
ギフト包装

1STEP 2STEP 3STEP

母の日・父の日
ギフト専用カード
母の日・父の日ギフト（宅配）には
カードを添えてお届けします。

必ずお読みください

商品のお申込み手順

※ギフトの種類によって、お届け期間・
　受付期間が異なります。

●本カタログ（P.1～19、P.25～30）の
　中から商品をお選びください。

●店頭でのお申込み方法を下記の2つからお選びください。

商品や配送方法によって、包装形態が異なります。
～ 環境保全のため、簡易包装でお届けするように努めています ～

ギフトセンター
受付時間お電話でのご注文は承っておりません。

携帯から
※通話料有料

包装紙、送り状には
LAWSONのマークは入りません。

無包装
メーカー及び
産地の化粧箱で
無包装にて
お届けします。

こちらの位置に送り状を貼っ
た荷姿でのお届けとなります。

メーカー及び
産地の包装紙で
包装して
お届けします。

包装
資源保護のため
簡易包装にて
お届けします。

簡易包装 二重 お手渡しができるよう
二重包装にてお届けします。

こちらの位置に送り状を貼った荷姿で
のお届けとなります。

こちらの位置に送り状を貼っ
た荷姿でのお届けとなります。

こちらの位置に送り状を貼った
荷姿でのお届けとなります。

Ponta・dポイントPonta・dポイント
カード会員の方へ

※P.23～24の商品は、母の日・父の日ギ
フト専用カードは付きません。 10:00～18:00

※離島へのお届けはできません（東京都、北海道、鹿児島県、長崎県、沖縄県の各離島）。詳しくは右記の「発送について」の欄でご確認ください。
※母の日、父の日はのし・名入れ・お手渡し包装・夜間・配達時期の指定はできません。
※Loppiの受付は3月1日（火）10：00～となります。　※交通・天候の事情により、お届けが早まる場合があります。

ご注意点

商品のお届け期間・受付期間

カタログ内の
表示

荷姿例

商品を選ぶ お申込み 店頭でお支払い

フラワーギフトのお届け状態について
●フラワーギフトは長く楽しんでいただくため、つぼみの多い状
態でお届けする場合があります。
●フラワーギフトはメーカーの専用フラワーボックスに入れて、お届
けします。
●フラワーギフトは、自然の植物のため、色・サイズはカタログの
写真と異なる場合がございます。

フラワーギフトの出荷体制について
●フラワーギフトの出荷に関しては、万全の体制で品質チェック
を行い出荷しています。お届け時の状態にご満足いただけない
場合は、商品をお取り替えさせていただきます。

※ただし、同じ商品をお届けできない場合や、母の日・父の日当日まで
にお届けできない場合がございますので予めご了承ください。

ポイントはレジにてご提示いただいたカードに付与いたします。
ご提示し忘れた場合は、ポイント付与ができません。

宅配に関する
お問い合わせは、
ギフトセンターへ。

カタログ表記について
●印刷の特性上、写真と実際の商品の色が異なる場合がござ
います。また、写真と実際の商品の仕様が異なる場合がござ
います。サイズ・デザイン等は変更になる可能性がございます。

賞味期限について
●記載しております消費期限・賞味期限は、製
造・加工日からの日数です。（お届けにかかる
日数も含まれております）賞味期限の短い商
品をお申込みの際にはご注意ください。賞味
期限の記載については、賞味期限が30日以下
の商品を記載しております（一部商品を除く）。

発送について　※下記以外の離島においてもお届けが遅れる場合がございます。
●次の地域は生花•クール便のお届けはできません。また、お届けが遅れる場
合もありますのでご了承ください。発送は日本国内のみとなります。

東京都 伊豆諸島（青ヶ島村、大島町、神津島村、利島村、新島村、八丈町、御蔵島村、三宅村）、小笠原諸島（小笠原村）

沖縄県 国頭郡（伊江村、水納島）、うるま市（津堅島）、島尻郡（伊是名村、伊平屋村、粟国村、
北大東村、南大東村、座間味村、渡嘉敷村、渡名喜村、久米島町）、宮古郡（多良間村）、
宮古島市（来間島、大神島）、八重山郡（与那国町、竹富町）、石垣市、南城市（久高島）

