
2021年 4月 26日 

 

「Boo-Wooチケット会員規約」及び「サイト利用規約」改定のお知らせ 

 

 

平素は弊社サービスをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。 

このたび、2021年 6月 1日付で下記の規約を改定致します。 

 

■Boo-Wooチケット会員規約 

■サイト利用規約 

 

１．変更点 

（１） Boo-Wooチケット会員規約 

・第 5条第 1項、第 9条第 2項・第 3項、第 12条 

【主な変更内容】 

当社の責任範囲について、「当社に故意又は重過失のある場合」から「当社に故

意又は過失のある場合」に変更致します。また、当社の責任に関する基本的な規

定を第 9条第 3項に集約するため、一部条項を削除致します。 

（２）サイト利用規約 

・第 11 条第 3項 

【主な変更内容】 

当社の責任に関する基本的な規定を第 16条に集約するため、削除致します。 

 

２．改定後規約 

改定後規約の全文は別紙にてご確認ください。 

 

今後とも弊社サービスの変わらぬご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

  



別紙 

 

Boo-Wooチケット会員規約 

 

第 1条(定義) 

 

本「Boo-Wooチケット会員規約」（以下「本規約」といいます。）において、以下の用語は以

下に定める意味を有するものとします。 

(1)「会員」とは、本規約に同意の上、株式会社ブギウギエンタテインメント（以下「当社」

といいます。）が定める必要な情報を登録し、当社より Boo-Wooチケット会員組織（以下「本

会」といいます。）への入会について承認を受けた者をいいます（当該情報登録より当社の

承認までの手続きを、以下「会員登録」といいます。）。 

(2)「サービス等」とは、会員にかかるサービスを総称していいます。 

(3)「取引」とは、会員がサービス等を利用して行う、チケットの予約、お買い物、キャン

ペーン申込、プレゼント応募等の各種行為をいいます。 

(4)「本規約等」とは、本規約その他当社が定める規約、ガイドライン等の総称をいいます。 

(5)「ローソン WEB会員」とは、株式会社ローソンのグループ各社が定める必要な情報を登

録し、これらの者よりローソン WEB会員組織への入会について承認を受けた者をいいます。 

 

第 2条(本規約) 

 

本規約は、これから会員登録を実施される方、及びすべての会員に適用され、登録手続時及

び会員登録後にお守りいただく規約です。 

 

第 3条（Boo-Woo チケット会員） 

 

1.会員は、当社が定める条件に従って、サービス等を利用することができます。 

2.会員は、会員としての地位及びサービス等の利用により当社に対して取得した一切の権

利を、譲渡、貸与、担保差入その他形態を問わず処分することはできません。 

 

第 4条(会員登録手続) 

 

1.ローソン WEB会員登録 

会員登録の申込みを行うには、別途ローソン WEB会員への登録が必要となります。登録希望

者は、自己の責任において、ローソン WEB会員登録を行うものとします。 

2.会員情報の入力 



会員登録手続の際には、所定の注意をよくご理解のうえ、必要事項を正確に登録してくださ

い。 

3.会員資格 

本規約に同意のうえ所定の会員登録の申込みをされた個人は、当社の定める登録手続を経

て当社により承認を受けることにより会員としての資格を有します。登録手続は、会員とな

るご本人が行ってください。代理による登録は一切認められません。なお、過去に会員資格

が取り消された方や当社が相応しくないと判断した方からの登録申込についてはお断りす

る場合があります。 

4.登録メールアドレス 

登録時に登録するメールアドレスは、会員ご自身の保有するメールアドレスをご登録下さ

い。他人のメールアドレスでのご登録はお断りします。会社や学校、ご家族等、複数の人に

よってメールアドレスを共有されている場合においては、当該共有者の総意で当該会員に

当該メールアドレスでの会員登録を認める場合に限り、当該メールアドレスでの登録を認

めるものとします。ただし、この場合も、サービス等の利用については登録者ご自身に限定

されるものとします。 

5.複数登録 

１人の利用者による複数の会員登録又は会員の地位の保有はお断りする場合があります。 

 

