ライフバンテージ
「個人情報の
取り扱いについて」
及び「ウェブサイト利用規約
当社のウェブサイト
（「本サイト」）にご訪問くださり、ありがとうございます。本書にて用いられているよう
に、
「ライフバンテージ」、
「当社の」、
「当社」および「当社を/ に」
という言葉はLifeVantage Corporation
およびその子会社を指します。当社は必要に応じて事前通知なく本「LifeVantage プライバシー方針」お
よび「ウ ェブサイト利用契約」
（「方針」
または「契約」
）
を更新する場合がありますので、定期的に本方針
をご確認いただくようお願いします。
当社のサイトを利用することで、本利用規約を遵守することに同意したことになります。利用規約をよくお
読みになった上でサイトをご利用ください。本規約に同意いただけない場合、サイトをご利用にならないで
ください。利用者がカスタマー/ 独立ディストリビューターの場合、適用される報酬プランに含まれる追加
の利用規約であるライフバンテージ カスタマー規約（CUSTOMER AGREEMENT）
および/ またはライ
フバンテージ 独立ディストリビューター登録約款（DISTRIBUTOR APPLICATION AND AGREE、ライフバンテージ 報酬プ
MENT）、ライフバンテージ 方針と手続き（POLICIES AND PROCEDURES）
ラン
（SALES COMPENSATION PLAN）
および/ または当社と締結したその他の契約を遵守する義務が生
じます。
当社はEメールにて、
または本サイトに通知を掲示することで利用者との連絡を行います。利用者は、当
社が利用者に電子的に提供するすべての合意、通知、開示、連絡は書面による当該連絡での法的要件す
べてを満たすことに同意します。
利用者には、本方針に従い本サイトおよびそのコンテンツにアクセスする限定的、非独占的、譲渡不可
のライセンスが付与されています。利用者は、本サイトにアクセスし、ユーザーとなることで、
自身が20歳
以上であることを証明したことになります。利用者が満20歳未満の場合、本方針を遵守することに同意
済みである親権者・保護者の関与がない限り、本サイトを利用することはできないものとします。
本サイトはアメリカ合衆国（「米国」）
でホストされており、米国でのアクセスと使用に適した情報が含ま
れています。当社は「LifeVantage 開業国（Authorized Country）
」向けに具体的な情報を提供します
」での使用に適切、
ま
が、本サイトの資料が米国外や指定の「LifeVantage 開業国（Authorized Country）
たは利用可能であると保証するものではありません。本サイトでの特定の製品やサービスへの言及は
米国/ その他の国で利用可能な製品やサービスについてのみ適用となります。米国外から本サイトにア
クセスする利用者は、当該のアクセスは自身の意思によるものとし、
自身の居住国・地域の法律を順守す
る責任があるものとします。
ライフバンテージは利用者、独立ディストリビューター、カスタマーのプライバシーの保全と保護に努
めており、本方針は、利用者が本サイトにアクセスする際に当社が収集する情報の種類、当該の情報の
使用方法ならびに利用者に対するその他の利用規約を周知するものです。
ライフバンテージ は本サイトにて個人情報または（以下に規定される）匿名の一般情報のいずれかを
収集します。
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本サイトにおける個人情報は、識別されている、
または識別可能な生存中の個人、あるいは、該当する場
合、法人に直接あるいは間接的に関係する情報として定義されます。個人情報には氏名、住所、Eメールア
ドレス、電話番号、IP アドレス、
クレジットカード情報、趣向、年齢、性別、職業等の情報が含まれる場合があ
ります。本サイトを通じて個人情報を共有するかどうかは利用者の任意です。
