
	 	

オンラインサロン	
Eligere（エルグレ）ご案内	
藤原綾⼦オンラインサロンエルグレ（eligere）	

“私である”ことを選び、私の⼈⽣を⽣きていきたい。と思う⼥性のた

めに・・・	

	

	

アロマセラピーサロン Vert	Mer とオンラインサロン eligere	

アロマセラピーを通してたくさんの⼥性と出会いました。全ての⼥性

に素敵な魅⼒が備わっており、皆さんの⼈⽣には深い物語がありまし

た。これまでのご⾃⾝と⽣き⽅をもっと評価して良いと思うのです。

それを選んできたご⾃分の「審美眼」と「美しさ」を誇りに思って欲

しい。サロンオーナー藤原という媒介を通してあなたがあなた⾃⾝と

出会うオンラインサロン eligere（エルグレ）です。	
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豊かな⼈⽣のためのオンラインサロン eligere	

オンラインサロンはエルグレ eligere という名前にしました。	

オンラインサロンの eligere(エルグレ)とは、エレガンスの語源とされ

るラテン語で「注意深く丁寧に選ぶ」という意味があります。	

私たちが⽇々の⽣活の中で選ぶものはたくさんあります。その全てに

「注意深く」「丁寧に」意識を持つことができたら素晴らしいのです

が、そうはいかないのが⽇常というものかもしれません。	

それでもやはり、⾃分のために選ぶものは、中途半端に妥協したもの

ではなく、丁寧に注意深く選べたらどれだけ嬉しいだろう︖というこ

とは想像できるはずです。	

	

では、1 ⽇ 24 時間のうち 5 分だけ、1 週間のうち 1 時間だけ、1 ヶ⽉

のうち 1 ⽇だけ、特別な時間を持ち、その時間だけ eligere を意識して

みませんか︖	

⼈⽣のうちのほんのわずかな時間でも⾃分のために「丁寧に注意深く

選ぶ」時間。	

それはご⾃⾝のリセット、リフレッシュ、あるいはクリアランス、ク

レンジグ、さらには気づきや覚醒のためのほんのひとときとなり、⾃

分⾃⾝への素敵な魔法となることと思います。	

その積み重ねが豊かな⼈⽣を作り上げるのではないでしょうか︖	

	

そんな eligere な時間を提供できるようなオンラインサロでありたい。	
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どんなことをするの︖オンラインサロン eligere	

⾃分の⼈⽣が⾃分にとって最⾼のものであること。それが、オンライ

ンサロンの eligere の⽬的ですが、オンラインサロンはアロマセラピー

サロン Vert	Mer と同様に、⼈⽣を共に歩むパートナーとして、サロン

メンバーに最⾼の⼈⽣を。という藤原綾⼦のこだわりをふんだんに取

り⼊れたいと考えています。	

⼈⽣を楽しむ。という⽬的で、お茶会、飲み会の開催はもちろんです

が、⾃信を持つための美しいお肌、美しい⾁体、⼈⽣を豊かにするた

めの知性、精神、オーラ（気）をどうしたら作れるか︖保てるか︖⾼

められるか︖ということを、⼀緒に丁寧に選び、丁寧に続けてみませ

んか︖	

	

その時々の閃きで、さまざまなご提案をさせていただきますが、⾯⽩

がってくださると嬉しいです。	

	

<特典>	

1. 全員︓LINE	毎朝カードリーディング配信	

2. 希望者︓⽉１カードリーディング無料	

3. 毎⽉抽選１名︓個⼈セッション 60 分無料	

4. 希望者︓⽉ 1 回個⼈セッション 90 分 22,000 円税込（通常 55,000 円）	

5. 希望者︓オンラインお茶会＆飲み会無料（瞑想やヒーリング）	

6. 希望者︓藤原セレクトパーティ（サロンより⾷事をデリバリー参加費別途）	

7. 藤原綾⼦のときめき、ひらめきイベント参加（随時募集︓参加費別途）※	

8. ⼊会時に⾃動的にアロマセラピーサロン Vert	Mer	V.I.P メンバーとなりますので、

優先予約枠のご案内、リトリートプランの優先利⽤、特別メニューのご提案	
※藤原綾⼦のときめき、ひらめきイベント＝藤原がその時々に興味を感じたことを紹介し、

感動とときめきをシェアするマニアックなイベントです。	
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オンラインサロン eligere はこんな場所です	

