
【クラブ対象】ICTセミナー

2023/1/30

MD337 ICT委員会
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本日の目標

① ICTを少しだけ身近に感じられるようになること。

②マイライオンって何なのかを知る。

③アクティビティ報告の重要性を理解する。

④奉仕報告（計画）をやってみよう。
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なぜ急にマイライオンが登場したの？

・郵送やFAXでの報告 → 届いたものを集計していた

・世界的にはMyLCIを利用 → 全てが英語のため日本人には困難

・SavvannAの利用 → 本来はライオン誌のためにシステム

・2015年、日本もMyLCIでの報告へ！ → その年にMyLionが登場

↓ ↓

あと１０クラブまでに迫っていた 秒進分歩のITの世界
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そもそもマイライオンとは何なのか？

全ての報告や情報、学習、備品購入などをまとめた
会員ポータルシステムです。

ポータルってなに？ → Portal＝入口

つまり、ライオンズ会員の全ての入口になる仕組みの事です
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1. ライオンアカウントに登録すると、何ができるの？
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・MyLCI 会員動静の報告など

・MyLion アクティビティ（奉仕）の報告

・insights データの分析

・learn 学習センターなど

・Shop 備品の購入
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1.アクティビティ報告はなぜ必要？

2.クラブ奉仕報告率

3. MyLionで報告する権限のある役職

4. MyLion報告の際の留意事項

5. よくある質問



MyLion基本操作マニュアル
ライオンズクラブ国際協会日本語情報サイト 役立つ情報参照
https://sites.google.com/site/pacificasianja/archive?authuser=0

https://sites.google.com/site/pacificasianja/archive?authuser=0


アクティビティ報告はなぜ必要？
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2020-2021年度

310,416,181 10,410,843

404,625,800 281,758,396

受益者数
件数

寄付金額
（USD）

獲得金額
（USD）

11

全世界のライオンズによる

奉仕のインパクト

アクティビティ



報告することのメリット

◆ライオンズクラブ全体が世界中に及ぼしている
インパクトを把握する
⚫ アクティビティ件数
⚫ 受益者数
⚫ ボランティアの人数
⚫ 奉仕の時間
⚫ ファンドレイジング額（獲得金額）
⚫ 寄付金額

◆世界各地にあるニーズを把握する
⚫ 奉仕事業内容を共有＝報告することで
ニーズを特定

⚫ 事業の拡大、新規事業のヒント
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報告することのメリット

◆ライオンズ、ライオンズクラブへの関心を高める
⚫ グローバルな取り組みを可視化
⚫ 奉仕に関するデータを利用し、世界のニーズ
に対応するライオンズとレオの活動への理解
を促進

◆奉仕関連のアワードの受賞資格を得る
⚫ 「思いやりは大切なこと」奉仕アワード

グローバル重点分野で優れた奉仕事業を行い、MyLionで報告したライオンズクラ
ブとレオクラブ

2019-2020年度
2020-2021年度

335-A Nishinomiya Ebisu LC
332-C Miyagi Gakuin Women's University Sakura Leo Club
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334-A Yatomi LC



クラブ奉仕報告率
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クラブ奉仕報告
率

◼地区目標の一つ
⚫ 地区内のクラブによる奉仕報告率を上げる（前年度の報告率を維持あるいは上回る）
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レオクラブ：3%） 全世界：55%
2022年4月19日現在

日本：65%（LC：68%

（前年度：日本70%）

⚫報告率100％=アクティビティ1件報告
⚫レオクラブの奉仕を報告（地区目標達成率に反映）
⚫クラブ支部の奉仕を報告
⚫現年度アクティビティ報告期限：7月15日



MyLionで報告する権限のある役職
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MyLion：役員アクセス

アクティビティ報告ウェブサイト
https://www.lionsclubs.org/ja/service-reporting
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https://www.lionsclubs.org/v2/resource/download/109531337
https://www.lionsclubs.org/ja/service-reporting


