
                

「重要」     以下のご利用規約をお読みいただき、ご確認の上でショッピングをお楽しみください。 

                        ご利用規約 

ヴィタエルーキス(以下当社)は当社が運営するオンラインショップ(以下当サイト)を通じてお客様が取引をされるにあたり、当サイトの運営とお客

様との取引に関する事項を定める規約(以下「本規約」)を以下の通りとします。 

第1条 （本契約の定義、適用範囲、変更） 

１ 利用者は、本サービスの利用者をいいます。 

2 本サービスは、本契約に基づき当社が提供する次のサービスをいいます。（１）インターネットでの商品販売サービス（２）付随する各種サービ

ス（３）今後当社が提供する各種サービス。 

３ サービスの内容については、事前の告知なく、追加、削除または変更されることがあります。 

４ 本規約は、本サービスの提供と利用に関して当社と利用者に適用され、利用者は本規約の各事項により本サービスを利用します。 

５ 当社は、利用者の事前承認なく、本規約の追加、削除または変更ができます。 

６ 本規約を変更したのち利用者が当サイトやサービスの利用を開始した時点で当該利用者はその内容を承認したとみなされます。 

7．本規約の変更等に伴い、利用者に不利益、損害が発生した場合、当社はその責任を一切負いません。。 

第 2 条  (ご注文とお支払) 

ご注文 

全てのご注文は、ヴィタエルーキスの書面による承諾が要件となり、Ｅメールで確認されます。 

ご注文方法 

 オンライン・ショッピングの BRAND CATALOG 取り扱いブランド頁の「商品一覧はコチラ」をクリックいただき，次頁の「CATALOG 取リ扱

い商品一覧」リストからご希望の商品の画像をクリックします。次頁で商品の画像、ブランド、品番、金額(税込)、発注個数を確認して「カートに

入れる」をクリックします。 

次頁「CART カートの中身」の商品名、単価(税抜)、個数、小計を確認して「購入手続きに進む」をクリックします。 

次頁の「CART カートの中身」に進み、商品名、単価(税抜)、個数、小計、送料、消費税、「お支払金額」を確認いただき、「購入者情報の入力」に、

お名前、配送先、電話、メールアドレス、支払方法、クレジットカード決済か銀行振り込みを選択して「クレジット」カード決済の方は、カード番

号、有効期限、セキュリティーコード、カード支払方法を入力、「確認画面へ」をクリックすると次頁の「カートの中身」に進みます。 

「銀行振り込み」の方は、お名前、郵便番号、電話番号、メールアドレス、支払方法を入力して「確認画面へ」をクリックすると次頁の「カートの

中身」に進みます。 

注文の商品、お支払金額、購入者情報入力をご確認ください。 確認後「上記内容で送信」をクリックすると、注文を承りましたとの表示がでて、

お客様の「ご注文」は確定します。 

ご購入者様あてに「注文控え」がヴィタエルーキスより自動送信されます。 

利用規約または法令上が定める場合を省き、その後の変更または取り消しはできません。ヴィタエルーキスはお客様とのすべての取引記録および

ご案内内容を一定期間保管します。当サイト上の取引に関するヴィタエルーキスとお客様との間に紛争が生じた場合は、その記録を取引の詳細に

関する証拠とさせていただく場合がございます。 

１． ご注文頂きました時計は最終出荷前検品(外装の確認、作動確認、時間調整、防水テスト。時計の種類により 5～10 日間かかります)を経て、

14 営業日以内にご購入者に発送します。アクセサリーは 7 営業日以内に発送します。 

２． 当オンライン・ショッピングの商品は実店舗でも販売しています。お客様が選択された商品の発送予定が変更になった場合、ヴィタエルーキ

スはＥメールにてできるだけ早くお客様に新規配送予定をご連絡致します。 

３． 複数の商品をご注文いただき、その一部の配送が変更のときは、ヴィタエルーキスはＥメールにて、新規配送予定をご連絡させていただきま

す。お客様は複数の商品の一括配送か、分けての配送かをお選び頂きヴィタエルーキスにご返信ください。 

４． キャンセルを繰り返されて「注文」待ちの他のお客様にも迷惑をかけると当方で判断した場合は次回からのご注文をお断りさせていただく場



合もございます。ご了承ください。 

 