既にお分かりのことと思いますが、オンラインサロン eligere は、サロ

ンメンバーのための豊かな⼈⽣を作るために選択と集中のスキルを⾝

につける、という⼤義名分のもと、藤原綾⼦もサロンメンバーの⼈⽣

を共に歩くパートナーとして存分に楽しませていただきます。	

	

オンラインサロンの利⽤の仕⽅は⾃由です。企画に参加して楽しむも

良し、LINE チャットで多くの⼈と交流しても良し、遠くで⾒て楽しむ

だけでも良し、はたまた企画を提案して楽しんでも良い。決して流さ

れることのない、マイルールを持つことをお勧めします。	

	

あなたの⼈⽣の⼤切な時間を過ごす場所として、ご⾃分の基準で丁寧

に関わってもらえたら嬉しいです。	

サロンオーナーとして、私も新しいこと、有意義なことを提案提供し

ていきますのでご期待ください。	

また、アロマセラピーサロン Vert	Mer のオンラインサロンという位置

付けでもあります。	

精✖気✖神（⼼✖⾝体✖魂）を整える場所として、常にクリアで明るい

エネルギーを忘れず、ここへアクセスするだけで満たされる場所とな

るはずです。	

	

	

参加費	

⽉額 1,100 円税込（	PayPal ⾃動引き落とし）	
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⼊会条件・注意事項	

・LINE アカウントをお持ちの⽅（LINE グループによるオンラインサロンメンバー

へのお知らせなどをメインにします。プロフィール写真がない、なりすましの可能

性があると判断した場合、オンラインサロンの⼊会をお断りする、強制退会とさせ

ていただく場合があります。）	

・Facebook アカウントをお持ちであればお知らせください。	

・クレジットカードをお持ちの⽅（決済は paypal を使いますのでクレジットカード

が必要です）	

・オンラインサロン内の情報は秘密厳守でお願いいたします。	

・⼊会申し込み前に必ずオンラインサロン利⽤規約をお読みください。	

・こちらのオンラインサロンは事前⼊会制となります。	

・⾮公開グループの参加までは⼊会申込⽇から 10 ⽇程度いただいております。	

・決済については毎⽉ 1 ⽇にクレジットカード決済が発⽣します。	

	

利⽤規約	

株式会社ソルシェール（以下「当社」といいます。）は、「オンラインサロン利⽤

規約」（以下「本規約」といいます。）を定め、本規約に従い、「オンラインサロ

ン」（以下「本サービス」といいます。）を提供します。	

第 1条（本サービスについて）	

本サービスは、各種 SNS ⼜は当社が運営するプラットフォーム及びアプリケーショ

ンを通じて、情報を発信するオーナーと会員、⼜は会員同⼠においてコミュニケー

ションを⾏うことができる会員制のコミュニケーションサービスです。	

第 2条（定義）	

本規約において、⽤語の定義は、別途定義されている場合を除き、以下のとおりと

します。	

（1）「オンラインサロン」とは、オーナーが各種 SNS ⼜は当社が運営するプラッ

トフォーム及びアプリケーションにおいて開設する、オーナーと会員、⼜は会員同

⼠においてコミュニケーションを⾏うことができる場所をいいます。	

（2）「オーナー」とは、オンラインサロンを主宰する個⼈⼜は個⼈が所有若しく
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は実質的に⽀配する法⼈その他の団体をいい、オーナーが団体に所属する場合には