当社が収集する個人情報には以下のカテゴリーが含まれます：
• 連絡先情報（例：氏名、職位、住所、E メールアドレス、電話番号）。
• 本人情報（例：性別、生年月日、国籍、
自身の肖像を含む写真や動画、職業、家族、子ども、関心を含む、
家族生活についての情報（特殊な個人情報カテゴリーを除く）。
• 身元情報（例：パスポート番号、永住者識別番号、社会保障番号、納税者番号、その他の識別情報、およ
び適用法に基づいて許可される範囲の、前述の身分証明書の複写）。
• 登録情報（例：ニュースレターのリクエスト、イベント/ インセンティブ旅行の登録、キャンペーン情報
の定期購読、ダウンロード、ユーザーネーム/ パスワード、サインアップや登録フォームで要求される
個人情報、
フィ ードバックや調査回答などの関連情報）。
• 請求および金融情報（例：銀行口座詳細、
クレジット/ デビットカードの詳細、銀行口座明細書の複写、
支払取引の認証/ 処理に必要な情報）。
• 製品情報（例：購入履歴、当社が利用者に販売した製品の詳細、製品の返品、お気に入り製品）。
• 特殊なカテゴリーの個人情報：ごく稀ながら、当社は利用者の人種または民族的情報もしくは健康状
態といった特殊なカテゴリーの個人情報を収集することがあります。
• 利用者が「DataTrax」
システムを使用する際、当社は、利用者が本システムにアクセスする時の機器の
使用に関連する個人情報を収集する場合があります。
• その他の情報：任意で当社にご提供いただくその他の個人情報。例：当該の目的にあたり専用フォー
ムを組み込むオンラインのフォームに記入いただく際にご家族の個人情報をご提供いただく場合、あ
るいは、当社のカスタマー・サービスに当該の個人情報をご提供いただく場合。
• ライフバンテージアカウントを作成いただく際、当社は連絡先、一部の本人情報、その他の関連情報
およびご希望の連絡方法などの情報を収集、
または提供の要求を行います。
• 利用者が製品やサービスを注文もしくは返品する際、当社は（氏名、連絡先や請求情報、
クレジット
カード、その他の取引または関連情報などの）個人情報を収集し、当該の情報を用いてご注文品の出
荷、支払の処理、注文の状況などについて利用者と連絡を行います。当社は、受注した製品の種類の情
報を共有するために、注文品の納入に必要な情報を当社の配送パートナーに提供します。
• 利用者が当社ニュースレター/ 当社のオンラインサービスのいずれかにご登録する際、当社は登録個
人情報やご希望の連絡方法を含む連絡先情報やその他の関連情報を収集、
または提供の要求を行い
ます。
この場
• 例：カスタマー・サービスに連絡することでライフバンテージ にお問い合わせいただく際など。
合、当社は利用者が自主的に提供する個人情報およびお問い合わせの処理に有用となるような個人
情報を収集します。利用者が当社のコールセンターに連絡する場合、当社は、法的に認められる範囲
で通話の録音を行います。
• 利用者が「ライフバンテージ独立ディストリビューター」になるためにサインアップした場合、当社は
利用者の身元情報や追加の略歴情報を含む財務情報やビジネス情報、その他の関連情報を収集、
ま
たは提供の要求を行います。
• 利用者が当社のイベント/ インセンティブ旅行のいずれかにご登録または参加する際、当社は利用者
やゲストの連絡先や身元情報、
また本人情報、登録情報、請求情報、お支払い情報を含むその他の関
連情報を収集、
または提供の要求を行います。

©2020 LifeVantage Corporation • 9785 S. Monroe St., Ste. 400, Sandy, UT 84070 • USA • 866-460-7241 • lifevantage.com
This form may not be altered without the express written consent of LifeVantage.