鹿児島県 大島郡、鹿児島郡（三島村、十島村）、奄美市、屋久島町（口永良部島）
北海道 利尻郡、礼文郡、奥尻郡

長崎県 対馬市

その他
●各商品のアレルゲンについてはギフ
トセンターにお問合せください。
●申込書に記載された情報について
ギフトセンター、お申込み店舗、ローソ
ン本部から電話、SMS（ショートメッ
セージサービス）により連絡する場合
があります。またローソンもしくは、その
加盟店から当社ギフト・年賀状印刷・
クリスマスケーキ・おせち商品のご案
内を差上げることがございます。ご案
内を希望されない場合はそれぞれの
欄に□×印をご記入ください。

ローソンギフト規約
株式会社ローソン（以下、「弊社」といいます）が発行するローソン ギフトカタログ（以下、「本カタログ」といいま
す）は、以下の利用規約（以下、「本規約」といいます）に従って本カタログからお申込みいただけます。
本カタログからお申込みいただいた依頼主（以下、「依頼主」といいます）は、本規約の内容をご承諾いただいた
ものとみなしますので、ご了承ください。
１．ギフト（商品）の注文
⑴依頼主がギフト（商品）の注文に関し、ローソン店舗にてお申込みおよび代金をお支払のうえ、ローソン店舗
が登録手続きを完了した時点で、当該注文にかかるギフト（商品）の売買契約が成立したものとみなします。
⑵お申込み書の控えは、６ヶ月間保管ください。
⑶ギフト（商品）の注文は、日本国内に在住されている依頼主からにのみ限定させていただきます。 また、配送先
も日本国内のみとなります。
⑷注文ギフト（商品）が売切れで配送できなくなった場合は、注文の受付を終了させていただきます。
⑸注文ギフト（商品）の配送は、以下の場合を除き、左記お届け期間に行います。
㋐天災・交通事情・天候等が影響した場合
㋑弊社の注文発送件数が当初予測を著しく超える件数になった場合
㋒離島等、配達担当業者の事情によりさらに時間がかかる場合
㋓青果・生鮮品等で気象条件等により収穫・漁獲時期が変動した場合

⑹お申込みされたギフト（商品）が何らかの事情で配送できず、かつ配送期日のある注文の場合は、ほぼ同一の
代替商品を配送させていただくことがございます。

⑺弊社が販売する限定版や初回版の商品には、おひとり様の注文数量を限定させていただく場合があります。
その場合は、注文時に希望数量をご指定いただいても、注文いただけません。また、限定数量を超える注文を
されている場合には、キャンセルさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

２．禁止事項
依頼主は、本カタログからのお申込みにあたり、本規約の他の条項で禁止する行為の他、以下の行為を行って
はならないものとします。
⑴第三者または弊社もしくは弊社の業務委託先であるパートナー企業（以下、「パートナー企業」といいます）の
著作権、プライバシー、財産権その他の権利または利益を侵害し、または侵害するおそれのある行為

⑵第三者または弊社もしくはパートナー企業に迷惑をかけ、または不利益もしくは損害を与える行為、またはそれ
らのおそれのある行為
⑶公序良俗に反する行為、法令・条例に違反する行為、またはそれらのおそれのある行為
⑷本カタログからのお申込みの際に虚偽の内容を申請する行為

⑸本カタログ掲載商品を利用した転売・再発売等の営業行為、営利目的行為またはその準備を目的とした行為
３．契約の解除等
弊社は、次の下記事由にあたるとき、第1条1項で成立した当該売買契約を取消もしくは解除することができる
ものとします。
⑴依頼主が第２条の禁止行為を行った場合
⑵届先不明・長期不在でお届けできない場合
⑶数量限定商品において、準備数量を超えた注文をお受けした場合
⑷２０歳未満の依頼主が親権者または後見人等の同意を得ずに注文された場合
⑸第２条の禁止事項に拘らず、本カタログからのお申込みに関して不正行為または不適切な行為があった場合
４．免責事項
前項に定める場合および次の各号の事由により生じた損害に対し、弊社は賠償の責任を負わないものとしま
す。
⑴システム障害その他により、依頼主の注文データの受領が困難となった場合
⑵依頼主から提供された電話番号、住所等、連絡先の誤り、変更等により生じた損害
⑶天候や交通事情等の予期せぬ事由により、配送が困難となった場合
５．個人情報の取扱いについて
弊社は、「プライバシーポリシー」（http://lawson-gift.jp/policy.html）に基づき、個人情報を適切に取扱うもの
とします。
６．著作権等
⑴本カタログの各コーナーに関する著作権、商標権、肖像権その他の一切の権利は、特に定めのない限り、弊
社またはパートナー企業に帰属するものとし、依頼主は権利者の権利を尊重するものとします。