商品の発送からお手元への配送日数は地域により異なります。年末年始、ゴールデンウィークなどお休みが含まれる時期や、商品の在庫状況などの

理由により、もう少しお時間を頂く場合がございます。発送完了時にヴィタエルーキスは、宅配会社の配送番号をＥメールにてお客様にご連絡いた

します。 

尚、複数の商品をご注文いただいた場合、複数回に分けての発送となる場合がございます。 

お支払について。 

[Visa] [Master] [ JCB] 3 社のクレジットカードがご使用いただけます。 

3D セキュア（完全）、セキュリティコードを使用しており、本ＥＣサイトサーバー上にお客様のクレジットカード情報が残らないシステムを採用

しております。また、注文フォームから送信されるデーターは、ＳＳＬにより暗号化されて送信されますので、途中で盗み見される、改ざんされる

心配がありません。安心してクレジットカードの情報をオンラインで送信していただけます。 

カード会社名 ご利用可能なお支払方法 

ＶＩＳＡ 一括（2,3,5,6,10,12,15,18,20,24 回）リボあり、ボーナス一括あり 

Ｍａｓｔｅｒ 一括（2,3,5,6,10,12,15,18,20,24 回）リボあり、ボーナス一括あり 

ＪＣＢ 一括（2,3,5,6,10,12,15,18,20,24 回）リボあり、ボーナス一括あり 

上記 3 クレジットカード会社から「ご注文」の確認と認証がされます。お客様へ商品の発送日が決済日となります。 

カード会社にご登録されているお電話番号での「ご注文｝をお願いします。当 Web サイトでご購入に頂いた商品の発送前に、カードにご登録のお

電話番号へご本人様確認のお電話をさせていただくことがございます。ヴィタエルーキスでは、クレジットカードの不正利用を防止する意味で、カ

ード会社にご登録いただいております名義人様の登録住所以外への配送を御断りしております。 

 

商品代金の銀行振り込み 

商品代金を銀行振り込みでお支払いいただけます。ご注文の際「銀行振り込み」を選択銀行の振込み記録で入金確認を致します。 

振込手数料はご負担下さい。    

カブシキガイシャヴィタエルーキス 

株式会社 ヴィタエルーキス 

三菱ＵＦＪ銀行(0005)目黒支店(680) 

普通 0125513 

修理品と修理代金決済について。 

ご購入の時計の修理代金、付属品、ストラップベルト、バッテリー、電池、ウオッチボックス等の有償交換費用については 30 万円(消費税別)を上

限として「佐川急便の代引きＥコレクト」での配送ができます。お受け取りの際、現金かクレジットカードでの決済となります。詳細は以下,ヴィ

タエルーキスの E mail にお問い合わせください。 

オン・ラインショッピング E mail : info@vitaelucis.com 

なお修理・アフターセールスサービスはヴィタエルーキスオンラインショップでご購入頂いたお客様への限定メンテナンス有料サービスです。 

 

第 3 条    商品につきまして 

ヴィタエルーキスは当サイトで表示する商品の色、デザイン、素材感の正確さを保つための映像表現には最大限の努力をしています。商品によって

若干の差異がある場合はご容赦ください。また、お客様への事前の通知なく、当サイト上で提供するブランドの追加、商品の種類、価格を変更する

ことがあります。 

 

 

保証書の発行 

ヴィタエルーキスでご購入の時計について、各ブランドとヴィタエルーキスの契約にもとづき国際保証書を発行します。各保証期間について

はホームページの各ブランド欄に明記しています。 

時計をご購入のお客様は以下の条件にてご購入者名義の国際保証書の発行を受けることができます。 



１． ご購入者が商品代金を決済され時計を受領された日(販売日)から 2 年間です。一部 5 年間がございます。 

２． 保証書請求はがきを時計に同封して配送しますので、時計を受領後、保証書請求はがきに必要事項をご記入の上ヴィタエルーキス宛ご

郵送ください。保証書請求はがきにご記載頂いたご購入者様情報と販売記録を確認後、保証書を郵送いたします。 

３． ヴィタエルーキスはご購入者様宛に新製品、イベント、マーケティング、メンテナンス情報等を Email 等で配送することがあります。 

ご希望されない方は「送付」不希望と保証書請求はがきにご記入ください。 

４． 時計の保証は付属品、ストラップベルト、電池・バッテリー交換、オーバーホール、ご購入者様の不適切な使用による故障、破損、自

然劣化、不当修理による不具合等は対象外となります。 

所有権の保留 

ヴィタエルーキスは配送商品に運送保険をかけます。商品をご購入者にお渡しするまで、商品はヴィタエルーキスに帰属いたします。 

 