当該団体をも含むものとします。	

（3）「オーナー発信情報」とは、オーナーが本サービスにおいて発信する、⽂

章、画像、⾳声及び動画等の情報をいいます。	

（4）「申込者」とは、本サービスにおいてオンラインサロンの⼊会申込みをする

者をいいます。	

（5）「会員」とは、第 4 条に従って会員登録を⾏った者をいいます。	

（6）「有効期間」とは、第 5 条で定めるとおり、会員がオンラインサロンを利⽤

することができる期間をいいます。	

（7）「各種 SNS」とは、	LINE 株式会社が運営する LINE、Facebook,Inc.が運営する

Facebook 等の SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）のうち、当社がオ

ンラインサロンの提供媒体として指定するものをいいます。	

（8）「配信コンテンツ」とは、オーナー発信情報の他に、オーナーが本サービス

において会員に対し配信する⽂章、画像、⾳声及び動画等をいいます。なお、配信

コンテンツの著作権については、原則として当該オーナー⼜はオーナーの所有する

法⼈、団体に帰属します。	

（9）「会員投稿情報」とは、会員が本サービスに投稿する⽂章、画像、⾳声及び

動画等を含む⼀切の情報をいいます。なお、会員投稿情報の著作権その他⼀切の法

的権利については、会員投稿情報を投稿した会員⼜は当該会員に利⽤を許諾した第

三者に帰属します。	

第 3条（会員資格）	

オンラインサロンを利⽤するには、会員になる必要があり、会員になるには、以下

の要件を全て満たすことによって会員の資格が付与されます。	

（1）⼊会申し込み⼿続きを完了すること	

（2）本規約に同意すること	

（3）会員となる者が未成年者の場合、法定代理⼈の同意を得ること	

第 4条（会員登録）	

1．申込者は当社に対し、当社が定める⽅法によりオンラインサロンの⼊会申込み

を⾏うものとします。	

2．オンラインサロンの会員登録（以下「会員登録」といいます。）は、オーナー

がオンラインサロンへの参加承認を⾏った時点で完了します。	
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3．オーナー⼜は当社は、申込者からの⼊会申込みに際し、各種 SNS ののアカウン