MyLion報告の際の留意事項
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現実に即した、信頼できる数字の報告
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現実に即した、信頼できる数字の報告

LCIFへの寄付をアクティビティとして報
告する場合

報告はしなくてもいいが、した場合は必
ず「LCIFへの寄付？」に☑を入れる。

＊LCIFへの寄付報告は別途必要。

20



アクティビティを公開＝共有しましょう

【プライバシー設定オプション】
公開：全世界に公開
複合地区：複合地区内のみ閲覧可
地区：地区内のみ閲覧可
クラブ：クラブ内でのみ閲覧可

自分のみ（「今後のアクティビティを
計画」）
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クラブ支部のアクティビティも報告

⚫親クラブ会長、幹事、業務担当者が報告可能
（クラブ支部会長、幹事は報告不可）

クラブのアクティビティの一環として、支部の活動も忘れずに報告しま
しょう！

支部会長、幹事は支部のアクティビティを親クラブと情報共有
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レオクラブのアクティビティも報告

⚫レオクラブ会長、レオクラブ幹事、レオクラブ顧問

ライオンアカウントを取得して、レオクラブのアクティビティを報告しましょ
う！

＊地区目標の奉仕報告達成率に反映
＊「思いやりは大切なこと」奉仕アワードの
推薦条件
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今年度の奉仕報告は7月15日までに！

現年度のアクティビティ報告猶予期間：7月1日～7月15日

*猶予期間の前年度のアクティビティは前役職者が報告。

*アクティビティの編集、削除等も全て7月15日までに。

*7月15日以降は、新年度のアクティビティのみ報告可
（過年度のアクティビティの報告、削除、修正は不可）
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よくある質問
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このアクティビティの種類は

「奉仕事業」ですか「寄付」ですか？

１．活動の趣旨に最も近いものを選ぶ ２．追加の入力欄を表示する
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過年度の報告や他のクラブを見ることはできますか？

アクティビティ：公開のレベルによる

27

指標：全てのクラブの指標が閲覧可



2020-2021年度

310,416,181 10,410,843

404,625,800 281,758,396

受益者数
件数

寄付金額
（USD）

獲得金額
（USD）
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全世界のライオンズによる

奉仕のインパクト

アクティビティ
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insights
インサイツ
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insightsとは何なのか？

Insights＝洞察／見識／知恵

国際協会はこのデータを使って世界の現状を把握している

現状でSavvanAへ入力しているデータもここから抽出？

・例会出席率
・LCIF
・アクティビティ報告（献血／献眼／献腎／切手収集など）

※ 会員動静はすでにMyLCIへ移行済

実際の画面でデモ



トップページ：概要

会則地域別会員総数

会則地域別LCIF寄付総額

会則地域別クラブ総数

会則地域別奉仕アクティビティ件数

会員総数

会員数増加率

クラブ総数

LCIF寄付総額

奉仕アクティビティ
総数

LCI受益者総数

LCIF受益者総数

研修参加者数

全体概要 会員 奉仕 寄付 クラブ

要約

3

2



Membership：会員
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会員数

退会者数

会員の種類別

会員総数

退会者数

入会者総数

会員純増数

会員純増率

今年度会員数
今年度
退会者数

今年度
加入者数

今年度
会員純増数

新会員3年間維持率前年度会員数

会則地域

複合地区

地区

フィルター フィルター解除 対象地域 今年度会員指標



Membership：会員数
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月別会員数

△1年前同月会員数

●会員数



Membership：退会者

月別退会者数

1年前同月退会者数

月別退会者数
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Membership：会員の種類別

チャーターメンバー 退会者通常の
新会員

再入会員 転入会員

月別会員の種類比較
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Service Activity：奉仕事業

11

アクティビティ件数

受益者数

ボランティア 時間

アクティビティ件数

受益者数

ボランティア時間

クラブ報告率

奉仕アクティビティ指標



Service Activity：奉仕アクティビティ
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アクティビティ件数内訳