第 5条(パスワードの管理) 

 

1.パスワード等の認証情報は、他人に知られることがないよう、会員本人の自己責任にて管

理するものとします。なお、メールアドレス等の識別子及びパスワード等の認証情報の利用

があり、当該利用されたメールアドレス等の識別子及びパスワード等の認証情報と会員登

録されたものとが一致することが所定の方法により確認された場合、当該メールアドレス

等の識別子及びパスワード等の認証情報を登録された会員による利用があったものとみな

し、当該利用（サービス等の利用や商品の購入等）により代金が発生した場合は、当該会員

にご請求させていただきます。 

2.会員は、メールアドレス等の識別子及びパスワード等の認証情報を第三者に譲渡、貸与し

てはならないものとします。 

3.会員は、メールアドレス等の識別子又はパスワード等の認証情報など、登録情報が第三者

によって不正に使用されていることが判明した場合には、ただちに当社に連絡するものと

します。 

 

第 6条(登録情報の変更) 

 

1.登録した情報に変更が生じた場合は、速やかに変更登録をお願いします。変更登録がなさ



れなかったことにより生じた損害について、当社は一切責任を負いません。また、変更登録

がなされた場合でも、変更登録前にすでに手続がなされた取引は、変更登録前の情報に基づ

いて行われます。 

2. 会員が本会の登録情報の一部又は全部を変更した場合、会員がローソン WEB会員登録情

報の変更も行ったものとみなし、当該変更内容はローソン WEB 会員登録情報にも反映され

ます。 

3. 会員がローソン WEB会員登録情報の一部又は全部を変更した場合、会員が本会の登録情

報の変更も行ったものとみなし、当該変更内容は本会の登録情報にも反映されます。 

 

第 7条(会員の退会) 

 

1.会員が本会の退会を希望する場合には、会員本人が退会手続を行ってください。 

2.会員が前項に従い本会を退会した場合でも、ローソン WEB 会員組織を退会したことには

なりません。 

3.会員がローソン WEB 会員組織を退会、またはローソン WEB 会員組織の会員資格を喪失し

た場合、会員は本会も自動的に退会となります。 

 

第 8条(知的財産権) 

 

1.サービス等にかかわる知的財産権(著作権、商標権、意匠権、肖像権等)、その他の権利に

ついては、特に定めのない限り当社もしくは権利者に帰属するものとし、会員はその権利を

尊重するものとします。 

2.会員は、サービス等で得られる一切の情報や画像等について、当社もしくは権利者の許諾

を得ずに、著作権法等に定める個人の私的使用その他法律によって明示的に認められる範

囲を超えて、これらの全部又は一部の利用、転載、複製、配布、改変等をすることはできな

いものとします。 

 

第 9条(当社の免責) 

 

1.当社は、サービス等で提供される全ての情報に関する有用性、適合性、完全性、正確性、

安全性、合法性、最新性等に関する内容の真偽、第三者の権利を侵害していないことなどに

ついて、一切保証しません。 

2.当社は、当社のウェブページ・サーバ・ドメインなどから送られるメール・コンテンツに、

コンピューター・ウィルスなどの有害なものが含まれていないことを保証しません。 

3. 会員によるサービス等の利用に関連して、当社が責任を負う場合は、当社に故意又は過

失がある場合に限られます。当社が責任を負う場合であっても、当社に故意又は重過失ある



場合を除き、会員に現実に生じた直接かつ通常の範囲内の損害に限り責任を負い、逸失利益、

特別損害その他の損害については責任を負いません。 

4.会員が本規約等に違反したことによって第三者に生じた損害については、当社は一切責

任を負いません。 

 

第 10条(禁止事項) 

 

