2021 年 6 月 29 日
株式会社ローソン銀行

総額 300 万円分 PayPay ボーナスプレゼントキャンペーンの実施について
2021 年 6 月 29 日（火）から 8 月 31 日（火）まで、応募サイトでアンケートに答えると、抽選で 1 名さまに 100 万円分、
100 名さまに 1 万円分、1,000 名さまに 1,000 円分の PayPay ボーナスをプレゼント

当行は、2021 年 6 月 29 日（火）から 8 月 31 日（火）までの間、応募サイトでアンケートに答えると、
総額 300 万円分の PayPay ボーナスをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。このキャンペーン
は、ローソン銀行 ATM で PayPay 株式会社のキャッシュレス決済サービス「PayPay」への現金チャージ
が 2021 年 4 月から利用可能となったことを周知する目的で実施するもので、応募の際のお取引きは
不要で、どなたでもご参加いただけます。
期間中、応募サイトで「もしも 100 万円分の PayPay ボーナスがあたったら、ローソンでどんな買い
物をしたい？」などの質問に答えてご応募いただいた方の中から、抽選で 1 名さまに 100 万円分、
100 名さまに 1 万円分、1,000 名さまに 1,000 円分の PayPay ボーナスをプレゼントいたします。詳細は
以下をご参照ください。
■「総額 300 万円分 PayPay ボーナスプレゼント」キャンペーン概要

1

1.

キャンペーン期間

2021 年 6 月 29 日（火）00:00 〜2021 年 8 月 31 日（火）23:59
2.

応募条件



日本国内に在住で、連絡先が日本国内の方

3.

応募方法



キャンペーンの応募サイト（https://www.lawsonbank.jp/lp/20210629/index.html）より、
「PayPay
ボーナス 100 万円分があたったら、ローソンで買いたいもの」などの設問に回答して応募してください。
※応募はメールアドレス１つにつき 1 回までとなります。
※「@lawsonbank.jp」および「@maila.lawsonbank.jp」のドメインのメールが受信できるよう設定ください。

4.

賞品

抽選で、1 名さまに PayPay ボーナス 100 万円分、100 名さまに PayPay ボーナス 1 万円分、1,000 名さま
に PayPay ボーナス 1,000 円分をプレゼント。
※付与される PayPay ボーナスは PayPay 公式ストアでも利用可能です。出金・譲渡はできません。
【当選者発表】


当キャンペーンの抽選については、本応募規約に則って応募し、応募フォームにて必要情報の入力を不備なく完了した方が対象と
なります。



厳正なる抽選の上、当選者を決定いたします。



2021 年 11 月末までに、応募時にご登録いただいたメールアドレス宛に当選メールをお送りいたします。



PayPay ボーナス 100 万円分の当選者には、当行より当選のご連絡をし、犯罪収益移転防止のため本人確認をいたします。当行か
らのご連絡から 1 週間以内に氏名、生年月日、住所等が記載された本人確認書類をご提出ください。本人確認をさせていただいた
うえで、賞品をお渡しいたします。



PayPay ボーナス１万円分および PayPay ボーナス 1,000 円分の当選者さまには、発表は当選メールの送付をもってかえさせてい
ただきます。落選者さまにはご連絡いたしません。



当選者が以下のいずれかに該当する場合、当選の全てを無効とさせていただきます。


暴力団等反社会的勢力に該当すると当行が判断した場合



お届けいただいたご連絡先に不備がある、または当行から当選者に当選のご連絡をした後、連絡が取れないまま 1 週間が経
過した等の場合





応募ページに入力した内容が誤っている場合



その他当行が不適切であると総合的に判断した場合

当選が無効となった場合、その後、賞品の送付依頼をいただいたとしても一切お受けしかねますのでご注意ください。なお、無効
となった当選が発生した場合、当選人数は上記記載の数に達しないことがあります。



応募の確認および当選結果に関するお問い合わせにはお答えできません。



当選の権利を第三者に譲渡、換金、転売(ネット含む)することはできません。



当選後に当選者の不正行為または本応募規約に違反する行為等が発覚した場合、当行は当選の取り消しおよび賞品（賞品の返還が
困難である場合には、賞品相当額）の返還要求を行うことができます。



当キャンペーンに応募いただくにあたり、応募者はキャンペーンの運用について当行の運用方法に従うものとし一切異議申立て
を行わないものとします。

【賞品に関する注意事項】


当選手続き後、賞品「PayPay ギフトカード」をお渡しいたします。



「PayPay ギフトカード」は、お客さまご自身で所定の期間内に PayPay ボーナスへの引換えを行っていただく必要があります。



引換えには PayPay アカウントが必要です。詳細はこちらのページ(https://paypay.ne.jp/help/c0009/)をご確認ください。



PayPay ボーナスへの引換えには有効期間がございます。当選通知に記載された有効期間をご確認ください。「PayPay ギフトカー
ド」の再発行はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
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PayPay ボーナスの譲渡及び金融機関口座への出金はできません。PayPay ボーナスは PayPay 残高として使用でき、PayPay 公式