今年度
クラブ報告率

今年度
アクティビティ件数

前年度
アクティビティ件数

今年度
受益者数

前年度
受益者数

今年度
ボランティア時間

前年度
ボランティア時間 視力保護 食料支援 環境保全

アクティビティ件数内訳 受益 者数内訳

糖尿病 小児がん その他 視力保護 食料支援 環境保全 糖尿病 小児がん その他



Service Activity：アクティビティ件数
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視力保護 食料支援 環境保全 糖尿病 小児がん その他

月別アクティビティ件数



Service Activity：受益者数

視力保護 食料支援 環境保全 糖尿病 小児がん その他

月別受益者数
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Service Activity：ボランティア時間

視力保護 食料支援 環境保全 糖尿病 小児がん その他

月別ボランティア時間
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MyLion
マイライオン
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MyLionだけはPC版とスマホ版があります

PC版 → アクティビティ（奉仕）の計画、報告、調査に
特化しています。

アプリ版 → アクティビティ（奉仕）の計画、報告、調査
以外にスマホ特有の機能があります。

クラブ検索機能
メンバー検索機能
メッセージ機能（会員同士）など

実際の画面でデモ
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奉仕の報告で必ずやって欲しい事

先日のオセアル調整事務局の調査で

MD337の全報告のうち２５００件が

公開になっておらず、クラブ内報告

になっており、データとしてカウント

されていないという報告がありました。

もったいない。。。
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ライオン・アカウントの登録

注意：ライオン・アカウントの登録を行う前に、MyLCIの会員情報にログインIDとして
登録したいメールアドレスまたは携帯番号を登録し、2時間以上おいてからアカウント

登録を行ってください。

https://myapps.lionsclubs.org

国際協会ホームページ



ライオン・アカウントの登録
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ライオン・アカウントの登録

あらかじめMyLCIに登録してあるメールアドレスまたは携帯番号（両方登録のある場合
は、両方）が表示されるので、ログインIDとして登録したい方を選択します。
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ライオン・アカウントの登録

②

メールアドレスまたは携帯番号に6桁の認証コードが届くので、9分以内にそのコードを

確認し、画面に入力します。

①

件名：ライオン・アカウントへようこそ
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ライオン・アカウントの登録
ご自身で作成したパスワードを入力します。右に記載のパスワードの条件を満たさない
と次へ進めません。

各条件を満たすと文字の色が
オレンジから緑に変わります。
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ライオン・アカウントの登録

ライオン・アカウントに関するお問い合わせ：オセアル調整事務局メンバーサービスセンター

mscjapan@lionsclubs.org ／ 03-4589-5000（担当澤田直通）

mailto:mscjapan@lionsclubs.org
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4. ライオンアカウントのログインIDとパスワードの変更方法
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4. ライオンアカウントのログインIDとパスワードの変更方法
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4. ライオンアカウントのログインIDとパスワードの変更方法
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4. ライオンアカウントのログインIDとパスワードの変更方法
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4. ライオンアカウントのログインIDとパスワードの変更方法
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5. ログインで困ったら ①ログインIDを忘れた場合
（もしくはアカウントの登録の有無を忘れた場合）



57

5. ログインで困ったら ①ログインIDを忘れた場合
（もしくはアカウントの登録の有無を忘れた場合）
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5. ログインで困ったら ①ログインIDを忘れた場合
（もしくはアカウントの登録の有無を忘れた場合）
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6．ログインで困ったら ②パスワードを忘れた場合
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6．ログインで困ったら ②パスワードを忘れた場合
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6．ログインで困ったら ②パスワードを忘れた場合
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7. うまくいかない時のチェックポイント

お使いのインターネットブラウザはGoogle ChromeかFirefoxですか？
→Internet ExplorerやMicrosoft Edgeの場合、Google Chromeをインストールしてください