サービス等の利用に際して、会員は次の各号の行為を行ってはいけません。 

(1)法令又は本規約等に違反すること、又はその恐れのある行為を行うこと。 

(2)当社及びその他の第三者の権利、利益、名誉等を損ねること。 

(3)青少年の心身に悪影響を及ぼす恐れがある行為、その他公序良俗に反する行為を行うこ

と。 

(4)当社に対する詐欺などの不正利用行為、又は不正利用に準ずる行為を行うこと。 

(5)犯罪行為又は犯罪行為に結びつく行為を行うこと。 

(6)サービス等の運営を妨げ、あるいは当社の信頼を棄損するような行為を行うこと。 

(7)サービス等を商用目的で利用すること。 

(8)他の利用者その他の第三者に迷惑となる行為や不快感を抱かせる行為を行うこと。 

(9)虚偽の情報を当社に提供すること。 

(10)有害なコンピュータプログラム、メール等を送信又は書き込むこと。 

(11)当社のソフトウェア・ハードウェア・通信機器等の機能を妨害、破壊、制御等すること。 

(12)当社のサーバーその他のコンピュータに不正にアクセスすること。 

(13)メールアドレスもしくはパスワード、その他会員認証に用いる識別子を第三者に貸与・

譲渡すること、又は第三者と共用すること。 

 

第 11条(個人情報等の取扱い) 

 

1. 当社は、以下に定めるほか、当社の個人情報保護方針等に従い、会員の個人情報等を取

り扱います。 

2.当社は、会員がサービス等の利用を停止したとしても、会員が個人情報抹消の請求をしな

い限り、当社の裁量により相当と認める保管期間経過後に廃棄することができるものとし

ます。 

3. 当社は、会員が利用したサービス等の内容、その他サービス等の提供にあたり取得した

利用者の情報（個人情報保護法所定の「個人データ」及び「個人データ」に付随する情報を

含みます。）を、株式会社中日新聞社（以下「中日新聞社」といいます。）、並びに株式会社

ローソン、株式会社ローソンの子会社及び持分法適用会社（以下併せて「ローソングループ」

といいます。）との間で、以下に定めたとおり、共同利用します。 



(1) 共同利用する個人データの項目 

メールアドレス等の会員情報識別子、メールアドレス、氏名、性別、生年月日、郵便番号、

住所、電話番号、サービス等の利用履歴、取引等の利用・購入履歴 

(2) 共同利用する個人データの利用目的 

チケット・商品・特典等の引渡し・発送・決済、関連するアフターサービスの提供、サービ

ス等及び取引に関連する情報の案内、当社が販売するチケット等にかかる主催者・運営者・

出演者事務所・スポーツクラブチーム・施設管理者等が提供する興行・商品・サービスに関

連する情報の案内、その他各共同利用者が適切と判断した自己又は第三者の商品・サービ

ス・キャンペーン等の販売・提供・広告案内等の販売促進活動、マーケティング活動 

(3) 個人データの管理責任者 

〒460-0001 

名古屋市中区三の丸一丁目 6番 1号 

株式会社ブギウギエンタテインメント 

代表取締役社長 鷲見卓 

 

第 12条(サービス等の中断・停止等) 

 

当社は、サービス等を常に良好な状態でご利用いただくために、システムの定期保守を行い

ます。この場合、当社所定のウェブサイト等において定期保守の予定を告知します。 

また、当社は、システムの緊急保守を行う場合、システムに負荷が集中した場合、サービス

等の運営に支障が生じると当社が判断した場合、会員のセキュリティを確保する必要が生

じた場合、その他必要があると合理的に判断した場合には、事前に通知することなく、サー

ビス等の全部又は一部の提供を中断又は停止する等の必要な措置を取ることができるもの

とします。 

 

第 13条(特定会員の利用停止・会員資格取消) 

 

