フィリップス ルメア プレステージ無料体験モニターキャンペーン応募規約
キャンペーンに参加される方は必ずご確認ください。

本規約は、Insiders Network Singapore Pte Ltd（以下，
「当社」といいます。
）が主催する「フ
ィリップス ルメア プレステージ無料体験モニターキャンペーン」
（以下、
「本キャンペー
ン」といいます。）に応募の方（以下、
「応募者」といいます。）全員に適用されます。 なお、
本キャンペーンの対象地域は、沖縄・離島及び当社指定の宅配業者が配送エリア外とする地
域を除く日本国内とします。
第 1 条 【本キャンペーンのお申込み及び契約成立】
1. 応募者は、本規約の内容に同意の上、所定の方法により本キャンペーンの応募を行うも
のとします。
2. 応募内容は、応募フォームへの記入内容等を参考に、応募者の中から厳正な選考を当社
で行います。
3. 本キャンペーンは、前項の選考結果に基づき、当社にて必要事項の登録が完了した時点
で本キャンペーンの契約（以下、「お試し契約」という。）締結が完了するものとします。
4. 本キャンペーンご応募の際は、契約事務手数料はかかりません。
第 2 条 【本キャンペーンについて】
1. 本キャンペーンの内容（お申込期間、お試し期間、商品お届け日、お届け商品等）は本
キャンペーンウェブサイト記載の通りとなります。お試し期間中は、お届け商品を無料
でご使用いただけます。
2. ご応募は日本国内（沖縄・離島及び当社指定の宅配業者が配送エリア外とする地域を除
く）にお住いの 18 歳以上 60 歳以下の方に限定させていただきます。また、以下に該当
する方はご応募いただけません。
□ 妊娠中、授乳中の方
□ お手入れ箇所の肌色・毛の色が適さない方
（生来の毛の色が、明るい金色、白色、灰色、赤色の方）
□ 現在医師の治療を受けている方
□ 皮膚がんまたはお手入れしようとする範囲に何らかのがん疾患がある方
□ お手入れしようとする範囲にがんの兆候または異常なホクロがある方
□ 心臓に疾患のある方
□ お手入れしようとする範囲に下肢静脈瘤、血管拡張症などの血管病の既往歴がある方
□ 光に対して過度に敏感または発赤しやすい方、アレルギー反応のある方

□ お手入れしようとする範囲に皮膚感染、アトピー、やけど、毛根の炎症、裂傷、ヘルペ
スなど皮膚疾患のある方
□ お手入れしようとする範囲を過去 3 週間以内に手術した方
□ 光に対して過敏症な方
□ 出血障害のある方
□ 皮膚のケロイド症状、創傷治癒欠損などの膠原病の既往歴がある方
□ 糖尿病、紅斑性狼瘡、ポルフィリン症、うっ血性心臓病などの疾患がある方
□ HIV（ヒト免疫不全ウイルス）感染者、または AIDS（後天性免疫不全症候群）既往の
方
□ ヒアルロン酸、ベータヒアルロン酸、イソトレチノイン、アゼライン酸で皮膚を治療中
の方
□ イソトレチノインを使用したにきび・酒さなどの治療を過去 6 カ月以内に受けた方
□ 鎮痛剤の服用をしている方
□ 感光性を強める性質のある薬を使用している方
□ 抗凝血剤を使用している方やアスピリンを多用する方
□ 免疫抑制剤を使用している方
3. 応募の選考結果は、当選者及び落選者にメールで通知させていただきます。
4. 商品を使用した体験に基づき、期間中写真やご意見、ご感想の投稿、アンケートの返答
にご協力ください。
5. お客様の投稿された写真やご意見、
ご感想などは、
当社や当社の広告主の WEB 媒体や、
当社公式 SNS アカウントで引用する他、
各種宣伝媒体にて使用する場合がございます。
6. 本キャンペーンへの応募や、アンケートへのご回答、写真やご意見、ご感想の際し発生
する通信料/諸経費は応募者のご負担となります。
7. お試し期間終了後、購入しない場合は１週間以内にフィリップス ルメア プレステージ
をご返却ください。お試し期間終了後 30 日以内にフィリップス ルメア プレステージ
の返却がない場合は、紛失とみなし 33,480 円をお支払いいただきます。
第 3 条 【配送】
1. 当社は、お申込み内容に基づき、当社の指定する宅配業者を利用し、本キャンペーンで
提供する商品をお届けします。
2. 時間帯指定は、宅配業者により無料で提供されるサービスであり、交通事情・その他業
者の配送事情によりご指定の時間帯に配送できない場合がございます。予めご了承くださ
い。そのため、時間帯指定不履行を本キャンペーンの不履行としないものとします。
第 4 条 【遵守事項】
1. 応募者は、本キャンペーンのご利用にあたり、以下の事項を遵守するものとします。