20191209
Revised 12/09/2019

ライフバンテージ
「個人情報の取り扱いについて」及び「ウェブサイト利用規約」

• 利用者が当社の「モバイル・アプリケーション」
（
「アプリ」）を使用する際、当社は、
アプリを使用して要
求するための機能を提供するにあたり当該の個人情報が必要な場合、民族や健康情報などのアプリ
に関連する情報についても収集、
または提供の要求を行います。
• 利用者が有害事象または健康問題を報告する際、当社は連絡先情報ならびに健康情報を含む可能性
または提供の要求を行います。
のある有害事象もしくは健康問題に係る情報を収集、
• 当社が収集する大半の個人情報は、利用者から当社に直接提供される情報です。一部状況下では、当
社はカスタマー、独立ディストリビューター、
または利用者の個人情報を提供する個人（利用者の家
族など）
、当社にサービスを提供する個人または企業、
もしくは一般に入手可能な情報源を含む可能
性のあるる第三者のソースから、利用者についての個人情報を受領する場合もあります 。
当社は、利用者が提供する個人情報が正確であり、当該の個人情報に更新が求められる場合は利用者が
当社に速やかに通知することを求め、利用者はこのことに同意するものとします。
当社は、法的根拠に基づいて、(i) 利用者との合意/ 契約に基づいて当社の義務を遂行するために、(ii) 法
的義務を遵守するために、(iii) 利用者の個人情報を使用することが当社の正当なビジネス上の利益となる
場合に、あるいは、(iv) 利用者の承諾に基づき、利用者の個人情報の処理を行います。
当社は利用者から信頼されていることを認識し、利用者によりオンラインで提供される個人情報の喪失、
悪用、不正アクセスから保護するための合理的な措置や対策を講じています。当社は物理的、電子的およ
び管理上のプロセスを採用して利用者の情報の保護と保全を図ります。
当社の正当なビジネス上の利益には、当社のビジネスの運営、評価、改善、当社や他社（者）の不正、不当
な取引、請求、その他の損害賠償からの回避や保護を行い、当社の方針や業界標準への遵守を徹底する
ことが含まれます。世界規模のビジネスを展開するライフバンテージのような企業の場合、一般的に、内
部管理目的で個人情報を処理することも正当なビジネス上の利益と見なされます。法律で義務付けられ
ているように、当社は当社の正当なビジネス上の利益と利用者のプライバシー権のバランスを慎重に
保ってきました。
当社は例外的に、そして法的根拠（例：利用者による明示的な同意）がある場合にのみ、特殊なカテゴリー
の個人情報（例：人種や民族性、健康関連の情報）の処理を行います。
当社は以下の法人・個人に対し利用者の個人情報を開示する場合があります：
• 業務運営、経営、管理、監督、評価または教育目的での、取締役、従業員、代理人、代表者を含む、その他
のライフバンテージ関係者。
• ライフバンテージ へのサービスとの関連での弁護士、監査人、財務アドバイザー、その他の第三者の
サービス提供者。
• 出荷や配送サービス提供者、通信サービス提供者、決済サービス提供者、イベント主催者、旅行代理
店、保険会社を含む、サプライヤーやサービス提供者。
• 適用の規制、法定、政府またはその他の関連当局、機関、組織、産業規制当局、ならびに法、規則、規
制、法的プロセス、訴訟手続きによってライフバンテージに開示を強制する、要求、許可するその他
の個人。
• 管轄裁判所の命令または同等の効力を持つ法的手続に従う個人。
• 利用者が独立ディストリビューターまたはカスタマーの場合、当社は、適切なアップライン・サポート
の徹底や独立デストリビューターの教育目的から必要と判断した場合、
「個人情報」
をアップラインの
独立ディストリビュータ ーおよび/またはスポンサー（紹介者）に転送する場合があります。
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当該の開示状況下では、当社は合理的な対策を講じ、第三者の情報受領者が利用者の個人情報保護のた
めの合理的なセキュリティ・メカニズムに同意するための合理的な措置を講じます。
当社は、第三者自身のダイレクト・マーケティング目的から利用者の個人情報を第三者に開示することはあ
りません。
利用者には、当社が個人情報を使用および保持する方法に関する一定の権利があります。当該の権利と
は：
• 開示について。利用者についてどのような個人情報が収集され、他社（者）
と共有されているかを知る
権利があります。
• 削除。一部の例外を前提として、利用者には自身の個人情報を削除するよう要請する権利があります。
• オプトアウト。当社が仮に利用者の個人情報を売却する場合、利用者には売却しないよう求める権利
があります。
• 差別禁止。利用者には、