1.当社は、特定の会員が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく

当該会員によるサービス等の利用停止、当該会員の登録抹消、損害賠償請求等の必要な対応

（法的措置を含みますが、これに限りません。）等を行うことができるものとします。これ

により会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。 

(1)会員に法令や本規約等に違反する行為があった場合 

(2)会員にサービス等利用に関して不正行為があった場合 

(3)一定回数以上のパスワードの入力ミスがあるなど会員のセキュリティを確保するため

に必要な場合 

(4)会員が、サービスの利用料金、取引の対価等の支払い債務の履行を遅滞し、又は支払い



を拒絶した場合 

(5)ローソン WEB 会員規約に違反する場合 

(6)その他当社が適当と判断した場合 

2.前項のほか、会員が当社の定める一定の期間内に一定回数のログインを行わなかった場

合、又は当社からの会員への電子メールによる各種連絡がエラーで完了できない状態にあ

る場合は、当社は、事前に通知することなく当該会員の登録の抹消等を行うことができるも

のとします。 

 

第 14条(サービスの変更・廃止) 

 

当社は、その判断によりサービス等の全部又は一部を適宜変更・廃止できるものとします。

なお、当該変更・廃止に伴い会員に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものと

します。 

 

第 15条(本規約の改定) 

 

当社において本規約を補充する規約（以下「補充規約」といいます。）を定めることができ

るものとします。本規約及び補充規約は民法第 548 条の 2 第 1 項に定める定型約款に該当

し、当社は本規約及び補充規約を民法第 548 条の 4 の定型約款変更の規定に基づいて変更

することがあります。 

 

第 16条(反社会的勢力の排除) 

 

会員は、反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない

者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力

集団等、その他これらに準ずる者をいいます。）に該当しないこと、また暴力的行為、詐術・

脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないことを、将来にわたっても表明するものとし

ます。かかる表明に違反した場合には、異議なく会員の登録抹消及びサービス等の利用停止

ならびに取引にかかる個別の契約の解除等の措置を受け入れるものとします。 

 

第 17条(準拠法) 

 

本規約は日本法に基づき解釈されるものとします。 

 

以上 

 



付則 

日本標準時 2021 年 6月 1日改定  



サイト利用規約 

第 1条(定義) 

本「サイト利用規約」においては、別途定めのない限り、以下の用語の定義は、各号記載

のとおりとします。 

(1)「本規約」：本「サイト利用規約」をいいます。 

(2)「当社」：株式会社ブギウギエンタテインメントをいいます。 

(3)「当社等」：当社及び当社の業務委託先（株式会社ローソンエンタテインメントを含み

ますがこれに限られません。）をいいます。 

(4)「本サイト」：当社等が提供するインターネットウェブサイト及び当社等が開設・運営

するソーシャルメディアアカウントページをいいます。 

(5)「本アプリ」：当社等が提供するアプリケーションソフトウェア（「ローチケ」を含

みますが、これらに限られません。）をいいます。 

(6)「利用者」：本サイト又は本アプリをご利用（本サイト又は本アプリを利用した商品

購入取引、サービス提供取引、お問合せのほか、本サイト又は本アプリの閲覧・検索サー

ビスのみのご利用も含みます）される方をいいます。 

(7)「本サービス」：本サイト又は本アプリを通じて当社等が利用者に対し行う、商品及

びサービスの提供、お問合せ対応等を総称していいます。 

(8)「個人情報」：個人情報の保護に関する法律第 2条において定義される「個人情報」

と同義とし、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等の特定の利用者個人を識別で

きる情報をいいます。 

第 2条(本規約の適用範囲) 

1.本規約は、本サイト、本アプリ及び本サービスのご利用に関して当社等及び利用者に適

用されます。また、利用者が本サイト、本アプリ及び本サービスをご利用された場合に

は、最新の本規約の条件すべてにご同意されたものとみなします。 

2.本サイト、本アプリ及び本サービスの利用は全て利用者の責任において、また未成年者

による本サイト、本アプリ及び本サービスのご利用は親権者の同意と責任において行われ

るものとします。 

3.利用者が、他の参加者又は同行者、その他の第三者（以下「同行者等」）にかかる本サ

ービスの利用申込を行った場合、当該利用申込は、同行者等から利用者に対する正当な委

任のもと行われたものとみなします。この場合、当該利用者は、当社に対し、同行者等本

人から本サービスの利用申込及び付随する事務を行う正当な代理権限を付与されているこ

とを保証するものとします。 

4.本サイトに掲示される、「チケット販売等に関する規定」、「個人情報の取扱いに関す



る公表事項及び同意事項」、個別の本サービスの利用上の決まり、その他の規定・規約及

び今後当社等が発表する規定・規約等は、本規約の一部を構成するものとし、利用者はこ

れを承諾するものとします。 

第 3条(本規約の変更) 