ライオン・アカウントの登録は、MyLCIに会員情報を登録・修正してから2時間以上経って
から行っていますか？

MyLionログインに登録しようとしているEメールアドレス／携帯番号は、MyLCIの会員情報
に登録済みですか？

ログインIDが携帯番号の場合、「819********」でログインができない時は
「 8109********」（81の後に0をつける）でお試しください

ログイン時のパスワード入力は半角で行っていますか？CapsLockやNumLockがオンになって
いませんか？

エラーメッセージが出る場合、少し時間をおいて再度お試しください（1～2日）。
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困ったときは・・・お問い合わせください

オセアル調整事務局

メンバーサービスセンター

Eメール：mscjapan@lionsclubs.org

TEL：03-4589-5000（担当直通）

mailto:mscjapan@lionsclubs.org
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My LCI
マイエルシーアイ



My LCIでの作業について
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■MyLCIにアクセスし、情報の閲覧・編集ができるのは今年度の
・クラブ3役（会長、幹事、会計）
・業務担当者（事務局員）
・地区、複合地区、その他の役職

■MyLCIにアクセスするには、ライオン・アカウントへの登録が必要
4/20 「クラブ対象ライオン・アカウントセミナー」
https://lionsclubs.app.box.com/s/y1puxid8xeaeri3ffrektfvwbf1b336h
ライオン・アカウントの登録手順等をご紹介しています

※ライオン・アカウントの取得は1度だけでOK

https://lionsclubs.app.box.com/s/y1puxid8xeaeri3ffrektfvwbf1b336h


My LCIでの作業について

Q.クラブ3役のアカウントでログインしているのにMyLCIでの報告や編集
ができない（ボタンが表示されない）

A. そのメンバーが2つ以上の役職を務めている場合がある。
（例：クラブ会長と地区の〇〇委員など）
その場合、正しい役職（三役）を選択しないと、操作ができない。
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２．会員動静について

• クラブは毎月、MyLCIで会員動静を報告する必要があります。
• 入退会があった場合は月内にその処理を行うようにし、動静が
ない月は「会員動静なしを報告」のボタンを押します。

※もしも入退会の登録を忘れてしまっていた、遅れてしまったという場合、会
員動静は過去2ヶ月までさかのぼって行うことができます。
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会員動静 ①新会員の入会
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会員動静 ①新会員の入会
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会員動静 ①新会員の入会
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会員動静 ①新会員の入会
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会員動静 ①新会員の入会

（記入例）住所
郵便番号：100-0011 
都道府県：Tokyo
市町村： Chiyoda-ku
住所1行目：3F Saiwai Building
住所2行目：1-3-1 Uchisaiwaicho

（記入例）電話番号（携帯）
国番号 市外局番 電話番号

81 90 1111-1111
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会員動静 ②退会
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会員動静 ②退会
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会員動静 ②退会

※グッドスタンディング＝会費をきちんと支払っており、不払いなどが無かった場合
75



会員動静 ②退会 注意点
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①誤って退会処理した場合、退会したという履歴を削除する
ことはできず、その会員を戻すには「再入会」させるしかあ
りません。

②退会処理は2ヶ月まで遡って登録できますが、国際会費の請
求が上がってしまうと、返金は認められません。6月の退会と
12月の退会は必ず同月中に処理するようにしてください。



３．会員情報の編集
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５．新クラブの結成、クラブ支部の結成、クラブの解散
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新クラブの結成

『新しいクラブを結成しよう』

https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-
center/start-a-new-club

• 新クラブ結成ガイド
• 各種申請書
• MyLCI入力ガイド
• 会員勧誘ツール
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https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club


クラブ支部の結成
『MyLCI クラブ支部入力マニュアル』

https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/87925974%20

様式CB-1：クラブ支部申請書/役員報告書

https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79872618%20

様式CB-２：クラブ支部会員報告書

https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79872626%20

クラブ支部編成証書

https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79872952%20
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https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/87925974
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79872618
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79872626
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79872952