トが実名登録ではない、プロフィール写真がない、友達がいないなどから、アカウ

ントがアクティブなものではないと判断した場合その他オーナー⼜は当社において

厳格な審査が必要であると判断した場合、所定の審査を⾏う場合があります。この

場合、前項の規定は適⽤されず、当社が申込者に対して当該⼊会申込みを承諾する

旨の通知をした時点⼜は申込者が利⽤料⾦を⽀払った時点のいずれか遅い時点で会

員登録が完了します。	

4．申込者は、オーナー⼜は当社が申込者からの⼊会申込みについて、承諾しない

場合があることを予め同意するものとします。なお、当社は申込者に対し、不承諾

の理由を説明する義務を負わないものとします。	

第 5条（利⽤料⾦等）	

1．オンラインサロンを利⽤するには、本条第５項の⽅法にて当社に対して、利⽤

料⾦（以下「利⽤料⾦」といいます。）を前払いで⽀払う必要があります。会員は

利⽤料⾦を⽀払うことにより、有効期間中オンラインサロンを利⽤することができ

ます。	

2．利⽤料⾦はサロンによって異なり、⽉額 1,100 円（税込）です。有効期間は毎

⽉末⽇ 23 時 59 分までです。⽉途中の会員登録⼜は退会の場合であっても、退会⽉

の利⽤料⾦の⽇割清算は⾏わないものとします。	

3．会員登録は、会員が退会⼿続きを⾏い、オーナーが退会⼿続きを完了、⼜は会

員資格が失効しない限り原則⾃動的に更新（以下「⾃動更新」といいます。）され

るものとします。	

4．前項により⾃動更新される場合、利⽤料⾦は、有効期間が経過した時（以下

「更新時」といいます。）に、会員が会員登録の際に指定した⽀払⽅法により⾃動

的に決済されるものとします。	

5．利⽤料⾦の⽀払い⽅法は、クレジットカードに限るものとします。	

6．当社は、利⽤料⾦を変更する場合、変更⽇の 1 か⽉前までに会員に告知するも

のとします。ただし、やむを得ない事情が存する場合はこの限りではありません。	

第 6条（配信コンテンツ利⽤について）	

1．会員は、配信コンテンツ（当サロン内で配信された全てのコンテンツを指しま

す）を当社が定める利⽤環境等で利⽤することができます。	



8	

3．会員がオンラインサロンを⾃主退会した場合、⼜は会員資格を失効した場合、

当該会員は全てのコンテンツを利⽤することができなくなります。	

4．当社は、配信コンテンツの配信を⾃⼰の判断で停⽌⼜は終了する場合がありま

す。この場合、有料で配信された配信コンテンツについて、第 7 条第 1 項の定めが

適⽤されます。	

第 7条（返⾦）	

1．当社は、会員が⽀払った利⽤料⾦及び購⼊代⾦について、返⾦を⾏わないもの

とします。	

2．会員が本サービスを有効期間内に⾃主退会、⼜は会員資格が失効した場合であ

っても、前項と同様とします。	

第 8条（禁⽌事項等）	

1．当社は、会員による本サービスの利⽤に際して、以下の⾏為を禁⽌します。な

お、以下の各号に定める禁⽌事項は、会員投稿情報にも適⽤されるものとします。	

(1）他の会員、オーナー、当社⼜は第三者の著作権、商標権、特許権、実⽤新案

権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する⾏為、⼜は

侵害するおそれのある⾏為	

(2）他の会員、オーナー、当社⼜は第三者を誹謗中傷し、⼜は名誉もしくは信⽤を

傷つける⾏為	

(3）差別に繋がる⺠族、宗教、⼈種、性別⼜は年齢等に関する表現⾏為	

(4）当社の許諾を得ずに⾃⼰⼜は第三者の商品やサービスの広告・宣伝・誘導を⽬

的とする⾏為、⼜はその他スパムメール・チェーンメール等の勧誘を⽬的とする⾏

為	

(5）他の会員、オーナー、当社⼜は第三者に不利益を与える⾏為	

(6）公序良俗、その他法令に違反する⾏為⼜は犯罪に結びつく⾏為及び当該⾏為を

勧誘・幇助・強制・助⻑する⾏為	

(7）本サービスにより得た情報を転載⼜は引⽤及び他メディアへの掲載等をする⾏

為	

(8）反社会的勢⼒に利益を提供し、⼜は便宜を供与する⾏為	

(9）他の会員の情報収集⽬的、宗教や政治活動への勧誘⽬的で本サービスを利⽤す

る⾏為	
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(10）事実に反する情報を他の会員に流布する⾏為	