1.本規約は民法第 548 条の 2第 1項に定める定型約款に該当し、当社等は、本規約を民法

第 548条の 4の定型約款変更の規定に基づいて変更することがあります。 

2.変更された本規約は、利用者に重大な不利益をもたらす変更を除き、既に成立した当社

等と利用者との間の契約及び各サービスにも適用されます。なお、利用者にとって重大な

不利益か否かは、変更点のみならず、その変更に伴い当社等が実施する経過措置の内容等

を総合的に考慮して判断するものとします。 

第 4条(当社等からの通知) 

1.利用者への必要事項の通知は、本サイトもしくは本アプリ上の掲示、電子メール又は当

社等が適当と認める方法により行うものとします。 

2.前項の通知が本サイト又は本アプリ上で行われる場合は、本サイト又は本アプリ上に掲

示した時点で全ての利用者に通知が完了したものとみなし、当該通知が電子メールで行わ

れる場合は、利用者が予め届け出た電子メールアドレスに到達した（メールサーバに記録

された）ときに通知が完了したものとみなします。なお、利用者は、当社等が電子メール

で発信した通知を遅滞なく閲覧するものとします。 

第 5条(メールマガジン等) 

当社等は、利用者に対し、当社が扱う商品・サービス等の情報又は商品・サービス等に関

連した情報について、電子メールにて告知等を行います。但し、当該告知は原則として、

当社等からの電子メール配信を許諾している利用者に限ります。 

第 6条(アンケート) 

当社等は、サービス向上のために調査・情報収集・分析を行う目的で利用者にアンケート

を行う場合があります。また、一部の情報（性別・年代等、個人や個人の回答が特定され

ないもの）を活用した集計結果について発表又は当社の取り扱うチケット商品の興行主催

者等にデータにて提供する場合があります。 

第 7条(届け出内容の変更) 



1.利用者は、当社等に届け出た内容に変更又は間違いがあった場合は、速やかに所定の方

法により当該変更又は訂正の届出を当社等に対し行うものとします。利用者の届出内容に

誤りがあった場合、利用者からの申出の有無に拘らず、必要な範囲内において、当社等が

自己の保有する利用者情報の一部を変更することを、利用者は承諾するものとします。 

2.利用者は、前項の届出を怠ったことにより、当社等からの通知又は物品の送付が不到達

となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承諾するも

のとします。 

3.本条第 1項の届出を怠ったことによる利用者の損害については、当社等は一切責任を負

いません。また、利用者が届出を怠ったことにより当社等又は第三者が被った損害につい

て、その責任は全て当該利用者が負うものとします。 

第 8条(利用環境の準備) 

1.利用者は自己の責任と負担において、本サイト、本アプリ及び本サービスを利用するに

あたり必要な通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準

備（購入、接続、インストールその他の行為を含みます）するものとします。また、これ

らの利用及び維持管理は、利用者が自己の費用と責任において行うものとし、一切の通信

料･接続料等は利用者が負担するものとします。 

2.利用者は、本サイト、本アプリ及び本サービスを利用する場合は、パーソナルコンピュ

ータ、携帯端末の動作推奨環境を本サイト又は本アプリにて使用の都度確認するものとし

ます。但し、動作推奨環境下においても、当社等は本サイト、本アプリ及び本サービスの

完全提供を保証するものではなく、また、個々の機器の状態、通信状況等により本サイ

ト、本アプリ及び本サービスを正常に提供できない場合があることを、利用者は予め了承

するものとします。 

3.利用者は、当社等の推奨しない動作環境において本サイト、本アプリ及び本サービスを

利用したことによる苦情等を一切申し立てないものとします。また、このような場合、当

社等は損害賠償等の請求に対して一切責任を負いません。 

第 9条(禁止事項) 