PayPay アプリの設定およびご利用方法に関するお問い合わせは、本キャンペーン事務局では承っておりません。ご了承ください。



PayPay、PayPay のロゴ、ペイペイ、Ｐのロゴは、Z ホールディングス株式会社の登録商標または商標です。

ストアでも利用可能です。PayPay ボーナスのご利用に関しては、PayPay 公式サイトの Q＆A ページご確認ください。

【ご留意事項】


免責事項


当行は予告なく本応募規約の内容を変更することができるものとします。なお、変更により生じた損害について、当行は一
切責任を負いません。



大規模自然災害、新型コロナウィルス等の疾病、ネットワークの不具合、コンピューターウイルスの影響およびサーバーへ
の不正アクセス等の当行の支配のおよばない理由により、当キャンペーンの円滑な運営、安全性、公正性等が損なわれると
判断したときは、予告なく当キャンペーンを終了もしくは内容を変更することができるものとし、それに関連して生じた応
募者の損害等について、当行は一切責任を負いません。



上記のほか、当行は予告なく当キャンペーンの内容の全部または一部を変更、中止および終了することができるものとしま
す。また、変更等により生じた損害について、当行は一切責任を負いません。



当キャンペーンサイトの利用により、いかなるトラブル・損害(直接、間接の損害別を問わず)が発生したとしても、当行は
一切責任を負いません。なお、当行の故意または重過失による損害については、上記の限りではありません。



本応募規約に記載のない事項については、当行が最終的な決定権を持つものとします。



当行の決定に同意いただけない場合、当選者は、応募を撤回することができます。なお、応募の撤回にともなう費用は、す
べて応募者の負担となります。



当行は、当キャンペーンに関連するあらゆる WEB サイトに掲載される情報の正確性、合法性、道徳性、最新性、適切性等
について保証いたしません。



禁止事項


応募者が以下に該当する行為を行ったと当行が判断した場合、その応募者は失格となります。なお、失格についての通知は
いたしません。



当キャンペーンへの応募に際し、以下の行為を禁止します。
(1)

当キャンペーン規約および本応募規約・法令に違反する行為

(2)

当キャンペーンの運営を妨げる行為

(3)

当行が悪質または不適切であると判断する行為

(4)

その他、前各号に類する行為

【個人情報の取り扱いについて】


当行は、応募者の連絡先メールアドレス等、当キャンペーンの遂行に必要な応募者の情報を取得いたします。



応募者からいただいた情報は、当キャンペーンの応募受付・抽選・その他、当キャンペーン遂行に必要な事項、当行および当行と
提携している会社等の金融商品・サービスのご案内等に利用いたします。



応募者の個人情報は、当行にて管理いたします。応募者の個人情報を応募者の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供す
ることはありません(法令等で開示を求められた場合を除く)。なお、応募者の個人情報は当行の個人情報保護方針に基づき安全か
つ適切に管理いたします。



当キャンペーンを円滑に実施するため、当行は外部の業務委託先に当キャンペーン遂行に必要な個人情報を提供することがあり、
本応募規約への同意をもって、当該業務委託先への個人情報の提供に同意したものとみなします。



その他、個人情報の取り扱いに関する詳細については、当行ホームページの「個人情報保護方針」および「個人情報のお取扱いに
ついて」をご覧ください。
https://www.lawsonbank.jp/rules/privacy_policy/
https://www.lawsonbank.jp/rules/privacy/

【準拠法】
本応募規約は、日本法を準拠法とし、これに従い解釈されるものとします。
【推奨環境】


当キャンペーンは、パソコン、スマートフォン、タブレットを利用ください。



端末の利用にあたっては、以下のブラウザを推奨しております。推奨環境であっても、応募者のお使いの機種の使用状況、通信環
境等の理由により動作しないことがございます。あらかじめ確認の上、利用ください。
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この推奨環境は、動作を保証するものではありません。



携帯電話(フィーチャーフォン)からの応募はできません。なお、上記内でも一部の環境では表示崩れが起きる場合がございます。
ご了承ください。

〈キャンペーンサイト・応募フォーム〉
パソコン
Google Chrome(最新版)、Mozilla Firefox(最新版)、Safari(最新版)、Internet Explorer 11.x 以上(Microsoft 公式サポート終了まで)、
Microsoft Edge(最新版)
スマートフォン／タブレット
iOS Safari(最新版)、Android OS 標準ブラウザ(最新版)
【本キャンペーンのエントリー等に関するお問い合わせ】
ローソン銀行お客さまサポートセンター
0120-17-6389 （通話料無料）
受付時間：平日 9 時～20 時／土日祝日 9 時～17 時（年中無休）
※8/16 以降は平日 9 時～17 時／土日祝日 9 時～17 時（年中無休）
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以

上

