
ゴールデンウィーク限定
キャンペーン

ソニックリフトスペシャル
1台で「超音波トリートメント」
「導出」「導入」3つの機能。
自宅で手軽に本格エステケア。

¥33,000（税込）

エステアップ4
1日たった５分で顔もボディも
簡単ケア。「超音波」「EMS」
「温感ケア」の多機能美顔器。

¥18,130（税込）

リフトアップ
マッサージャー
生え際と頭から深く
しっかりもみあげて
ほぐすケアで、
シャキッとリフレッシュ！

¥13,037（税込）

アクアエステ
ビューティースチーマー
心地よいアクア微粒子
スチームが、効率よく肌に
水分を補給し、キメを整えます。

¥8,098（税込）

スーパーホワイト
377VCマスク
WHITE377＊1×ビタミンC＊2配合の
シートマスクでくすみ※2・影の
悩みにアプローチ！

５枚入   ¥4,400（税込）

初夏のスキンケアに大活躍！簡単セルフエステでリフトケア※1・保湿を手に入れる ! 
豪華アイテムいずれかを抽選でプレゼント！

■ ご応募の前に67ページの美容機器［安全に関するご注意］を必ずご確認ください。
※1  ハリを与えるお手入れ　※２ キメの乱れと乾燥によりくすんで見えること　＊1 フェニルエチルレゾルシノール（整肌成分）　＊2 パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na（整肌成分）

割引・ポイント利用後の１回のお支払い金額が 5,000円（税込）
以上の方でご応募いただいた方の中から抽選で計2,500名様に
いずれかの賞品が当たる！※別途専用応募はがきでのご応募が必要です　※賞品を選べます

キャンペーン期間
２０２１年

４月２９日（木）～

5月5日（水）

「セルフエステ」アイテムプレゼント!

■期間中、割引・ポイント利用後の1回のご注文のお支払い金額が5,000円（税込）
以上の方に、ご注文商品と一緒に専用応募はがきをお届けいたします。必要事項を
ご記入のうえ、所定の料金分の切手を貼ってポストへご投函ください。■送料・手
数料はお支払い金額に含まれません。■ご応募の締め切りは2021年6月10日（木）
当社必着となります。■応募はがきのお届けはお1人様1回限りとなります。■お1人
様、いずれかの賞に1回のみご応募いただけます。複数のご応募が確認された場合
は無効となります。■ご購入がない場合はご
応募は無効となります。あらかじめご了承くだ
さい。■指定日特別割引サービスの商品は、期
間中のお届け分が対象となります。

■期間中、割引・ポイント利用後の1回のご注文のお支払い金額が5,000円（税込）以上で
本キャンペーンの対象となります。■販売終了などの諸事情により、お支払い金額が5,000
円（税込）に満たなかった場合は、抽選の対象外となりますので、あらかじめご了承くださ
い。■ご応募は日本国内にお住まいの方のみに限らせていただきます。■ご当選者様は当
選権利を他人へ譲渡、ならびに換金することはできません。■ドクターシーラボ及びそのグ
ループ会社の関係者は応募できません。

■厳正なる抽選の上、ご当選者様には2021年6月下旬頃より順次賞品を発送いたします。
当選発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

通販限定特別企画！

当選発表

必ずお読みください

ご応募方法

応募締め切り
2021年6月10日（木）必着

30名様A賞

150名様D賞 2,170名様E賞

50名様B賞 100名様C賞
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シーラバー 2021 年 _5 月号　ヘビー　77040

通 信 販 売 　 ご 利 用 ガ イ ド

クラシックカードゴールドカード

VISA JCB アメックス ダイナースMaster

ドクターシーラボ
リッチアップカード

※詳細は次ページをご覧ください。

以下のカードがご利用いただけます。
FAX・郵送の場合はカードの種類、カード番号、有効期限、
支払い回数と名義人等を正確にご明記ください。

以下よりお好きな方法でお支払いいただけます。（手数料無料）
●商品代金引き換えの場合、お支払い金額が、5，500円（税込）以上で手数料（350円／税込）が無料になります。
●GMO後払いのご利用に際し、銀行払込を利用される場合、各行所定の振込手数料はお客様負担となります。