1.利用者は、本サイト、本アプリ及び本サービスを利用して、以下の行為を行ってはなり

ません。 

(1)当社等又は第三者の著作権、財産権、プライバシー又はその他の権利を侵害する行

為、及び侵害する惧れのある行為。 

(2)当社等又は第三者を誹謗中傷する行為、他人の名誉を傷つける行為、又は脅迫する行

為 

(3)当社等に対する詐欺などの不正利用行為、又は不正利用に準ずる行為。 



(4)前各号の他、当社等又は第三者に不利益もしくは損害を与える行為、又は与える惧れ

のある行為。 

(5)公序良俗に反する行為、もしくはその惧れのある行為、又は公序良俗に反する情報を

第三者に提供する行為。 

(6)犯罪的行為、もしくは犯罪的行為に結びつく行為、又はその惧れのある行為。 

(7)虚偽の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等の使用又は登録、その他第三者

又は組織になりすました行為。 

(8)選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為。 

(9)性風俗、宗教、政治に関する活動。 

(10)当社等の承諾なく、本サイトもしくは本アプリを通じて、又は本サイトもしくは本ア

プリに関連して営利を目的とする行為、又はその準備を目的とした行為、その他商用目的

の利用行為。 

(11)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本サイトもしくは本アプリを通じて

又は本サイトもしくは本アプリの利用に関連して使用もしくは送信・書込・提供する行

為。 

(12)当社等のサーバその他のコンピュータに不正にアクセスする行為。 

(13)法令等に違反する又は違反する惧れのある行為。 

(14)その他当社等が不適切と判断する行為。 

2.利用者が前項に違反した場合又は違反する惧れのある場合、当社等は利用者の本サイ

ト、本アプリ及び本サービスの利用を制限できるものとします。また、利用者が前項に違

反したことにより当社等に損害を与えた場合、当社等は、当該利用者に対し、被った損害

の賠償を請求できるものとします。 

第 10条(著作権) 

1.利用者は、本サイト、本アプリ及び本サービスを通じて提供される情報又はファイルに

ついて、当社（当該情報について権利をもつ第三者がいる場合には、当該第三者を含みま

す）の許諾を得ないでいかなる方法においても著作権法で定める利用者個人の私的利用の

範囲を超えて使用することはできないものとし、あるいは、第三者に対しこれに反する行

為をさせないものとします。 

2.前項の規定にかかわらず、権利者との間で問題が発生した場合、利用者は自己の費用と

責任においてかかる問題を解決するものとします。 

第 11条(サービスの中断、中止) 

1.当社等は、本サイト、本アプリ及び本サービスを常に良好な状態でご利用いただくため

に、システムの定期保守を行います。この場合、当社等所定のウェブサイト等において定



期保守の予定を告知します。 

2.当社等は、以下の事項のいずれかに該当する場合、利用者に事前に通知することなく、

本サイト、本アプリ及び本サービスの運営・提供の中断・停止等の必要な措置を取ること

ができるものとします。 

(1)本サイト、本アプリ又は本サービスに関連する当社等又は第三者の設備、システム機

器、通信回線の保守を緊急に行う場合。 

(2)戦争、暴動、労働争議、地震、洪水、火災、停電その他の非常事態が発生し、又は発

生する惧れがあり、本サイト、本アプリ又は本サービスの提供が通常どおりできなくなっ

た場合、又は、通常どおりに提供できなくなる惧れがある場合。 

(3)当社等又は第三者の設備、システム機器、通信回線の異常、故障、障害、過負荷、そ

の他本サイト、本アプリ又は本サービスを利用者に提供できない事由が発生した場合。 

(4)利用者のセキュリティを確保する必要が生じた場合。 

(5)その他、当社等が本サイト、本アプリ又は本サービスの運営上、必要があると合理的

に判断した場合。 

 

