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ショップジャパン（日本版公式クラブ用品オンラインショップ）で、クラブ・地区・複合地区の登録した業務担当者の皆様が、
クラブ・地区・複合地区口座からの後日引き落とし設定でご購入いただくことが可能になりました。

本来は、ライオンアカウントにサインインいただくと、そこから「ショップ」に入ることが可能なはずですが、残念ながら現在は
そこからの「入口」が業務担当者の皆様に対して機能いたしません。また、この設定の変更はシステム的にはかなり大きな
修正を伴うため、日程の目途が付いておりません。

従いまして、以下のページではライオンアカウントからではなく、国際協会ウェブサイト・ホーム画面
https://www.lionsclubs.org/ja からご使用いただく方法をご案内いたします。

ショップジャパンでは日本国内で取り扱う商品を徐々に拡大しながらサービス向上に努めてまいります。米国サイトの商品
で日本での取り扱いをご希望の品物や、その他ご要望等ございましたら、どうぞお知らせください。

よろしくお願いいたします。

ライオンズクラブ国際協会OSEAL調整事務局 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。



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

-



3．ライオンアカウントのログイン画面に変わります。

業務担当者様のログインIDとパスワードでログインし
ます。

注意！ クラブ口座・地区口座への請求（後払い）で購入するためには、ここでラ
イオンアカウントにログインする必要があります。



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。



8．購入したい品番が
わかっている場合は、
虫眼鏡マークから直接
検索もできます。その
場合はここをクリック
します。



9．検索ウィンドウが表

示されますので、そこ
に品番を入力します。
ここではB1型のラペル
ピンが欲しいので、B1 
と入力すると、B1では

じまる複数のピンが現
れます。



10. ここではB1D という品番

があるので、このクラブ役
員用ラペルピン 金張り
1.5㎝をクリック



11.この画面にかわったら、
TITLE の下にあるドロップ
ダウンメニューをクリック



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



17.ここで他の商品が必要な

ら、ショッピングを続ける
をクリックします。

16.画面が切り替わり、

ショッピングカートの中が
表示されます。



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。
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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。
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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
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33.ご注文処理中の

画面に切り替わりま
す。

23



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。

CABINET SECRETARY
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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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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。



「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



ライオンズショップ・ジャパンに関するお問い合わせや連絡は

E-mail：
電話：
担当：

shopjapan@lionsclubs.org 
03-4589-5012
かばさわ・さわだ まで

商品についての詳細については
E-mail：
担当：

oseal-clubsupply@lionsclubs.org
かばさわまで

お問い合わせ・連絡先
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