
■Ponta 会員規約 ローソン特約 

新 旧 

第 2 条（ポイントの内容及び取扱い） 

1．付与されるポイントの内容及び取扱い

は、下記のとおりです。ただし、ローソン社

は付与率及び付与方法並びに使用率及び使

用方法その他一切の付与及び特典交換につ

いて変更したり、会員に付与されたポイン

ト合計残高（以下「残高ポイント」という。）

の上限を定めることがあります。 

(1)買上ポイント：対象店舗のうち、「ローソ

ン」及び「ナチュラルローソン」の店舗にお

いては、会員証を提示された上で、16 時か

ら 23 時 59 分迄の時間（以下「夕夜間」と

いいます。）での商品等のお買上 1 回につ

き、購入等代金 200 円（税抜き）あたり 2

ポイント、夕夜間以外での商品等のお買上

１回につき、購入等代金 200 円（税抜き）

あたり 1 ポイントが付与されます。ただし、

会員証のうち株式会社クレディセゾンの発

行するローソン Ponta カード Visa、JMB

ローソン Ponta カード Visa、クレジット機

能付ローソンパス及びハウスカードを利用

したクレジット決済での商品のお買上につ

いては、お買上 1 回につき、購入等代金 200

円（税抜き）あたり 4 ポイントが付与され

ます。また、株式会社ローソン銀行の発行

するクレジットカードを利用したクレジッ

ト決済での商品等のお買上については、夕

夜間でのお買上1回につき、購入等代金200

円（税抜き）あたり 4 ポイント、夕夜間以

外でのお買上 1 回につき、購入等代金 200

円（税抜き）あたり 2 ポイントが付与され

ます。なお、200 円（税抜き）未満の金額に

ついてはポイント算入にあたり切り捨て、

次回のお買い物の際に当該金額を繰り越す

第 2 条（ポイントの内容及び取扱い） 

1．付与されるポイントの内容及び取扱い

は、下記のとおりです。ただし、ローソン社

は付与率及び付与方法並びに使用率及び使

用方法その他一切の付与及び特典交換につ

いて変更したり、会員に付与されたポイン

ト合計残高（以下「残高ポイント」という。）

の上限を定めることがあります。 

(1)買上ポイント：対象店舗のうち、「ローソ

ン」及び「ナチュラルローソン」の店舗にお

いては、会員証を提示された上での商品等

のお買上 1 回につき、購入等代金 100 円（税

抜き）あたり 1 ポイントが付与されます。

ただし、会員証のうち株式会社クレディセ

ゾンの発行するローソン Ponta カード

Visa、JMB ローソン Ponta カード Visa、

クレジット機能付ローソンパス及びハウス

カード並びに、株式会社ローソン銀行の発

行するクレジットカードを利用したクレジ

ット決済での商品のお買上については、お

買上 1 回につき、購入等代金 100 円（税抜

き）あたり 4 ポイントが付与されます（※

1）。なお、100 円（税抜き）未満の金額につ

いてはポイント算入にあたり切り捨て、次

回のお買い物の際に当該金額を繰り越す事

はできません。 

(※1) 2019 年 10 月 1 日～2020 年 6 月 30

日の期間中、株式会社ローソン銀行の発行

するクレジットカードを利用したクレジッ

ト決済での商品のお買上については、お買

上 1 回につき、購入代金 100 円（税抜き）

あたり 4 ポイントが付与されます。 

 

 



事はできません。 

対象店舗のうち、ローソン社の指定する一

部の「ローソン」又は「ナチュラルローソ

ン」の店舗においては、付与率が一部異な

る場合があります。該当する対象店舗およ

び付与率については、当該店舗での告知を

ご確認ください。なお、この場合に別途ロ

ーソン社が指定する額未満の金額について

はポイント算入にあたり切り捨て、次回の

お買い物の際に当該金額を繰り越す事はで

きません。 

 