第 12条(個人情報の取扱い) 

1.当社は、別途掲示する「個人情報保護方針」 及び「個人情報の取扱いに関する公表事

項及び同意事項」 に基づき利用者の個人情報を取扱うものとし、利用者はこれらに同意

の上、本サイト、本アプリ及び本サービスをご利用頂くものとします。 

2.当社は、利用者が本サービスのご利用にあたり入力、送信された情報について、機密保

持に十分な注意を払います。 

第 13条(属性情報・行動履歴の取得及び利用について) 

1.当社等は、Cookieや JavaScript等の技術を利用して、本サービスにかかる会員登録時

等にご提供いただいた情報のうち年齢や性別、職業、居住地域など特定の個人が識別でき

ない統計的な属性情報や、本サイト内における来訪者の行動履歴（アクセスした URL、コ

ンテンツ、参照順等）を取得することがあります。 

2.当社等は、利用者向けにパーソナライズされた適切なコンテンツ（チケット情報、キャ

ンペーン情報、ホームページ上の広告情報を含む。以下、本条及び次条において同じ。）

を提供するため、その他利用者のプライバシーの保護、利便性の向上、統計データの取

得、及び広告配信のために属性情報及び行動履歴を利用します。 

利用者は、利用者自身がブラウザの設定を変更することにより、Cookieの受け取りを拒否

することができますが、これを拒否された場合には、本サービスの一部が利用できなくな

る場合があります。 

https://www.ent.lawson.co.jp/policy/policy_4/
https://www.ent.lawson.co.jp/privacy/
https://www.ent.lawson.co.jp/privacy/


また、第三者のサイトにおいて、最も適切な広告（当社又は第三者の広告）を表示するた

めに、当社の広告配信業務提携先（以下「広告配信会社」といいます）が当サイトの

Cookie を保存し参照する場合があります。なお、お客様は、次に記載する各社の WEBサイ

トを通じて、各社のプライバシー保護に関する方針を確認いただくことや、ターゲティン

グ広告に用いる各社の Cookie機能を無効にすること（オプトアウト）が可能です。 

シーセンス株式会社 https://www.cxense.com/jp/about-us/privacy-policy 

株式会社フリークアウト https://js.fout.jp/info/privacy.html 

トレジャーデータ株式会社 https://www.treasuredata.co.jp/privacy/ 

株式会社インティメート・マージャー 

https://corp.intimatemerger.com/privacypolicy/ 

Facebook Japan 株式会社 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

Twitter Japan株式会社 https://help.twitter.com/ja/safety-and-security/privacy-

controls-for-tailored-ads 

株式会社電通 http://www.dentsu.co.jp/terms/sp/data_policy.html 

株式会社マイクロアド https://send.microad.jp/w3c/ 

LINE株式会社 https://optout.tr.line.me/ 

グーグル合同会社 https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=ja 

ヤフー株式会社 https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html 

Rokt合同会社 https://rokt.com/privacy-policy/ 

Cookie とは 

3.本サイトにおいて利用者に適切な広告を表示するために、広告配信会社が提供する行動

ターゲティング広告サービスを利用して第三者の Cookie を保存し、参照する場合があり

ます。この場合の Cookieの利用は、広告配信会社のプライバシーの考え方に従って行わ

れます。 

4.前各項のいずれの場合においても、Cookie に保存されている属性情報・行動履歴のみで

は、特定の利用者個人を識別することはできません。 

第 14条(位置情報・端末情報の取得及び利用について) 

当社等は、利用者がモバイル端末を利用して本サービスを利用する場合、当該端末の位置

情報・端末情報を定期的に測位・取得し、当該位置情報、当該端末の電話番号又は端末識

別 ID、その他の端末情報（個人情報は含みません。）及びこれらの情報の取得時刻を以下

の目的に利用することがあります。 

(1)本サービスの本来の機能の提供 

https://www.ent.lawson.co.jp/aboutcookie/


(2)本サービスの利用状況の調査・分析、改善その他品質向上 

(3)本サービスの障害・不具合の調査・対応 

(4)位置情報を活用したサービスの開発、実施 

(5)利用者向けにパーソナライズされた適切なコンテンツ及びクーポン等の配信 

(6)第三者が利用者向けにパーソナライズされた適切なコンテンツを配信することを目的

とした、第三者への提供 

第 15条(セキュリティ) 