６．次年度に向けた手続き

①次年度役員の登録

②次年度業務担当者の登録

③ライオン・アカウントの取得
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次年度に向けた手続き

次年度の役員・業務担当者は既にMyLCIで登録を行うことができます。
役員が決まり次第、できるだけ早く（遅くとも5月中には）登録をお願い致します。

＜MyLCIの利用が可能な期間＞

現役員・業務担当者

次期役員・業務担当者

7/1 7/31

移行期間
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次年度に向けた手続き
①役員の登録
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次年度に向けた手続き
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①役員の登録



次年度に向けた手続き
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①役員の登録



次年度に向けた手続き
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①役員の登録



次年度に向けた手続き：②業務担当者の登録

ステップ１：非会員の登録（※既に登録済みの業務担当者、会員の業務担当者は不要）
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My LCIの会員情報に登録するEメールアドレス
は個人のアドレスでお願いします。

次年度に向けた手続き：②業務担当者の登録
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ステップ１：非会員の登録（※既に登録済みの業務担当者、会員の業務担当者は不要）



次年度に向けた手続き：②業務担当者の登録
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ステップ２：業務担当者の登録（※業務担当者は毎年実施が必要）



ステップ２：業務担当者の登録

次年度に向けた手続き：②業務担当者の登録
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ステップ２：業務担当者の登録
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次年度に向けた手続き：②業務担当者の登録



ステップ２：業務担当者の登録

次年度に向けた手続き：②業務担当者の登録

会員番号または氏名（ローマ字）で検索しても登録したい人の情報が表
示されない場合はオセアル調整事務局メンバーサービスセンターまでお
問い合わせください：mscJapan@lionsclubs.org

92
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７．よくある質問

93



よくある質問 会員情報

Q. 会員情報の修正を行う際、修正後に保
存ボタンが押せません
A. ローマ字住所の都道府県の欄が空欄に
なっていることが原因の場合があります。

Q. 名前のローマ字のつづり（スペル）が正しくありません、修正するべ
きですか？
A. 過去にサバンナからのデータ移行が行われた際に、データがうまく認
識されずに綴りに間違いがある場合があります。（例： Shimizu・Simizu）
氏名のローマ字のつづりはヘボン式を推奨しております。
ご本人の希望がある場合は尊重していただいて構いません。

94



よくある質問 会員情報
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Q.スポンサーは変更できますか？
A. 入会登録時に入力したスポンサー情報に誤りがあった場合、入会日か
ら90日以内であれば修正可能です。
一度退会後に再入会する場合、1年以内の再入会の場合はスポンサーの
変更はできません。1年以上経った後の再入会時は新しいスポンサーが
必要です。
※チャーターメンバーはスポンサー欄が空欄になっています。



Q. 2つ（または複数）のクラブの事務局員ですが、MyLCIでの報告はどのように行えばよ
いでしょうか？

A. 複数のクラブの業務担当者の場合、まず担当する全てのクラブで業務担当者登録をして
ください。なお、非会員登録はいずれか1つのクラブだけで大丈夫です。
各クラブで業務担当者登録をすると、MyLCIを開いた際にページの右上に「他の役職を
選択」というボタンがありますので、ここをクリックすると担当しているクラブが表示
されますので、報告を行いたいクラブを選択すると、そのクラブのページが開きます。

よくある質問 業務担当者
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よくある質問 その他

97

Q. ライオンアカウントにログイン後、画面が真っ白になります。

A. 正しいブラウザ（Google ChromeやFire Fox）をご使用かご確認くださ
い。正しいブラウザを使っていても、ログイン後に画面が真っ白に
なったり、エラーメッセージが出ることがあります。その際は再度
ログインし直すと改善することもよくあります。5回以上エラーが続
く場合は、何かしら不具合の可能性があるので、オセアル調整事務
局メンバーサポートセンター（mscjapan@lionsclubs.org）までお問い
合わせください。

mailto:mscJapan@lionsclubs.org


メンバーサービスセンターに依頼するべき事項

98

（例）

• 会員履歴（入会日・退会日の修正）

• 誤って『逝去』で退会処理をしてしまった場合

• 誤って再入会・転入会員を新会員で登録してしまった場合

• 誤って違う会員を転入処理してしまった場合

• 準会員への登録・退会

問い合わせ先： オセアル調整事務局メンバーサポートセンター（mscjapan@lionsclubs.org）

mailto:mscJapan@lionsclubs.org


99

learn
ラーン
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Learnにはあなたに必要なマニュアルがあります