(1) 本キャンペーンの商品に属する「取扱説明書」に従ってお取り扱いいただくこと
(2) 指定の方法以外でご利用されないこと
(3) 改造、分解、各部の除去をしないこと
(4) 本キャンペーンで提供される商品およびサービスを受ける権利を譲渡・転貸しないこと
(5) 商品を使用した体験に基づき、期間中写真やご意見、ご感想の投稿にご協力すること
(6) 商品使用後の最終アンケートに必ず答えていただけること
(7) その他、当社が指定した禁止行為をしないこと
2. 応募者が本条１項の遵守事項に反してフィリップス ルメア プレステージを使用するこ
とによりフィリップス ルメア プレステージを破損・欠損した場合、修理費用をご負担いた
だきます。なお、全破損また は修理不能と判断した場合、フィリップス ルメア プレステ
ージ 1 台あたり、33,480 円をご負担いただきます。
第 5 条 【商品の返品または交換】
1. 応募者は、以下のいずれかに該当する場合を除き、商品の返品または交換を請求するこ
とはできません。
(1) ご注文の商品とお届けした商品が異なっている場合
(2) 届けられた商品に汚れ、傷、破損等の瑕疵がある場合
(3) その他、当社が相当と判断する場合
2. 前項の返品または交換は、商品受取後 8 日以内にインサイダーズに連絡するものとしま
す。
3. 応募者は、返品に関し、当社が指定する方法に従うものとします。
第 6 条 【お試し契約の解約/解除】
1. 応募者は、お試し契約の途中で、お試し契約の全部または一部を終了はできません。
2. 応募者が、次のいずれかの事由に該当した場合、当社は応募者に何ら通知や催告を行う
ことなく、本キャンペーンの中止または本キャンペーンの契約を解除することができるも
のとします。
(1) 応募者のお申込み内容（氏名、住所等の応募者の特定および信用状況の判断に関する事
実）について虚偽の申込みをした場合
(2) 応募者の信用状態が悪化した場合
(3) 他の応募者の迷惑となる行為があった場合
(4) 本規約の定めに違反し、信頼関係が著しく損なわれた場合
(5) 応募者が反社会的勢力の構成員、関係企業、その他これらに類する者であることが判明
した場合
(6) 応募者または応募者が第三者を利用して、当社および当社取次店に対し、法的責任を超
えた不当要求行為、詐術、脅迫的言辞、その他これらに準ずる行為を行った場合

(7) 本項各号に準じる事情により、当社が応募者への本キャンペーンの提供を不適当と認め
た場合
3. 前項各号の事由に該当し、当社が本キャンペーンの契約を解除した場合、応募者は以下
の定めに準じるものとします。
(1) 応募者は速やかに当社へフィリップス ルメア プレステージをご返却いただくものと
します。
(2) 当社の要請にも係わらず、解除日より 60 日間フィリップス ルメア プレステージの
返却が確認できない場合は、33,480 円をご負担いただきます。
(3) 応募者は、お試し契約中に生じた当社に対する残債務をお試し契約終了後、直ちに そ
の全額をお支払いいただきます。残債務があるときは、その後の履行の責任を負います。
(4) 第 4 条(遵守事項)、本条(お試し契約の解約)、第 7 条(免責)、第 8 条(損害賠償)、 第
10 条 (個人情報の取扱い)、第 11 条(規約の変更、同意)並びに第 12 条(協議事項、合意
管轄)の規定は、当社と応募者との間の本キャンペーンの契約が終了した場合であっても、
本キャンペーンの契約の終了前と同様、当社と応募者との間でその効力が存続するものと
します。
第 7 条 【免責】
1. 当社が本キャンペーンを提供出来なかったことが、以下のいずれかの事情による場合、
当社はその履行責任および損害賠償を免れるものとします。
(1) 天災・地変等の災害を被った時
(2) 悪天候・交通事情等により本キャンペーンの履行遅延が生じた時
(3) 本キャンペーンの提供が困難な重大な事由が生じた時
(4) 本キャンペーンにかかるシステムの保守点検または更新を行うため、運用を一時中断し
た時
(5) コンピューターまたは通信回線等が事故により停止した時
(6) 法令の制定、改廃、行政指導のあった時
(7) 当社がやむを得ず本キャンペーンの停止が必要と判断した時
(8) その他、前各号と同様の事由が発生した時
2. 前項の事情が解消される見込みがない場合は、当社は応募者への本キャンペーンを将来
に向かって停止することができます。
3. 3.「取扱説明書」どおりの使用方法を行わなかったことで生じた被害、損害に対しての補
償はいたしかねます。
4. 当社は、商品の使用、または使用の実効性の結果としての直接的または間接的な損害に
ついて、一切責任を負うことはありません。当社は応募者と広告主の間の中間業者であり、
モニターに使用された商品自体の使用感、欠陥、保証またはその他の直接的または間接的損
害について、これはすべての必要な技術的、化学的、医療的、薬学的または実施されたテス