自身の権利行使に対する差別を受けない権利があります。
利用者は、該当する場合、本方針内で提供される連絡先情報を利用して当社に連絡することで、上述の権
利を行使することができます。当社は、適用される法律で規定されている期間内に、上述される消費者の
権利を行使する場合の利用者による要請に対応します。
当社独自の裁量により、要求された情報の提供に先立ち、利用者に身元証明を要求する場合がありま
す。当該の要求は、利用者の個人情報が利用者以外に開示されないよう徹底するために行われます。当
社は、利用者の要求に対応するために必要な個人情報が提供されない場合、要求に対し適切に対応で
きない場合があります。
本方針で開示されていない限り、当社は、利用者の許可がない限り、オンラインで収集した個人情報の売
却、取引、賃貸、送信を行いません。利用者が当社に提供する個人情報はすべて、当社の米国データベー
ス内に、
または、
アメリカ合衆国でクレジットカードや関連の業務決済の処理を行う第三者のベンダーに
保存されます。
ライフバンテージ は、利用者に要請された製品やサービスを提供するうえで必要となる第三者のベン
ダー、ならびにライフバンテージ に多様なサービスを提供する第三者に対して特定の個人情報を開示
することがあり、当該の第三者にはすべて本方針の遵守が求められます。
独立ディストリビューターとカスタマーに最高水準かつ個人的なサービスを保証するために、当社は（ク
レジットカードや特定の注文詳細を除く）個人情報を本方針にて規制されるサービスや独立ディストリ
ビューターとの間で共有する場合があります。
当社は、未成年者のプライバシーを保護するために特別な措置を講じています。本サイトは20歳未満の
未成年者を対象としておらず、未成年者から個人情報を収集することはありません。カスタマー/独立ディ
ストリビュータ ーになるには、20歳以上であることが必須です。
当社は、合法的な裁判所命令、召喚状あるいは政府調査に応じて、必要な個人情報を提供します。当社は
また、当社が誠実に違法であると信ずる活動を法執行機関に報告する権利を有します。当社は、契約/ 合
意の実施、あるいは他社（者）や当社の権利、財産、安全を保護するために、当該の情報が合理的に必要で
あると確信する場合、個人情報を開示することがあります。
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登録時に、あるいはショッピングカートでの注文時に収集されたクレジットカード情報は、取引に係る決済
の処理目的にのみ使用され、通常、本サイトには保持されません。ただし、利用者の任意により、将来の注
文用に個人のクレジットカード情報をウェブブラウザに安全に保管することを選択することがができます。
利用者はいかなる場合にも保管されたクレジットカード情報の追加、編集、削除を行うことができます。
本サイトに送信される請求等の情報はすべて、真実かつ正確であることが必須です。真実でない、
または
不正確な情報の提供は本契約の違反事項に該当すると同時に、適用のライフバンテージ カスタマー規
約（Customer Agreement）やライフバンテージ 独立ディストリビューター登録約款（Distributor
Application and Agreement）に対する違反でもあります。利用者は、チェックアウト・プロセスを完了する
ことで、要求された製品またはサービスの受諾と支払いに同意したことになります。利用者は、取引を完
了するために使用するクレジットカードあるいはその他の決済方法を使用する正当な権利を有すること
を表明し保証するものとします。
一般情報とは、本サイトへの訪問者総数といった具体的な個人を特定することのできないウェブサイト利
用情報を指します。利用者が本サイトにアクセスまたはアプリを使用する際、当社は使用された機器に関
する技術情報、およびサイトとアプリとの相互作用に関する技術情報（「一般情報」
と定義）を自動的に収
集、保存、使用します。本サイトへの訪問者総数などの一般情報やサイト利用情報は、個人を特定すること
はできません。当該の情報は、そして、様々なクッキーやその他の技術的手段を使用して、利用者のコンピ
ューターまたは個人用デバイスから当社に送信されます。一部のウェブブラウザは「do-not-track（トラッ
キング拒否機能）」
シグナルをブラウザが通信するウェブサイトに送信することがあります。当社のウェブサ
イトは現状、
「do-not-track（トラッキング拒否機能）」
シグナルには対応していません。
自動的にすべてのサイト利用者から全体としてのみ収集
「サイト利用状況」情報など特定の一般情報は、
されます。一般情報は、ライフバンテージ が利用者の体験を改善するのに寄与し、第三者と共有される場
合があります。
当社はウェブサイトのセキュリティ目的でSecure Sockets Layer（