⑵依頼主は、本カタログの利用により得られる一切の情報、画像等について、弊社または当該情報、画像等の
権利者の許諾を得ずに、著作権法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、これらの全部または一部の利用、転載、複製、配布、改変等をすることはできません。

７．準拠法
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
８．管轄裁判所
本カタログのご利用に関連して発生した紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

商品の特性上、宅配伝票発行後
のキャンセルおよび送り先の変
更はお受けできませんので、予
めご了承ください。

商品の受け取り後、お客様都合
での返品・交換はお受けできま
せんので予めご了承ください。

返品・交換について

キャンセルについて

●レジカウンターにて代金を
　お支払いください。

お支払いは現金の他、
各種カード、電子マネー等も
ご利用いただけます。

¥1000

お支払いはローソンPontaプラス、
PontaVISAカード、各種クレジット
カード・電子マネーもご利用いただ
けます。

申込書の場合

ご依頼主、お届け先を
ご記入ください。
●住所は郵便番号、　　
　都道府県からご記入く
　ださい。
●電話番号を必ずご記入
　ください。
●法人名及びお名前も　
　楷書体（くずさず）で　
　はっきりご記入ください。
●フリガナもご記入ください。

1

必要事項を記入

店内で
申込書を
入手

あじさいとお菓子
ダンスパーティーハッピーと琥珀糖

ご希望の商品の申込書番号、数量、
商品名をご記入ください。

2 6桁の

※申込書にLoppi専用番号を記入しないよ
うご注意ください。

※なお、申込書は機械処理をいたします。欄
外に記載のある場合は、読み取れません
のではみ出さないようにご注意ください。

※ご記入いただいた文字が外字（常用漢字
表にない文字）の場合は、常用漢字また
はカタカナに変換して印刷させていただ
きますので、あらかじめご了承ください。

店
舗
ス
タ
ッ
フ
へ
提
示

の場合

申込券を
受取り

申
込
券

画面から

0120-06-39630570-05-3963

Loppi専用番号を入力

父の日
000000

母の日
000000

300
3月
限定 2品以上申込むと

から

対象期間
3月31日（木）まで

※対象商品：店頭お受取りギフト（P.23～24）以外の全商品。
※ポイントは4月末付与予定。　※お一人さま1回までの付与となります。

ポイント
プレゼント

50 ※ポイントは母の日は6月末、
　父の日は7月末付与予定。

ポイント
プレゼント

右記マークの付いた
商品を申込むと

100ポイントプレゼント
※Loppi、申込書、どちらからの申込みでもポイントは付与されます。
※ポイントは母の日は6月末、父の日は7月末付与予定。

※（例）3月中にLoppiからボーナスポイント付商品を1品、
ボーナスポイントなし商品を1品、申込むと

300P
（2品以上300P）

50P×2
（1品当たり50P）+ 100P

（ボーナス100P）
合計500P
プレゼント！！+ =

\\さらに//

\\さらに//

母の日：5月8日（日）

5月5日（木）～8日（日）
までにお届け

　※お届け日のご指定はできません。

受 付
期 間

3月1日（火）～5月1日（日）までLoppi

3月1日（火）～4月24日（日）まで申込書

父の日：6月19日（日）

6月16日（木）～19日（日）
までにお届け

　※お届け日のご指定はできません。

受 付
期 間

3月1日（火）～6月12日（日）までLoppi

3月1日（火）～6月5日（日）まで申込書

お得！！
で

お得！！
でいつ

でも

いつ
でも

申込むと1品当たり
から

100
ボーナスポイント
プレゼント
対象商品