ト商品の他のテスト/調査/分析と同様に製造業者の直接の責任下に保持されるため責任を
負いません。当社は、商品の使用に関し、応募者に対して一切責任を負わず、応募者は当社、
アフィリエイト会社または社員に対する請求を行使しません。応募者は、メーカーによるす
べての提供された情報を注意深く読み、商品を正しく、個人の責任の下で使用する責任があ
ります。当社は、約束された物品の損失、破損、不達についても責任を負いません。
第 8 条 【損害賠償】
1. 当社は、本キャンペーンのご利用によって、応募者に損害が生じた場合、当該規約の範
囲内で、その損害を賠償する責を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべからざる事
由によって生じた損害は賠償されません。なお、当社に故意または過失がある場合 を除き
ます。
2. 応募者が故意または過失により商品を破損もしくは紛失した場合、以下の手数料をお支
払いいただきます。応募者が当社からの請求にも関わらず、商品をご返却されない場合に
も、同様に手数料をお支払いいただきます。
(1) 紛失・全破損、修理不能…33,480 円
(2) 破損・欠損等…交換部品代及び工賃
第 9 条 【反社会的勢力の排除】
1. 応募者は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって
該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 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または特殊知能暴力集団等その他これら
に準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。
）
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を
もってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認
められる関係を有すること
(6) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関
係を有すること
2. 応募者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為をしては
なりません。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手 方
の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、応募者が前 2 項各号のいずれかに違反した場合は、応募者の有する期限の利益
を喪失させ、あるいは通知・催告等何らの手続を要しないで直ちに本契約および個別契約を
解除することができるものとします。
4. 当社は、前項に基づく解除により応募者が被った損害につき、一切の義務および責任を
負わないものとします。
第 10 条 【個人情報の取扱い】
1. 当社は、個人情報について次の目的のみに使用いたします。
(1) 本キャンペーンにおける商品の発送、関連するアフターサービスを提供するため
(2) 各種キャンペーンや新商品情報等を郵便、電話、電子メール等の方法により、ご案内す
るため
(3) 点検・修理・交換等、各種サービスに関する問い合わせ、もしくは当社より確認の必要
がある場合に、郵便、電話、電子メール等の方法により、連絡するため
(4) 商品開発等あるいはお客様満足度向上策等の検討のためのアンケート調査を実施 する
ため
(5) 保証書の発行、保証サービスの提供、もしくは各種会員制サービスの提供のため
(6) 各キャンペーンの提供にあたり、必要な業務の一部を第三者に委託するため
(7) 個人情報の目的外利用を行うにあたり、本人の同意を得る必要がある場合に、郵便、 電
話、電子メール等の方法により、連絡するため
2. 当社は法令に基づく場合等を除き、原則として、本人の同意なく個人情報を第三者に提
供することはありません。ただし、利用目的を達成するために必要な範囲内において、 個
人情報を用いる一部の業務を外部へ委託しております。
第 11 条 【規約の変更、同意】
1. 本規約は、ホームページ・メール配信等で当社が事前に通知することにより変更する場
合があります。なお、変更後の規約は、応募者への通知後から適用されるものとし、変更後
の規約も当社と応募者間の一切の関係に適用されるものとします。
2. 応募者に対して本規約変更の通知がなされた後、応募者が通常通り本キャンペーンをご
利用した時、応募者は本規約の変更事項または新規約に同意したものとみなします。
第 12 条 【協議事項、合意管轄】
1. 本規約に定めのない事項または本規約について疑義が生じた時は、双方協議のうえ解決
するものとします。

2. 本規約に関して生じた訴訟については、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とします。
特定商取引法に基づく表記
「特定商取引に関する法律」第 11 条に基づき、次のとおり明示します。
■ 販売店業者名称
Insiders Network Singapore Pte Ltd
■ 住所
120 Robinson Road, #15-01 Singapore 068913 Singapore
■ 電話番号
※問合せフォームよりご請求いただければ、遅滞なく開示いたします。
■ 代表者
代表者：Karan Mathur
日本における代表：唐戸直哉
■ 注文方法
インターネット
■ 販売価格
商品等の購入ページに表示されます。
■ 商品代金以外の必要料金
デポジット(預り金)
(高額商品のモニターを行う場合には事前にデポジット（預り金）をいただく場合があ
ります。商品の返却を確認出来次第、金額を全額返金させていただきます。ただし商品
に破損、未返却部品など瑕疵がある場合は全額返金とならず、その分を差し引いた金額
での返金となりますので予めご了承ください。)
■ お支払い方法
クレジットカード決済（JCB、マスターカード、VISA）
■ 申し込みの有効期限
商品がなくなりしだい、終了とさせていただきます
■ 配送先
国内（離島を除く）に限る
■ 配送業者
小型・中型商品は宅配便または郵送にてお届けいたします。地域によって配送業者を選
定いたします。なお、大型商品や設置の難しい商品に関しては専門の業者を選定いたし
ます。
■ 商品のお届け日
商品掲載期間終了後、基本１ヶ月以内。※基本的にお届け日、時間指定は承っておりま
せん。ただし大型商品や設置の難しい商品に関しては専門の業者の場合は事前に連絡を

取り、ご在宅日時を確認の上お届け日を設定させていただきます。
■ 返品・交換方法
万が一、商品が破損していた場合には、商品到着後 3 日以内にお問い合わせください。
（商品破損の場合、ご返品の際の送料およびご返金に必要な手数料は弊社の負担とさせ
ていただきます。
）
■ キャンセル
基本的にお申し込み後のキャンセルは受け付けておりません。予めご了承ください。