「SSL」）を使用しています。SSLはウェブ
サーバとウェブブラウザ間に暗号化されたリンクを作成し、
ウェブサーバとウェブブラウザ間を通過する
データがプライベートかつ安全に保たれることを保証します。
当社のサイトは、利用者のニーズや趣向に合わせてサイトの運用を調整し、利用者のニーズに関する情報
を収集および記憶することで利用者対応を行うために、
ウェブサイトを許可するコンピュータのハードドラ
イブに転送される小さなデータファイルである
「クッキー」を使用します。
クッキーはまた、当社が購入完了
前の消費者の電子「ショッピングカート」を追跡するのを可能にします。
クッキーを受け入れても、共有する
ことを選択した情報を除き、当社が利用者のコンピュータや個人情報にアクセスできることにはなりませ
ん。
また、その他のサーバがクッキー読み取れるわけでも、
ウイルスを配信するために使用できるわけで
もありません。
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当社は以下の目的からクッキーを使用します：エッセンシャル・クッキーはユーザーがログイン状態を維持
したり、
ショッピングカートのIDやコンテンツを保存するために使用されます。許可されている国では、
アナ
リティクス・クッキーはGoogleアナリティクスと併用され、当社サイトにアクセスしている利用者数、
アクセ
ス元、訪問したページおよび使用しているテクノロジー関するデータを収集します。Googleアナリティクス
では個人を特定することはできませんが、使用されているブラウザを記録することなどにより、当社が利用
者を集団として把握するのを可能にします。以下のように、
アナリティクス・クッキーはファーストパーティ
ー・クッキーあるいはサードパーティー・クッキーいずれかと考えられます：
_utma には、2年後に有効期限が切れるランダムに生成された数値の典型的なコンテンツが含まれます。
_utmb には、30分後に有効期限が切れるランダムに生成された数値の典型的なコンテンツが含まれます。
_utmc には、
ユーザーがブラウザから退出すると同時に有効期限が切れるランダムに生成された数値の典
型的なコンテンツが含まれます。
_utmz には、
ランダムに生成された数値の典型的なコンテンツと、ページまたはサイトへのアクセス方法に
関する情報が含まれます
（たとえば、直接またはリンク経由、
オーガニック検索、
または6か月後に期限が切れ
る有料検索など）。
_utmmobile は通常、2年後に有効期限が切れるランダムに生成された数値の典型的なコンテンツが含ま
れます。
第三者のウェブサイトへのリンクは、利用者への情報提供目的および利便性のためにのみ提供される場
合があります。第三者のリンクをクリックした場合、当社のサイトから退出することになります。本方針は、
当社のサイトにリンクされているこれらのウェブサイトの情報慣行を網羅しておらず、当社は当該のコンテ
ンツやプライバシー方針を管理していません。
アクセスする各サイトのプライバシー方針をよくご確認くだ
さい。
その他のサイトへのリンクは、本サイトの利用者の便宜のためにのみ提供されています。本サイトには他
のサイトへのリンクまたは参照が記載されている場合がありますが、ライフバンテージはすべてのサイ
トを確認しておらず、
また当該のサイトのコンテンツに対する責任を負わず、
コンテンツに起因する損害ま
たは傷害について一切の責任を負いません。ライフバンテージは、当該のサイトあるいは係るサイトで
表示される情報、その他の製品や資料、
もしくはそれらの利用に伴う結果について支持または表明をする
ものではありません。本サイトにリンクされている他のサイトにアクセスする場合、完全に利用者の自己
責任で行うものとします。
ライフバンテージとの間に別段の規定が盛り込まれている書面による同意がない場合、利用者は以下の
すべてを遵守することを条件に、別のウェブサイトへのハイパーリンクを提供してもよいものとします：
(a) リンクが「ライフバンテージ」
と明示されているテストリンクであるか、http:www.lifevantage.com の
URL に「 ジャンプ」
しなければならないものとし、本サイト内の他のページにアクセスしないこと。
(b) リンクは、利用者有効化した場合、
リンク先のウェブサイト上の「フレーム」内ではなく、本サイトを全
画面表示すること。
(c) リンクの外観、配置およびその他の側面がライフバンテージの名称や商標に関連付けられている評
判や名声を毀損または希釈したり、ライフバンテージがリンク先のWebサイトまたはそのスポンサーに
関連付けられているという誤った外観を作成しないこと。