対象店舗のうち、「ローソンストア 100」の

店舗においては、会員証を提示された上で

の商品等のお買上 1 回につき、購入等代金

200 円（税抜き）あたり 1 ポイントが付与

されます。ただし、会員証のうち株式会社

クレディセゾンの発行するローソン Ponta

カード Visa、JMB ローソン Ponta カード

Visa、クレジット機能付ローソンパス及び

ハウスカードを利用したクレジット決済で

の商品のお買上については、商品等のお買

上 1 回につき、購入等代金 200 円（税抜き）

あたり 4 ポイントが付与されます。また、

株式会社ローソン銀行の発行するクレジッ

トカードを利用したクレジット決済での商

品等のお買上については、夕夜間でのお買

上 1 回につき、購入等代金 200 円（税抜き）

あたり 4 ポイント、夕夜間以外でのお買上

1 回につき、購入等代金 200 円（税抜き）

あたり 2 ポイントが付与されます。 

なお、200 円（税抜き）未満の金額について

はポイント算入にあたり切り捨て、次回の

お買い物の際に当該金額を繰り越す事はで

きません。 

 

 

対象店舗のうち、ローソン社の指定する一

部の「ローソン」又は「ナチュラルローソ

ン」の店舗においては、付与率が一部異な

る場合があります。該当する対象店舗およ

び付与率については、当該店舗での告知を

ご確認ください。なお、この場合に別途ロ

ーソン社が指定する額未満の金額について

はポイント算入にあたり切り捨て、次回の

お買い物の際に当該金額を繰り越す事はで

きません。 

 

対象店舗のうち、「ローソンストア 100」の

店舗においては、会員証を提示された上で

の商品等のお買上 1 回につき、購入等代金

200 円（税抜き）あたり 1 ポイントが付与

されます。ただし、会員証のうち株式会社

クレディセゾンの発行するローソン Ponta

カード Visa、JMB ローソン Ponta カード

Visa、クレジット機能付ローソンパス及び

ハウスカード並びに、株式会社ローソン銀

行の発行するクレジットカードを利用した

クレジット決済での商品のお買上について

は、お買上 1 回につき、購入等代金 100 円

（税抜き）あたり 2 ポイントが付与されま

す(※2)。なお、200 円（税抜き）又は 100

円（税抜き）未満の金額についてはポイン

ト算入にあたり切り捨て、次回のお買い物

の際に当該金額を繰り越す事はできませ

ん。 

(※2) 2019 年 10 月 1 日～2020 年 6 月 30

日の期間中、株式会社ローソン銀行の発行

するクレジットカードを利用したクレジッ

ト決済での商品のお買上については、お買

上 1 回につき、購入代金 100 円（税抜き）

あたり 4 ポイントが付与されます。 



対象店舗のうち、ローソン社の指定する一

部の「ローソンストア 100」の店舗におい

ては、付与率が一部異なる場合があります。

該当する対象店舗および付与率について

は、当該店舗での告知をご確認ください。

なお、この場合に別途ローソン社が指定す

る額未満の金額についてはポイント算入に

あたり切り捨て、次回のお買い物の際に当

該金額を繰り越す事はできません。 

 

いずれの対象店舗においても、1 回の購入

等代金を分割して決済し、買上ポイントを

分割して取得すること等はできません。ま

た、本特約第 2 条 1. （3）に基づき残高ポ

イントを購入等代金に使用した場合、ポイ

ントを使用した代金分については買上ポイ

ントの付与対象とはなりません。なお、以

下の場合については、買上ポイントは付与

されません。 

[1] 金券類似物（切手、印紙、テレカ、ビー

ル券、ごみ処理券等。）の購入 

[2] タバコ、チケット、旅行、プリペイドシ

ート、自動車教習料金、各種検定試験受験

料、宅配料、公共料金のお支払い、決済代

行、ローソン社で取り扱う各種電子マネー

のチャージ及び購入、並びに宝くじの当選

金払出しなど 

[3] コピー、デジカメプリント機を使用し

たデジカメプリントの利用 

[4] ATM サービスの利用 

[5] 一部を除くインターネット・アプリ上

での決済 

[6] その他、ローソン社の指定によりポイ

ント付与対象外とした商品等の購入等 

(以下略) 
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た、本特約第 2 条 1. （3）に基づき残高ポ
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