お支払いについて

クレジットカード

●カードはご本人名義のみ有効です。●クレジットカードでお支払いの場合、後日ご利用のクレジットカード会社からご請求させていただきます。クレジットカード会社からの
領収証を大切に保管してください。●領収証の再発行はいたしかねますので、ご了承ください。●アメックスをご利用の場合、分割２回払い及びリボルビング払いが、またダイ
ナースをご利用の場合、分割2回払いがご利用いただけませんのでご了承ください。●ボーナス一括払いは、6月16日～7月15日、11月16日～12月15日の期間はご利用いた
だけません。なお、ボーナス一括払いのお取り扱い期間はカード会社により異なる場合がございます。●ご注文者とお届け先の宛名が相違する場合、お支払い方法がご注文
者本人名義のクレジットカード払いの場合のみご注文を受付させていただきます。●お支払い欄の記入事項やカードに関する必要事項に不備があった場合は、GMO後払い
とさせていただく場合がございますので、ご注意ください。●弊社では、国のクレジットカードセキュリティ強化指針に則り、クレジット決済業務を決済代行会社へ委託してお
ります。●お客様からのご注文におけるクレジットカード決済処理については、安全※なクレジットカード決済代行会社で行われており、弊社が、クレジットカード情報を処理・
保存することはございません。●クレジットカード情報はセキュリティ対策を施し、登録をさせていただきます。FAX・郵送でのご注文の場合、登録をさせていただくことで、
カード情報のご記入を省略いただけます。 ※クレジットカード情報を保護するためのセキュリティ規格PCI DSSに準拠した決済代行会社

必ずお読みください

デビットカード
デビットカードは二重引き落としの状態となる場合がございますので、ご利用をお控
えくださいますようお願いいたします。
デビットカードでの決済をご利用の場合、ご注文と同時に銀行口座よりご利用金額
が引き落としされます。

●キャンセルやご返品などにより決済後にご利用金額が変更となると、変更後のご
利用金額が重ねて引き落としされ、ご返金までの間、一時的に二重引き落としの
状態となります。変更前に一度引き落としを行ったご利用金額分は後日返金され
ますが、その返金までに最大で45日前後かかる場合があります。
●返金までの詳しい所要期間に関しましては、お客様がご利用のカード会社や金融
機関によって異なりますので、お手元のデビットカード発行会社にお問い合わせ
いただきますようお願いいたします。
●指定日特別割引サービスのお支払いにデビットカードをご利用されますと、商品
お届けの前に引き落としとなる場合がございます。予めご了承ください。

※弊社に登録カードがない方のみ

auのスマートフォンやPC等で購入したショッピング等の代金
を、月々の携帯電話のご利用料金と合算してお支払いいただける
KDDI株式会社の決済サービスです。
通信サービスが登録されたau IDをお持ちの方はご利用いただ
けます。

楽天会員の方が楽天グループ以外のサイトでも、｢あんしん｣｢簡
単｣｢便利｣に、お支払いいただけるサービスです。
お支払い額に応じて楽天スーパーポイントを貯めることも、使う
こともできます。

auかんたん決済

商品代金引き換え

楽天ペイGMO後払い

ネットショッピングのお買いもの代金を、月々の携帯電話のご利
用料金と合算してお支払いいただける、「かんたん」「べんり」「お
トク」な株式会社NTTドコモの決済サービスです。

d払い

ソフトバンクのスマートフォンやPC等で購入したショッピング等
の代金を、月々の携帯電話のご利用料金と合算してお支払いいた
だけるソフトバンク株式会社の決済サービスです。

※「楽天ペイ」「d払い」「auかんたん決済」「ソフトバンクまとめて支
払い」はドクターシーラボ公式サイトでのお買いもののみご利用可
能です。また、指定日特別割引サービスのお支払いにはご利用にな
れません。詳しくはサイト内【お支払い方法】をご確認ください。