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ライフバンテージは、上述のハイパーリンクの提供に係る事項に同意することにより、本サイトに関連す
る商標、著作権、特許および/または本サイトに関係するその他の形態の知的財産に係る所有権や権利を
放棄するものではありません。ライフバンテージは、独自の裁量により、いかなる場合にもリンクに係る同
意を撤回することができるものとします。
ライフバンテージは理由によらず、独自の裁量で注文を却下あるいは取り消す権利を有するものとしま
す。利用者のクレジットカードに購入代金が課金済みで、かつ、注文が取り消された場合、ライフバンテー
ジは課金相当額を速やかにクレジットカード口座に返金するものとします。ライフバンテージはすべての
製品説明において正確さを期していますが、本サイト上の製品説明またはコンテンツが正確である、完全
である、信頼に足りる、
または誤りがないことを保証するものではありません。製品が説明と異なること利
用者が気付いた場合の唯一の救済措置は、ライフバンテージの返品方針に従い返品することであるもの
とします。
クーポン
ライフバンテージは事前通知を行うことなく、以下の権利を留保するものとします：(a) クーポン、
コード、
プロモーションコード、その他のプロモーションの付与に対する条件付け、(b) 製品情報の変更、
(c) 製品やサービスの可用性の制限、(d) 本サイト利用者、
独立ディストリビューター、カスタマーへのサー
ビス提供の拒否。
本サイトには、資料、
もしくは利用者自身または参加に係る利用者の独立ディストリビューターについての
個人情報の送信を要求するコンテストやプロモーションが含まれている場合があります。本サイトを通じ
てオフ ァーされるコンテストやプロモーションには追加の利用規約が存在し、年齢制限や地理的制限等
の資格要件が含まれている場合があります。利用者が当該のコンテストやプロモーションに参加する場
合、
自身の責任で参加することとし、関連の利用規約を十分に把握および参加することで、すべての点で拘
束力を持つ最終的な利用規約を遵守することに同意することとします。
テキスト、
グラフィックス、ロゴ、オーディオクリップ、動画、写真、
ソフトウェア、その他の情報等の本サイトの
情報（
「コンテンツ」）はライフバンテージの財産であり、
アメリカ合衆国および国際的な著作権や商標に
ついての法律、
もしくはその他の財産権によって保護されています。係る権利は、既存の、
または今後開発
されるあらゆる形態、
メディア、テクノロジーにおいて保護されています。利用者は、個人の非営利目的用
途にて、または許可されている場合に限り、本サイトに含まれる資料を印刷およびダウンロードすること
を許可されます。
コンテンツのいかなる部分も、ライフバンテージによる明示的な書面による許可がない
限り、再印刷、再公開、変更、配信してはならないものとします。本方針は、サイトに係る派生物の複製、
リ
バースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、改造、伝送、売却、配信、
ライセンス、
または作成を
許可するものではありません。特定のコンテンツは第三者からライセンスされる場合があり、係る第三者
のコンテンツおよびコンテンツに関連するあらゆる知的財産権はそれぞれの第三者に帰属します。利用
者は、本サイトやコンテンツに含まれる著作権、商標、その他の知的財産、所有権表示、説明文を削除、改
ざん、変更してはならないものとします。本契約または適用されるエンドユーザー・ライセンス契約に基づ
いて明示的に付与されていない権利は、ライフバンテージが有するものとします。
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デジタルミレニアム著作権法
著作権侵害の申し立ての通知と手順 - 本通知は、事前の通知なしに、法律の変更またはライフバンテー
ジの都合に関わらず、いかなる場合にも修正または終了の対象となります。利用者は、最新版の本通知を
読了済みであることを確認するために、本通知を定期的に確認する必要があるものとします。
ライフバンテージは、独自に作成した資料の著作権を所有、保護および主張し、他社（者）の著作権を尊
重します。ライフバンテージの方針では、法律の要求に応じて著作権侵害の申し立てに対応します。合衆
国法典第512章(c) のデジタルミレニアム著作権法第17編（「DMCA」
）は、著作権所有者または正当な権
限を持つ代理人に対し、著作権保護された資料の不正使用に係る請求を（DMCAで規定される）サービ
ス提供者に通知する手順についてを記載しています。
ライフバンテージはDMCA の範囲内のサービス提供者と見做されることから、DMCAの通知および手順
上の要件を順守しなければなりません。本サイトの資料が利用者や第三者の著作権を侵害すると考える