(11）他の会員による本サービスの利⽤を妨害する⾏為	

(12）他の会員⼜は第三者になりすまして、本サービスを利⽤する⾏為	

(13）	各種 SNS の定める規約等に反する⾏為	

(14）配信コンテンツの著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害し、⼜は

侵害するおそれのある⾏為（配信コンテンツを複製、改変、公衆送信、送信可能

化、アップロード、レンタル、上映⼜は放送する⾏為がこれに該当しますが、これ

に限られるものではありません。）	

(15）	配信コンテンツに施された技術的保護⼿段を回避する⾏為	

(16）	本サービスを通じて取得した個⼈情報を本⼈の同意なく第三者に提供する⾏

為	

(17）本サービスにより提供される情報を改ざん・消去する⾏為	

(18）当社のサーバーに過度の負担を及ぼす⾏為	

(19）本サービスに接続されている他のコンピューター・システム⼜はネットワーク

への不正アクセスを試みる⾏為	

(20）コンピューターウィルス等有害なプログラムを使⽤し、もしくは提供する⾏

為、⼜はこれらの⾏為を推奨する⾏為	

(21）本サービス⼜は本サービス上で使⽤されているソフトウエアをリバース・エン

ジニアリング、逆コンパイル、⼜は逆アセンブルする⾏為	

(22）当社及びオーナーが関与する公開前のプロジェクトの内容を第三者に⼝外する

⾏為	

(23）運営および特定メンバーへの誹謗中傷、荒らし⾏為などコミュニティの秩序を

⼤きく乱す⾏為	

(24）本サービスの他、当社の運営するサービスを妨害する⾏為	

(25）前各号に定める⾏為を助⻑する⾏為	

(26）その他､当社が不適切と判断した⾏為	

2．前項各号の禁⽌事項に該当するか否かについては、当社の裁量により判断する

ことができるものとします。	

第 9条（⾃主退会）	

1．会員は、本サービスの退会ページでの⼿続きを⾏うことで、オンラインサロン

を退会することができるものとします。ただし、この場合、第 7 条第 2 項の規定が

適⽤されるものとします。	
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2．会員がオンラインサロンを退会した場合においても、当該会員による会員投稿

情報については、他の会員において閲覧可能な状態となります。	

3．オンラインサロン退会後の配信コンテンツの利⽤に関しては、第 6 条第 3 項及

び第 4 項の規定をご確認ください。	

4. 退会と同時にアロマセラピーサロン Vert	Mer の V.I.P 特権も消滅します。	

第 10条（会員資格の失効）	

会員において、以下の事由が⽣じた場合、会員資格は失効するものとし、当該会員

は本サービスの全部が利⽤できなくなります。	

（1）更新時において、会員が登録したクレジットカードによる決済ができず⾃動

更新ができない場合	

（2）第 11 条に定める場合	

第 11条（規約違反⾏為等に対する措置）	

当社は、本サービスを適正に運営するため、会員が以下に定める事項に該当する場

合には、あらかじめ会員に通知することなく、会員投稿情報の削除、本サービスの

利⽤停⽌、会員資格の失効等、必要な措置を講じることができるものとします。	

（1）会員が本規約に定められている事項に違反した場合、⼜はそのおそれがある

と当社が判断した場合	

（2）会員とオーナー⼜は当社との間の信頼関係が失われた場合もしくはオーナー

⼜は当社が会員による本サービスの利⽤を不適当であると判断した場合	

第 12条（会員のデータ及び会員投稿情報等の取扱い）	

1．当社は、本サービスの保守や改良等の必要が⽣じた場合には、会員投稿情報に

つき、サービスの保守や改良等に必要な範囲で複製等を⾏えるものとします。	

2．当社及びオーナーは、本サービスの広告及び本サービスにより派⽣する商品化

及び役務化（書籍化等の⼆次利⽤を含むがこれに限りません。）の⽬的のために、

会員投稿情報を無償で利⽤（複製・複写・改変・第三者へのサブライセンスその他

あらゆる利⽤を含みます。）できるものとし、会員は、これを当社及びオーナーに

対して、永続的かつ取消不能のものとして許諾するものとします。ただし、会員投

稿情報のうち個⼈を特定することのできる情報や会員が限定公開の意図を明⽰して

投稿した情報を利⽤する場合、当社及びオーナーは、当該情報を投稿した会員の事

前の承諾を得るものとします。	
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第 13条（会員投稿情報の監視）	