予約・決済時には、悪意のある第三者によって、これらの情報が傍受・妨害されることを

防ぐため、”SSL 暗号化通信”を採用しております。 

SSL はウェブサイト上での通信の安全対策として、業界標準になっております。データを

インターネットで送信する前に、暗号化することにより傍受を防止します。 

第 16条(免責事項) 

1.利用者が本サイト又は本アプリを通じて得る情報等について、当社等は、その完全性、

安全性、正確性、確実性、有用性、最新性、合法性、道徳性等いかなる保証も行うもので

はありません。利用者が本サイト又は本アプリを通じて得た情報に基づいて作成したデー

タに対する全ての責任に関し、当社等は一切の責任を負わないものとします。 

2.当社等は、本サイト又は本アプリからリンクする第三者のウェブサイトに含まれる情

報、サービス等については一切関知せず、一切の責任を負わないものとします。当社等

は、お客様の便宜のためにこれらのウェブサイトへのリンクを提供しているにすぎず、こ

れらのウェブサイトの利用や掲載商品、サービス等を推奨するものではなく、また、これ

らのリンクは、当社等とリンク先のウェブサイトを管理・運営する第三者との間に、必ず

しも提携・協力等の特別な関係があることを意味しないものとします。 

3.当社等は、本サービス又は本アプリにより販売されるチケット及び物品等の販売数量が

利用者全ての購入希望を満たすことを保証するものではなく、また、本サービス又は本ア

プリにより販売されるチケット及び物品等に記載された内容が真実であること(記載どお

りに挙行されることを含みます)についていかなる保証も行わないものとします。 

4.本サイト、本サービス又は本アプリの提供、もしくはこれらの提供にかかる、遅滞、変

更、中断、中止、廃止、商品の引渡し上のミス又はその他本サービスに関連して発生した

利用者の損害について、当社等に帰責事由がない場合には、当社等は一切責任を負いませ

ん。なお、利用者に発生した損害が当社等の帰責事由に基づく場合、当社等は当該損害を

賠償するものとします。この場合、当社等が賠償責任を負う損害は現実に生じた直接損害

に限られるものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益は含まず、且つ、当社等賠償責任



額は該当する商品・サービスの購入代金を上限とします（当社等に故意又は重過失がある

場合を除きます）｡ 

第 17条(反社会的勢力の排除) 

利用者は、反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過し

ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知

能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。）に該当しないこと、また暴力的行

為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないことを、将来にわたっても表明

するものとします。かかる表明に違反した場合には、異議なく本アプリ、本サービス等の

利用停止ならびに取引にかかる個別の契約の解除等の措置を受け入れるものとします。 

第 18条(紛争) 

1.本サイト又は本アプリで生じた利用者間の紛争は、当事者間で解決し、利用者は当社等

に対し、いかなる苦情の申し立ても行わないこととします。 

2.利用者が本サイト、本アプリ又は本サービスを利用する際、第三者に対して損害を与え

た場合、当該利用者は、自己の責任と費用をもって解決し、当社等に迷惑を掛け又は損害

を与えることのないものとします。 

第 19条(言語) 

本規約の日本語版と英語版との間で齟齬又は矛盾がある場合、日本語版が優先します。 

第 20条(準拠法) 

本規約の成立、効力、履行、解釈及び本規約に関連する一切の取引、本規約に関連して生

じる一切の紛争については、全て日本法が適用されるものとします。 

第 21条(協議事項) 

本規約に定めのない事項については、当事者間による誠意を持った協議を行い、その対応

を決定するものとします。 

付則 

日本標準時 2021年 6月 1日改定。 
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