場合、以下のLifeVantage 指定の代理人に書面にて通知しなければならないものとします：
LifeVantage コンプライアンス部門（Compliance Department）のEメール：compliance@lifevantage.com
LifeVantage コーポレート・オフィスの所在地：
LifeVantage Corporation
Compliance Department
9785 S. Monroe Street, Suite 400
Sandy, UT 84070
上記の指定代理人への書面による通知には、以下の情報が実質上すべて含まれていなければなりませ
ん：
•
•
•
•
•
•

著作権所有者に代わり行動する権限を持つ個人の電子または直筆署名。
利用者が侵害されていると主張する著作物の説明。
侵害が疑われる資料の正確な場所。
侵害が疑われる資料へのリンクの正確な場所。
利用者の住所、電話番号、Eメールアドレス。
利用者が著作権保護された作品の問題のある使用が著作権所有者、その代理人、
あるいは法律に
よって許可されていないと誠実に信ずる旨の声明。
• 書面による通知に記載される上記情報が正確であり、利用者が著作権所有者またはその正当な代理
人であることを表す声明。

利用者から嫌疑の著作権侵害についての書面による通知を受領した時点で、LifeVantage は以下の対策
を講じます：
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• ライフバンテージが著作権侵害の疑いのあるコンテンツへのアクセスを削除または無効にしたこと
を被申立人に速やかに通知するための合理的な措置を講じること。
• この時点で、被申立人は書面による異議申し立てをライフバンテージの指定代理人に提出してよい
ものとします。異議申し立てや反論には実質上、以下の情報のすべてが含まれていなければなりませ
ん：
• 被申立人または被申立人に代わり行動する権限を持つ個人の電子または直筆署名。
• 削除または無効化された著作物の説明。
• 削除や無効化前の時点における資料の正確な場所。
• 誤解または誤認の結果として著作物が削除または無効化されたと被申立人が誠実に信ずるという偽
証罪の罰則に基づく声明。
• 被申立人の名前、住所、電話番号、および被申立人が居住する地区の連邦裁判所の管轄権に同意する
旨の声明、
または、被申立人の住所が米国外にある場合、被申立人がユタ州ソルトレイクシティの米
国連邦地方裁判所の管轄権に同意するという声明。
前述の情報の実質上すべてが含まれる異議申し立てや反論を受領した時点で、ライフバンテージは
次の措置を講じます：
• 被申立人による異議申し立ての複写の利用者への送付。
• ライフバンテージが侵害の疑いのある資料を置き換えるか、10営業日以内に係る資料へのアクセ
ス無効化を中止する旨を利用者に通知すること。
• ライフバンテージの指定代理人に対し、書面による通知の対象である申し立てられた侵害への被申
立人の関与を制限するための裁判所命令を求める訴訟を提起した証拠を提出した場合を除き、以
前に削除されたとされる権利侵害の申し立て対象物を置き換えるか、被申立人の異議申し立て通
知を受領してから10日以上または14日以内にアクセス無効化を中止すること。
ライフバンテージの方針は、他社（者）の著作権を繰り返し侵害する個人のオンライン上の特権を剥奪す
ることです。
当社のサイトおよびそのコンテンツは「現状有姿」かつ「利用可能」な状態で提供されており、いかなる種
類の保証も付随するものではありません。当社は、適用法で許容される最大の範囲で、商品性の保証、な
らびに法令またはその他の法律または取引の過程または取引の形によって生じるものを含むがこれら
に限定されない、明示または黙示のすべての保証を明示的に否認します。当社は本サイトもしくは本サイ
ト上で提供されている、
または本サイトからアクセスできるコンテンツやサービスの完全性、正確性、精
度、統合性、信頼性、最新性、妥当性、適格性、機能性、可用性、運用についていかなる表明も保証も行い
ません。
当社は、本サイトの運用中断されず、エラーがなく、
ウイルスがなく、および/または機器やソフトウェアに
対するその他の有害なコンポーネントがないことを保証しません。
当社は、本サイト
（または本サイトで提供される、
または本サイトからアクセス可能なコンテンツまたはサ
ービス）の使用または使用不能に起因または関連して生じる直接的、間接的、特別、偶発的、
または結果
的損害、
または、そのような損害の可能性が通知された場合においても、いかなる責任も負うものではあ
りません。
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当社は、独自の裁量で、通知なしにサービスを拒否する権利を有します。利用者は、本サイトの使用につ
