウェブサイト(www.desigual.com)
Desigual グループのアプリケーション
Desigual グループのフランチャイズ店舗
Desigual グループ独自の店舗（シーズン限定・アウトレッ
トストア）
Desigual ウェブサイト(www.desigual.com)
Desigual グループのアプリケーション
Desigual グループのフランチャイズ店舗
Desigual グループ独自の店舗（シーズン限定・アウトレッ
トストア）
Desigual ウェブサイト(www.desigual.com)
Desigual グループのアプリケーション
Desigual グループのフランチャイズ店舗
Desigual グループ独自の店舗（シーズン限定・アウトレッ
トストア）
Desigual ウェブサイト(www.desigual.com)
Desigual グループのアプリケーション
Desigual グループのフランチャイズ店舗
Desigual グループ独自の店舗（シーズン限定・アウトレッ
トストア）
Desigual ウェブサイト (www.desigual.com)
Desigual グループのアプリケーション
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サードパーティストアは Desigual の正規代理店に含まれません
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Desigual グループのフランチャイズ店舗
付録 2
ソーシャルメディアでのやり取りでポイント獲得
ソーシャルメディ
ア
Facebook

Twitter

やり取り

蓄積されるポイント

Desigual グループの
広告・発表を「シェ
ア」する
Twitter で Desigual グ
ループを「フォロー
する」

750 ポイント

3,750 ポイント

効力
この特典は一日
につき最大一回
適用されます。
この特典は一度
のみ適用されま
す。

Desigual グループのアプリをダウンロードし登録することでポイント獲得3
アクション
Desigual グループのアプリ
をダウンロードし登録す
ることでポイント獲得

蓄積されるポイント

効力

15,000 ポイント

この特典は一度のみ適用さ
れます。

実店舗を訪問することでポイント獲得4
アクション

蓄積されるポイント

効力

ジオフェンシング技術または

7,500 ポイント

この特典は一日につき
最大一回適用されま
す。

QR コードを備えた実店舗を訪
問するごとに

地域における Desigual グループモバイルアプリの存在に従属します
Desigual グループモバイルアプリの存在に従属します

3

4地域における
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