当社は、会員に本サービスを快適にご利⽤いただくため、当社⾃ら⼜は第三者に委

託して、会員投稿情報を監視することとし、会員はこれに同意するものとします。

ただし、当社は監視義務を負うものではありません。	

第 14条（本サービスの停⽌、変更、終了）	

1．当社は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの全部⼜は⼀部の提供を

いつでも停⽌することができるものとします。	

（1）本サービスに係るシステムの点検⼜は保守作業等を⾏う場合	

（2）システム、通信回線等が停⽌した場合	

（3）地震、落雷、⽕災、⾵⽔害、停電等の天災事変その他⾮常事態の発⽣した場

合	

（4）各種 SNS のサービスが停⽌した場合	

（5）	その他、当社が本サービスを停⽌することが必要であると判断した場合	

2．当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、⼜は本サービスの提

供を終了することができるものとします。なお、当社が本サービスを停⽌、変更⼜

は終了（以下「停⽌等」といいます。）する場合、会員に対して可能な限り事前に

通知するよう努めますが、緊急の場合等、事前に通知ができないこともありますの

で予めご了承ください。	

3．当社は、本サービスの停⽌等によって会員が被った損害を賠償する責任を負わ

ないものとします。	

第 15条（免責事項）	

1．当社は、以下に掲げる事項について、⼀切保証しないものとします。会員は、

本サービスの利⽤及び本サービスにより提供される情報の有⽤性等を⾃⼰の判断、

かつ責任で利⽤するものとします。	

（1）オーナー発信情報及び配信コンテンツの内容を含む、本サービスで提供され

る全ての情報（本サービスから提供される情報及び本サービス上に表⽰される第三

者が管理⼜は運営するリンク先に含まれる⼀切の情報等を含みます。以下、本項に

おいて同様とします。）に関する、有⽤性、適合性、完全性、正確性、信頼性、安

全性、合法性、道徳性、最新性	
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（2）会員間のやりとりに関する⼀切の事項	

（3）各種 SNS 上に掲載されている事項	

（4）本サービスの提供に不具合、エラーや障害が⽣じないこと	

（5）本サービス上におけるオーナー発信情報及び配信コンテンツが第三者の権利

を侵害しないこと	

（6）本サービス及び各オンラインサロンの存続⼜は同⼀性が維持されること	

2．会員は、オーナー⼜は他の会員との間で紛争が⽣じた場合には、当事者間にお

いてこれを解決するものとします。	

3．会員による本サービスの利⽤に伴い、当社の債務不履⾏⼜は不法⾏為に基づき

会員に損害が発⽣した場合、当社は会員に対し、当該債務不履⾏⼜は不法⾏為が⽣

じた⽉において、当該会員に⽣じる利⽤料⾦の額を上限として、損害賠償責任を負

います。ただし、当社に故意⼜は重過失がある場合はこの限りではありません。	

第 16条（損害賠償）	

会員の⾏為（会員の⾏為が原因で⽣じたクレーム等を含みます。）に起因して当社

に損害が発⽣した場合、当社は会員に対し、当該損害の全額（当社が負担する弁護

⼠費⽤を含みます。）を賠償請求できるものとします。	

第 17条（個⼈情報の取扱い）	

1．当社は、申込者及び会員が本サービスを利⽤する際に当社に対して提供する個

⼈情報を、当社の「プライバシーポリシー」の規定に則り、取扱うものとします。

なお、本条において個⼈情報とは、「個⼈情報保護に関する法律」に定められる個

⼈情報をいいます。	

2．当社は、個⼈情報を、以下の各号に定める⽬的で利⽤することができるものと

します。	

（1）本サービスの提供を⾏う⽬的	

（2）オーナーが⾏う申込者の⼊会審査に関する⼿続に協⼒する⽬的	

3．申込者及び会員は、当社が個⼈情報のうち前項に定める⽬的に必要な範囲の情

報を、オーナー及びオーナーが指定する第三者に対し提供することに同意するもの

とします。	

4．申込者及び会員が当社を介することなく、オーナーに対し、直接⾃⼰の個⼈情

報を提供する場合、当社はそれによって⽣じた紛争等には⼀切関知しないものと

し、申込者及び会員に対し何等の責任を負わないものとします。	
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第 18条（規約の変更）	