いて単独で責任を負い、本サイトの利用または誤用に起因する弁護士費用を含む請求、損害、損失、負
債、費用、支出から当社を補償し、無害に保ち、当社に対しいかなる請求も生じないことを保証するもの
とします。違法な、違反の、脅迫的な、中傷的な、名誉毀損的な、猥褻な、みだらな、扇動的な、性的な、
もし
くは不敬な資料、刑事犯罪とみなされたり、民事責任が生じたり、
または法律に違反するような行為を構成
もしくは奨励する可能性のある資料の投稿や送信を固く禁じます。
ライフバンテージが本方針の変更を行う場合、当社が収集する情報の詳細および情報の使用や開示の
方法を利用者が常に把握することができるよう、変更事項を本サイト上に掲示します。本方針の変更は、当
該の変更が本サイトに掲載された時点で効力を持つものと見なします。
本サイトに関する請求または訴訟原因は、発生後1年以内に提訴されなければなりません。
本契約およびポリシーおよびサイトへのアクセスはユタ州の法律に準拠し、同法に従って解釈されるもの
とします。ただし、法律の選択および著作権、商標、米国連邦法に基づく特許に影響する事項は除くものと
します。
利用者は、本サイトの使用、本サイト経由で行われるサービスの購入に起因または関連する訴訟につい
て、ユタ州の裁判所およびユタ州内の米国の裁判所の専属管轄権に服することに取消不能かつ無条件に
同意するものとします（そして、当該の裁判所以外では関連する訴訟を提起しないことに同意するものと
します）。利用者は、ユタ州の裁判所においてそうした訴訟地の規定に対する異議を取消不能かつ無条件
に放棄するものとします。
本契約、方針および参照により明示的に組み込まれた文書は、本件に関するLifeVantage と利用者との間
の完全な合意を構成します。ライフバンテージは、独自の裁量で、本契約および方針、
または本サイトで
参照されるその他の文書を、サイトに掲載することによりいかなる場合にも一方的に修正または変更する
ことができるものとします。修正または変更された条項は、本サイトへの記載の時点で発効となります。本
サイトを継続して使用することで、修正された利用規約を承諾したものと見なします。
EU 圏内の利用者、カスタマー/ 独立ディストリビューターに対する重要情報：
LifeVantage Netherlands B.V.（「LifeVantage Netherlands」
）はLifeVantage Corporation の完全所有子会
社であり、利用者がEU 圏内から製品やサービスの注文を行う際に当社に提供する個人情報のデータ管
理者（verantwoordelijke）
です。
利用者は、LifeVantage Netherlandsまたはその代理人（第三者）が氏名、住所、Eメールアドレス、電話番
号、
クレジットカード情報、生年月日、性別等の個人情報を収集し、製品やサービスの注文を実行する目的
で、米国に所在するLifeVantage Corporation に当該の情報を転送してもよいことに同意するものとしま
す。LifeVantage Netherlands / LifeVantage Corporation は、利用者による商品やサービスの注文の処理
目的で、個人情報を配送パートナーやクレジットカード処理者に提供してもよいものとします。利用者
は、LifeVantage が当該の目的で利用者のデータを転送することを承諾し、同意するものとします。
自身の個人情報の複写をご希望の場合、個人情報の修正または更新する場合、
または個人情報の削除を
ご希望の場合は、以下に記載されるLifeVantage Netherlands 連絡先宛てにE メールまたは電話にてお
申し付けください：
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カスタマー・ケア
（Customer Care）
：
0-800-088-5488（通話料無料）
Eメール：eusupport@lifevantage.com
本サイト、利用者の情報の使用、本方針についてのご不明点は、以下に記載の連絡先にE メールか電話に
てご連絡ください：
カスタマー・ケア
（Customer Care）
：
1-866-460-7241
ファクス：(855) 836-4925
Eメール：compliance@lifevantage.com
コーポレート・オフィス（Corporate Offices）
：
LifeVantage Corporation
9785 S. Monroe Street, Suite 400
Sandy, UT 84070
801-432-9000
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