第 4 条  商品の配送と受け取り 

配達場所 

当サイトを通じてご購入頂いた商品の配達は日本国内のみ可能です。私書箱、ホテル、ウイークリーマンション、宅配ボックスへの配達は行いませ

ん。ご購入者様宛でご購入者様のご住所にお届けいたします。  

配送業者 

佐川急便で配送致します 

送料 

送料 無料 Devon  デヴォン Snyper スナイパー Ralftech ラルフテック ２Saints トゥーセインツ CLVｌｌセレベドゥー 

送料 (全国一律１０００円） Vilebrequin ヴィレブレクィン 

配達可能地区の日程。  

関東、青森を除く東北エリア、北陸エリア、東海エリア 発送日の翌日か翌々日。 

青森、北海道エリア 発送日の翌々日か 3 日目 

四国、九州エリア 発送日の翌々日か 4 日目 

沖縄地区 発送日から 3 日目か 4 日目 

その他、配達日数が特定できない地区、島嶼地域がございますのでお問い合わせください。 

年末年始、お盆、自然災害等により日程が変わる場合もございます。 

商品のお受け取り 

商品お受け取りの際は、ご購入者様によりご注文内容との確認をお願いいたします 

商品には運送保険をかけておりますので配達時に、ご購入者ご本人の確認、代理で受け取りになる方の確認とフルネームでの商品受領のサインを

頂く場合がございます。商品の追跡は佐川急便の Web サイトでお客様ご自身がご確認可能です。 

商品の未着または配達予定日を超過しても配達されない場合は、すぐに当社のＥメール、info@vitaelucis.com あてご連絡ください。 

不在通知と再発送について 

配送当日にご購入者様のご都合、ご不在で荷物をお受け取れない場合、佐川急便は不在通知をご購入者の郵便受け等に残します。佐川急便は配送当

日を含め 7 日間、当該営業所に商品を持ち帰り保管します。期限を過ぎますと配送元の当社に返送されますので必ず期間内に佐川急便に連絡の上

お受け取りください。 当社に戻された商品をご購入者様に再発送の場合は再発送運賃、商品保険代をご購入者様にお支払頂きます。宅配での代引

きあるいは当社の銀行口座に再発送前にお振込みください。 

配送先の受取人が受け取りを拒否した場合には当社は「注文」し、商品代を決済されたご購入者様のご住所(配送地域内)へ再配送します。その際商

品保険代、再運送費は発送前に当社の銀行口座にお振込みいただくか「宅配での代引き」にさせていただきます。受取人が商品を紛失、破損、転売

等でお客様に商品を渡さない場合、再発送での商品の紛失、破損について当社は一切の責任、ご購入者へ一切の補償義務はありません。 

取扱商品の修理、付属品の代金決済及び配送について 

お買い上げ取扱商品の修理、ストラップベルト交換、メンテナンス等は当社「お問い合わせフォーマット」から、あるいは  info@vitaelucis.com に

お問い合わせください。費用の概算見積もりと所要日数をメールにて返信致します。ご確認の上、メールでの「御注文」をお願い致します。お客様



への販売履歴確認のためお客様の「保証書」に記載された該当商品の名称、品番、シリアルナンバー、お買い上げ日、お名前、ご住所(修理品送付

先)、電話番号、メールアドレスもご記入ください。修理品等の代金決済は当社の銀行口座へ当社よりの発送前にお振込頂くか。佐川急便の E コレ

クト(代引き・クレジットカード払い)限度額 30 万円(消費税別)での配送も可能です。 

 

第 5 条   交換及び返品条件 (時計、アクセサリー) 

１お客様都合の交換、返品はお受けいたしておりません。 

2 交換をお受けできる場合は次のとおりです。 

商品の品質には万全の注意を払っておりますが、当社において下記のいずれかに該当すると認定させていただいた場合にのみ、交換にてご対応さ

せていただきます。この場合の交換に係る往復の送料は当社にて負担いたします。なお当社にご返送いただくまでに商品に紛失・破損・汚損などが

生じた場合や付属品・同封物などが不足している場合には、交換をお受けできません。 

① お届けした商品が不良品の場合。 

② 配送中の事故により商品が破損、汚損した場合。 

③ 注文した商品と異なる商品が届けられた場合。(お客様が意図または期待した商品と異なる商品が届けられた場合は含みません) 