全てのライオンズ会員への学ぶ機会の提供は、
ライオンズやレオ、クラブ、地域社会の成長と発展のために
重要な会員サービスの一つです。
グローバル指導力育成チーム（GLT）の目標は、年間50万人
のライオンズやレオに学習の機会を提供することです。

実際に繋いでみます。

実際の画面でデモ
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Lions・Shop Japan

ライオンズショップジャパン



１．トップページの右上
にある、ストアをクリッ
クします。

会員ポータルではShopのアイコンがグレーアウトしていますが、

URL https://lionsclubsjapan.myshopify.com/ または、協会ウェブサイ
ト日本語トップページからお入りください。
※グーグルクロームかファイヤーフォックスでお願いします。インターネットエクスプロア―は推奨されておりません。

https://lionsclubsjapan.myshopify.com/


2．トップページの右上に
ある、人型のプロフィール
をクリック

-



4．ショップのトップ
ページが表示され、上
部にいろいろな種類の
ドロップダウンメ

ニューが確認できます。

ここから14ページまではご希望商品のお買い物方法が続きますが、クラブ口座・

地区口座への請求方法については15ページの「支払い方法選択」以降と、22ペー

ジの「国際協会口座を選択」をご参照ください。



5．「アワード＆表彰」を

クリックすると、ドロッ
プダウンメニューが開き
ます。ここではクラブ役
員用ラペルピンを購入す
る場合で進みますので、
ピン＆タブを選択します。

7.「ピン・タブ」
を選択すると➡

色 がブルーに反
転し ますので、
クリッ ク。

クラブ役員用ラペルピンの注文を例にご説明いたします。



6．いろいろなピン＆
タブが表示されます。



7．希望するピンに
カーソルをよせると
品名や価格が現れま
す。ここでは金張り、
1.5㎝のB1型のクラブ役
員用ラペルピンと表
示されます。



12.各役職別に表示されるの
で、ここでは前会長ピンを
選択



13.ここが選択した前会長ピ
ンの品番B1PPにかわります。
TITLE も前 会長/Past 

President で表示されます。

14.ここで数量を決めます。
－を押すと少なくなり、+ 

は多くなります。

15.数量が決まったらカー
トに入れる、をクリック



18.同様の手順を繰り返し、
ここではクラブ役員前3役

のラペルピンを購入し、内
容確認したら、支払い方法
選択をクリックします。



19．クラブ口座に請求す

る場合はクラブ名をク

リックします。



20.クラブへ請求が選択さ

れました。

17



21.注意：ライオンアカウントでログイン
すると、自動的にメールアドレスがここに
入りますが、本部のデータベースにリンク
しているので、ここでのメールアドレスは
変更しないでください。

22.姓名はアルファベット表
記で自動入力されますが、
漢字にで入力し直しても問
題はありません。尚、この
ページで入力された姓名・
配送先住所などがお届けす
る商品の配送先になります。
また、荷物に同梱される、
納品書に反映されます。

18

山田 太郎



※注意※ハイフンをいれてくださ
い。

19



※注意※
どこに配送するかを日本語で入力してください。

クラブ事務局に送る場合には必ずクラブ名を建物
名の欄 にご入力ください。○○ライオンズクラ

ブ

20
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33.ご注文処理中の
画面に切り替わりま
す。
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34.ここに注文番号が表示さ
れます。この注文番号を含
んだ確認メールがこの後届
きます。ライオンアカウン
トでログインの際、携帯番
号をIDに使用していると、
確認メールは配信されませ
ん。
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36.名札など名入れが必要な場合は、画面
に必要な情報を入力する項目が用意されて
いますので、それぞれ、ご入力をお願いし
ます。