ソフトバンク
まとめて支払い

■請求書は商品と一緒にお届けしますので、お近くのコンビニエ
ンスストア・郵便局（ゆうちょ銀行）・銀行・LINE Payにてお支払い
ください。 ※ギフトなど、購入者様住所と商品配送先住所が異な
る場合は、購入者様のご住所宛に請求書をお送りします。 ※郵便
局でのお支払いには、払込票をご利用ください。電信振替はご利
用いただけません。 ※銀行振込の場合の手数料はお客様負担とな
ります。また、振込先の口座番号はお取引ごとに毎回異なりますの
で、請求書に記載された口座番号をご確認ください。《お支払い
期限》請求書発行から14日以内にお支払いください。お支払い期
限は請求書にも記載しております。■後払い手数料は無料です。
《ご注意》■ご利用にあたり審査がございます。審査結果によって
は「GMO後払い」をご利用いただけない場合がございますので、
その場合には別のお支払い方法へ変更をお願いします。■「GMO
後払い」はGMOペイメントサービス株式会社が提供するサービ
スです。当社はGMOペイメントサービス株式会社に対しサービス
の範囲内で個人情報を提供し、代金債権を譲渡します。■ご利用
限度額はGMO後払い累計で、55,000円（税込）です。
●「LINE Pay 請求書支払い」は請求金額が 49,999円（税込）までの請求書にてご
利用いただけます。

●ご利用者が未成年の場合、法定代理人の利用同意を得てご利用ください。

商品お届けの際に商品代金を配達員にお支払いいただき、受け取
られた領収書を大切に保管してください。
お支払い金額が5,500円（税込）未満の場合、一律350円（税込）の
手数料がかかります。
●領収書の再発行はいたしかねますので、ご了承ください。
●ご注文者以外の代金引き換え払いはお受けできかねます。

※

※

※

※

●ワイモバイルのお客様は「ワイモバイルまとめて支払い」をご利用いただけます。

S H O P P I N G  G U I D E

【安全に関するご注意】■次のような方は使用しない。アレルギー体質の方・妊娠中の方・生理中の方・神経
障害、知覚障害のある方・飲酒している方・体調がすぐれない方・薬を服用している方・病気、怪我治療中の方
■次の部位には使用しない。眼球、上まぶた、粘膜・切り傷などの外傷部位・炎症を起こしている部位・金属、
プラスチック、シリコン等を埋め込んでいる部位・整形手術した部位・脱毛、剃毛直後の部位
【使用上のご注意】使用中または使用後に赤み・はれ・かゆみ・刺激・うっ血・むくみ等の異常があらわれた場
合は使用を中止し、医師に相談してください。落とす、ぶつけるなどの衝撃により破損、劣化した場合、そのま
ま使い続けると事故や怪我につながるおそれがありますので、注意してお使いください。 ※ご使用前に取扱
説明書を必ずお読みください。 ※ドクターシーラボ美容機器は健康な肌への使用を前提としております。

商品の返品・交換をご希望の場合は商品到着後【8日以内】にフリーダ
イヤルまで事前にご連絡をお願いいたします。
原則として、【①未開封※・未使用の商品 ②商品到着後8日以内】のもの
であれば、返品・交換をお受けいたします。
事前にお電話がない場合、返品・交換をお受けできない場合がございます。
当社の不備による返品・交換の場合、着払いで承ります。 
お客様のご都合による返品・交換の場合、返送時と商品発送時に発生
した送料はお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。

美容機器に破損や不具合が生じた場合は、フリーダイヤルまでご連絡を
お願いいたします。
保証期間内であっても、破損の状態によっては修理の費用が有料となる
こともございますので、あらかじめご了承ください。
商品をお送りいただいた後、修理の完了までに約2～3週間、お時間を
いただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。
ご連絡なしに商品をお送りいただいた場合、紛失や誤配などの事故に関
しては弊社では責任を負いかねますので、発送の前には必ずご連絡くだ
さい。また、ご連絡なしに商品をお送りいただいた場合、確認等のため、通
常の修理よりもお時間をいただくこともございます。

※未開封とは商品箱にバージンシールが貼られたまま、商品を一度も開けていない状態です。シュリンク
包装（ビニール状のカバー）の商品につきましては、シュリンクを破く前の状態になります。