1．当社は、当社が必要と判断した場合には、本規約及びオーナー規則等を、申込

者及び会員に対する事前の通知なく変更することができるものとします。	

2．変更後の本規約については、本サービス上に表⽰した時点で効⼒を⽣じるもの

とし、本規約変更後に、申込者及び会員が本サービスを利⽤した場合には、会員は

変更後の本規約の内容を承諾したものとみなします。	

第 19条（当社からの通知）	

1．当社から申込者、会員への連絡事項については、会員が会員登録の際に登録し

たメールアドレス⼜は各種 SNS を通じて連絡⼜は通知を⾏います。	

2．申込者及び会員は、前項のメールアドレスに変更がある場合、直ちに当サイト

にて変更⼿続きをするものとします。	

3．申込者及び会員が前項に定める変更⼿続きを怠ったことにより、申込者及び会

員に損害が⽣じたとしても、当社は何らの責任を負わないものとします。	

第 20条（権利義務の譲渡禁⽌）	

会員は、本規約に基づく全ての契約について、その契約上の地位及びこれにより⽣

じる権利義務の全部⼜は⼀部を、当社の書⾯による事前の承諾なく第三者に対し譲

渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできないものとします。	

第 21条（分離可能性）	

本規約のいずれかの規定が会員との本規約に基づく契約に適⽤される関連法令に反

するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、当該会員との契約には適⽤さ

れないものとします。ただし、この場合でも、本規約の他の規定の効⼒には影響し

ないものとします。	

第 22条（準拠法、裁判所）	

1．本規約は、⽇本法に準拠して解釈されるものとします。	

2．当社、申込者及び会員は、本規約に関し、当社と申込者及び会員との間で⽣じ

た紛争の解決について、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とするこ

とをあらかじめ合意するものとします。	

2021 年 3 ⽉ 13 ⽇記	
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プライバシーポリシー	

プライバシーポリシー（情報のお取り扱いについて）	

１、ソルシェールは、ご登録いただく個⼈情報を、以下の⽬的で利⽤します。	

ご提供いただいた個⼈情報は、アンケート、モニター、キャンペーンのご案内、サ

ンプル配布、各種懸賞、	電⼦メール配信サービス、商品・景品発送などに利⽤させ

ていただきます。	

２、個⼈情報の提供について	

ソルシェールは、法律に基づき開⽰が義務づけられている等の特別の事情が無い限

り、ご本⼈の事前承諾無しに第三者に個⼈情報の提供を⾏いません。	

３、セキュリティーについて	

（1）SSL について	

株式会社ソルシェールウェブサイトでは、個⼈情報を SSL（Secure	Socket	Layer）に

より保護いたします。	万が⼀、送信データを第三者が不正アクセスした場合でも、

内容が盗み取られたり改ざんされたりすることを防ぎます。	
	
（2）クッキー及びウェブビーコンについて	

ソルシェールウェブサイトでは、本⼈が容易に認識できない⽅法であるクッキーや

ウェブビーコンを利⽤する場合があります。	その際、収集した統計データは、サー

ビス向上のためウェブサイトの改善に利⽤します。	クッキー及びウェブビーコンと

は、利⽤者のコンピュータの識別やサイトへのアクセス回数などを記録するもので

あり、	個⼈情報の取得には使⽤しません	
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ご⼊会お申し込みと⼿順	

オンラインサロン eligere（エルグレ）	

お申し込みフォーム https://24auto.biz/vertmer/touroku/thread91.htm 	

	

お申し込みフォームよりお申し込みいただきましたら、PayPal のお⽀払いボタンを

押して、お⽀払い⼿続きをしてください。	

ご⼊⾦が確認され次第、eligere 専⽤ LINE のご案内をメールでお送りします。	

お⽀払いのお⼿続き後、このご案内メールが 1 ⽇以上届かない場合は、ご連絡くだ

さい。	

LINE のお友達追加をしていただけましたら、その⽇からオンラインサロンの情報が

届きます。	

退会の際は、LINE にてお知らせください。退会に伴うサロン内での規約は利⽤規約

の通りです。	

	

◆その他お問い合わせは株式会社ソルシェール藤原綾⼦へ	info@vertmer.com	