3 交換をお受けできる期間は次のとおりです。 

商品を受領した日を含め 2 日以内に当社 E メール info@vitaelucis.com にご連絡ください。商品受領日を含めた 2 日以内にご連絡を頂

かない場合は、商品に問題がないことをご確認いただいたものとみなし、以降交換をお受けすることはできません。 

４交換の手順は次の通りです。 

当社が交換を承れると判断した場合は E メールで「送り先」および担当の佐川急便をご連絡いたします。配達された商品パッケージ(商

品、文書、保証書、保証書請求はがき、防護カバー、充電ボックス、アダプター、箱、スペアベルト、工具、説明書などすべて)を佐川

急便にご返却ください。ご返却いただいた商品は当社が検品し、上記①，②，③に該当するかを確認して交換商品を送付いたします。

なお交換商品の送付まで時間がかかることもありますのでご了承ください。上記①，②，③に該当しない場合、また、お客様が商品を

ご使用された痕跡、使用されていると当社が判断した場合、お客様による破損、外観・仕様の変更などがあった場合、返送いただいた

商品パッケージに不足があった場合などは、商品の交換はお受けできません。この場合、当該商品はお客様に返送させていただきます。 

5．当社の都合により商品の交換が不可能な場合に限り、返品にてご対応させていただきます。 

第 6 条  プライバシーに関する方針 

本プライバシーに関する方針の諸条件は、当サイトを通してお客様がご購入された商品に関連してお客様から提供を受けたすべての個人情報の処

理に適用されます。本プライバシーに関する方針は、お客様が当サイトで商品の購入をすることなく閲覧、当サイトに登録、当サイトを通して購入

するためにヴィタエルーキスのサービスをご利用いただく際に適用されます。当サイトをご利用いただくことにより、お客様は本プライバシーに

関する方針の規定を承諾することとなります。 本プライバシーに関する方針を拒否することをご希望の場合は、当サイトのご利用をお控えいた

だくようお願いいたします。 

個人情報の処理と開示 

社内運営上の目的のために限り、ヴィタエルーキスはお客様の個人情報の一部の処理業務を特定の業者に委託しております。その業務の目的は、商

品の販売・発送のサービス提供のためです。ヴィタエルーキスにより選択された当該データー処理業者は、当該業者のデータ処理の実績及び個人情

報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)及び関連諸法令、さらには個人情報の処理に関連して当該業者が採用したセキュリティー

対策技術を含む、適用される法律及び規則の順守に対する的確な保証を理由として選ばれた業者です。当サイトの利用者の個人情報の処理上、当該

データー処理業者はヴィタエルーキスの指示に従い業務を行っていること、適用される法律及び規則遵守に関して適切に業務を行っていることを

保証すること、を定期的に確認しております。 

お客様の個人情報は、お客様の個人情報は法令等により開示が要求される場合、国の機関、地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定め

る事務を遂行することに対して協力する必要がある場合、業務の適切な運営に著しい支障をきたす恐れがある場合において、ヴィタエルーキス並

びに業務委託契約を締結した協力会社、クレジット会社を除く第三者に対して開示される場合がございます。法令によって開示に際しお客様の同

意が必要とされる場合は、お客様に通知または承諾なしに開示されることはございません。 

個人情報の利用と利用目的 



お客様の個人情報は、当サイトのサービス及び当サイトを通じたお客様の商品のご購入に関連した目的に限り、ヴィタエルーキスにより収集また

は処理されます。 

ヴィタエルーキスは、マーケティング目的のためにヴィタエルーキス・サービスリペア部門、オンライン・ショッピング部門を除く第三者に対して

お客様のＥメールリストを開示しません。ただしお客様がヴィタエルーキス「お問い合わせフォーマット」、「商品注文フォーマット」

info@vitaelucis.com 、保証書請求はがき、を通してのお問い合わせ、技術サポート、保証書発行を要望された場合の個人情報は、適用される法令

に従い、当該個人情報が収集、その後処理されるための当初の目的のために最低限必要な期間内においてヴィタエルーキスが個人を特定できる状

態で保存されます。 

第 7 条  知的財産権と商標 

ヴィタエルーキス、ヴィタエルーキス オンライン・ショッピングの商標、及び当サイトのコンテンツはヴィタエルーキスに帰属します。 

裁判管轄 

本利用規約の準拠法は日本法とし東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。 

免責と責任制限 

当サイトの利用によって生じた、あるいはこれに関連して生じたいかなる損害に対しても。 

ヴィタエルーキスは一切責任を負いません。適用される消費者保護法または保険に関する情報の利用或いは誤った利用または信用に起因する直接、

間接、特別または結果損害や損失に対して、ヴィタエルーキスは一切の責任を負いません。 

拘束力のある合意 

ヴィタエルーキスの本利用規約は、ヴィタエルーキスとお客様間の拘束力のある合意となります。 

 