●キャンペーンセット商品の一部商品のみの返品はお受けいたしかねます。
●普通郵便等、証明が残らない形で発送された場合の紛失や、誤配などの不備の事故の場合、当社では
責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

ドクターシーラボ美容機器修理に関するお問い合わせについて

返品・交換について

〒243-0018　神奈川県厚木市中町3-6-13
神奈中厚木第一ビル6F
株式会社ドクターシーラボ  美容機器修理係

※こちらでは容器回収リサイクルの空き容器を受け付けておりません。
詳しくはオペレーターにお問い合わせください。

（受付時間 9:00～20:00　年中無休）

（受付時間 9:00～20:00　年中無休）

音声ガイダンスの後、　 をプッシュしてください
オペレーターにおつなぎいたします
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音声ガイダンスの後、　 をプッシュしてください
オペレーターにおつなぎいたします
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商品をお手持ちの箱などに入れて、
以下の住所までお送りください。送り先

〒333-0813　埼玉県川口市西立野大宝68番地2号
株式会社ドクターシーラボ 西立野配送センター 返品係

商品をお手持ちの箱などに入れて、
以下の住所までお送りください。返送先

7®0120-000-025

7®0120-000-025
●スムーズにご案内させていただくため、発信者番号を通知してお電話を
お願いいたします。

●スムーズにご案内させていただくため、発信者番号を通知してお電話を
お願いいたします。

●17時以降にいただいたお問い合わせは、翌日以降のご返信となります。●お客様のご登録を確認の上、ご返信いたしますので、eメールの本文にご注文用紙に記載の会員番号をご記入の上、お問い合わせく
ださい。（会員番号の記入例：1234-1234-12）●お問い合わせの内容によりましては、ご返信までにお時間をいただく場合や、ご返信を差し上げられない場合がございます。また、お電話でのお問い合わせを
ご案内させていただく場合がございます。●携帯電話をご利用で、ドメイン指定受信を設定されている方は、当社からのご返信が届かない場合がございますので、「ci-labo.co.jp」のドメイン指定をお願いいた
します。また、絵文字には対応しておりませんので、ご使用はお控えください。

eメールでのお問い合わせについて
eメールで通信販売や商品についてのご質問・ご要望などを承ります。
お気軽にお問い合わせください。

ci_info@ci-labo.co.jp
（24時間受付） ※パソコン、スマートフォン共通です。

ドクターシーラボ 
リッチアップカードの
ご入会に関するお問い合わせ

クラシックカードゴールドカード

2,500Ptプレゼント 500Ptプレゼント

7®0120-816437
ハ 　イ 　 ローヨ 　ミンナ

■三井住友カード 入会案内デスク

初年度 年会費無料！※
クラシックカードなら

https://www.smbc-card.comPC

※ゴールドカードは対象外となります。

1年毎にご継続ポイントプレゼント！

海外･国内旅行傷害保険

お買い物安心保険

年会費

●最高5,000万円
●全国主要空港のラウンジ
を無料でご利用いただけ
ます。

●最高2,000万円

●税抜10，000円＋税 ●税抜1，250円＋税
※初年度年会費無料

クラシックカード、ゴールドカードを利用して購入した商品の
破損・盗難による損害を、ご購入日およびご購入日の翌日から
90日間補償！

ご利用料金の合計200円(含む消費税
等)ごとに1ポイント付与される三井住友
カード独自のポイントで、貯まったポイン
トは景品との交換や他社ポイントへの移
行ができます。

●Vポイントとは…

毎年4月1日～翌年3月31日の間にドクターシー
ラボ（通信販売・銀座本店）でのお買い物で、右記
の金額以上リッチアップカードをご利用いただく
と、翌年４月～5月に「Vポイント」をプレゼント

リッチアップカード リッチアップカード

合計13,000円（税込）以上 合計3,000円（税込）以上

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の予防策に伴
い、お電話がつながりにくくなる場合がございます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の予防策に伴い、お電話がつな
がりにくくなる場合がございます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の予防策に伴い、お電話がつな
がりにくくなる場合がございます。

●受付時間：平日  9時～19時／土・日・祝日  9時～17時
●年中無休（12/30～1/3休）

●送り先が変更になりました。
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