CABINETSECRETARY

25

任期（例：2021-2022）

2021-2022

氏名 全て大文字

TARO SUZUKI

役職 ドロップダウンメニュ―から選択

DISTRICT 330A 地区番号 全て大文字

JAPAN 国名 全て大文字

名札など名入れが必要な用品

※注意：お名前や国名などは全て大文字で
お願いします。
IN ALL CAPS=全て大文字の意



お買い物の内容の詳細の見方

右上の人型のプロフィールアイコンをク
リックすると、注文履歴が確認できます。

内容確認したい注文番号をクリックすると、詳細が確認でき
ます。この様にお買い物履歴を確認されたい場合は、ライオ
ンアカウントでログインしてください。

ライオンアカウントでログインの際に携帯番号を使用している場合、確認メールが届きませんので上記の方法でご確認
ください。
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トップページの下部にQ&Aよくある質問がありますので、ご確認ください。
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28

よくある質問Q＆Aと注意事項

商品の受け取りには、どのくらいの日数がかかりますか？

商品の在庫が国内にある場合は、通常ご注文から10－14日でお届けいたします。注文数が大幅に増加する5，6月に
関しては、ご注文の処理にはさらに追加で2週間ほどかかる可能性がございます。

名入れはどのくらい時間がかかりますか？

ご注文の商品によってかかる時間が異なります。国際協会本部で名入れを行う商品は、発送までに最大で14 営業日かか

り、工場直送商品についてはおよそ3 週間かかります。いずれの場合もさらに海外から発送の時間を要します。

ご注文の変更・取消しについて

ご注文の品物がまだ発送されていない限り、ご注文はキャンセルが可能ですが、完了したご注文をオンラインでキャンセル

することはできません。キャンセルが必要な場合には、直接Shopjapan@lionsclubs.orgまでお知らせください。

売り切れ商品について

オンラインショップは原則リアルタイムの在庫数量を反映しています。在庫がないものは「売り切れ」表示となり、注文するこ

とはできませんが、「入荷したら連絡を受ける」にクリックすることでEメールでの入荷案内を受けることができます。

返品・交換について

ライオンズショップは、名入れ商品や特注品以外で、再販売が可能なコンディションの商品であれば、購入日から３０日以

内の返品・交換を承ります。

新会員キットについて

新会員キットは、ライオンズショップ・ジャパンでは販売せず、各地区キャビネットに常時在庫を置いていただいています

。クラブは地区キャビネットに直接ご連絡され、正確な数の発送を依頼をしてください。

mailto:%E7%9B%B4%E6%8E%A5Shopjapan@lionsclubs.org


「ライオンズクラブ国際協会クラブ用品ショップ」からメールが届くことがあります

Sent: Tuesday, April 20, 2021 2:37 AM

大変お待たせいたしました！
良いお知らせですー ライオンズ紋章バナートップ は再入荷いたしました。また品

切れになる前に、ぜひお求めください！

￥2,502

商品を見る

「売り切れ」と表示された商品の入
庫お知らせを希望した場合

From: ライオンズクラブ国際協会クラブ用品ショップ<no.reply@lionsclubs.org>

カートに商品が残っています。

Biller 様、

ショッピングカートに入った商品の購入手続きがまだ完了していません。もしご購入

を希望される場合は、在庫のある今のうちにぜひお手続きを完了ください。

購入手続きを完了する

またはショップにアクセスする

買い物かごの中のアイテム

CLUB OFFICER AWARDS × 1

買い物かご（カート）に商品を選ん
だまま、購入しなかった場合

mailto:no.reply@lionsclubs.org


長時間のご静聴ありがとうございました！
ご意見やご不明な点がございましたらお問い合わせください。

MD337 ICT委員会
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