ショッピングガイド
このページには特定商取引法に基づき、通信販売に関するガイドラインに沿った必要事項を表示しています。

1. 製品の販売価格
DEFINE

（参：参考小売価格、ク：R+F クラブ会員価格）

ディファイン

ディファイン スキンケア・プログラム

1 セット 参 ¥45,600・ク ¥41,000

セット内容：デイリー クレンジング マスク 1、スムージング ローション 1、ファーミング エッセンス １、モイスチャ
ライジング クリーム SPF30 PA+++ 1、オーバーナイト レディエンス クリーム 1 デイリー
クレンジング マスク ＜洗顔料＞

125 mL

参 ¥6,600 ・ク ¥5,900

スムージング ローション ＜化粧水＞

150 mL

ファーミング エッセンス ＜美容液＞

50 mL

参 ¥7,400 ・ク ¥6,600
参 ¥15,900・ク ¥14,300

モイスチャライジング クリーム SPF30 PA+++ ＜日中用クリーム＞40 mL
オーバーナイト レディエンス クリーム ＜夜用クリーム＞

30 mL

インテンシブ スムージング セラム ＜夜用美容液＞60 カプセル
AMP MD システム

参 ¥12,800・ク ¥11,500

参 ¥14,600・ク ¥13,100

参 ¥15,000 ・ク ¥13,500

1 セット 参 ¥33,400 ・ク ¥30,000

セット内容：AMP MD ダーマローラー 1、インテンシブ スムージング セラム 1、ピュリフィケーション タブレット
1、クレンジング コンテナ １
AMP MD システム レフィル

1 セット 参 ¥17,800 ・

ク ¥16,000

セット内容：インテンシブ スムージング セラム 1、ピュリフィケーション タブレット 1
ピュリフィケーション タブレット

16 錠 参 ¥3,200 ・ク ¥2,800

ディファイン AMP MD スペシャル 1 セット 参 ¥72,300・ク ¥65,000
セット内容：デイリー クレンジング マスク 1、スムージング ローション 1、ファーミング エッセンス 1、モイスチャ
ライジング クリーム SPF30 PA+++ 1、オーバーナイト レディエンス クリーム 1、AMP MD ダーマローラー 1、イ
ンテンシブ スムージング セラム 1、ピュリフィケーション タブレット 1、クレンジング コンテナ 1

BRIGHTONE ブライトーン
ブライトーン スキンケア・プログラム

1 セット 参 ¥40,400・ク ¥36,300

セット内容：ルミナス クレンジング フォーム 1、ブリリアンス ローション 1、トーンアップ エッセンス 1、プロテク
ティング エマルジョン SPF50 PA+++ 1、ルミナス ナイトクリーム 1
ルミナス クレンジング フォーム ＜洗顔料＞

125 mL 参 ¥6,600・ク ¥5,900

ブリリアンス ローション ＜化粧水＞

150 mL 参 ¥7,400・ク ¥6,600

トーンアップ エッセンス ＜美容液＞

50 mL 参 ¥15,900・ク ¥14,300

プロテクティング エマルジョン SPF50 PA+++ ＜日中用乳液＞
ルミナス ナイトクリーム ＜夜用クリーム＞

50 mL 参 ¥6,300・ク ¥5,600

30 mL 参 ¥14,600・ク ¥13,100
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SOOTHE

スーズ

スーズ スキンケア・プログラム

1 セット 参 ¥33,100・ク ¥29,700

セット内容：バランシング フェイスウォッシュ 1、スージング ローション 1、ハーモナイジング エッセンス 1、バラ
ンシング モイスチャー ジェル 1、ミネラル プロテクター SPF30 PA+++ 1
バランシング フェイスウォッシュ ＜洗顔料＞
スージング ローション ＜化粧水＞

125 mL 参 ¥6,600・ク ¥5,900

150 mL 参 ¥7,400・ク ¥6,600

ハーモナイジング エッセンス ＜美容液＞

50 mL 参 ¥12,800 ・ク ¥11,500

バランシング モイスチャー ジェル ＜クリーム＞

50 mL 参 ¥8,600・ク ¥7,700

ミネラル プロテクター SPF30 PA+++ ＜日焼け止め＞50 mL 参 ¥6,300・ク ¥5,600

ENHANCEMENTS エンハンスメンツ
ハイドレーション AH セラム ＜美容液＞

30 mL 参 ¥16,600 ・ク ¥14,900

ハイドレーション AH ブリリアントアイ ＜目元用ジェルクリーム＞
ハイドレーション AH ボディークリーム ＜ボディークリーム＞

15 mL 参 ¥10,700・ク ¥9,600

200 mL 参 ¥9,600・ク ¥8,600

２. 代金の支払い時期、方法
クレジットカード：ご利用いただけるクレジットカード：

VISA、MASTER、AMEX、JCB

※ オンライン注文でご利用いただけます。
※ オンラインでクレジットカード情報をご登録いただくと、以降はオンライン以外の注文方法でもクレジットカードをご利用
いただけます。
※ クレジットカードでの支払いは本人名義に限ります。
クレジットカード以外のお支払：銀行振込（ペイジー）、コンビニ払いをご利用いただけます。
※ ご注文完了後にご登録の E メールにお支払いの情報をお送りいたします。そちらより銀行振込（ペイジー）かコンビニ払
いを選択ください。オンラインでご注文の場合は、注文完了画面より続けてお支払いに進むこともできます。
※ お支払い情報を受信できるよう、@rodanandﬁelds.com からのメールを受信できるようドメイン設定をご確認ください。
※ ペイジーが使用できる金融機関はペイジーのサイトでご確認ください。
※ 対応コンビニエンスストアについては、サイト上 FAQ でご確認ください。

３. 商品の引渡時期
製品代金の受領を確認後、通常 1-3 営業日以内に指定配送業者より注文製品を発送いたします。ご希望の配送日および配送時
間帯は注文時にお選びいただけます。ただし定期購入（R+F クラブ）は指定いただけません。
※ 配送日および時間帯指定はクレジットカード注文のみとなっています。
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４. 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関す
る事項（その特約がある場合はその内容）
60 日以内の返品
R＋F クラブ会員が購入した製品、もしくは会員がロダン＋フィールズの WEB サイトまたは PWS で購入した製品は、注文日
から 60 日以内であれば、使用、未使用に関わらず全額返金を受けることができます（ただし、配送料は除きます）。この返金
は、購入に使用したクレジットカードまたは振込およびコンビニ払いでのお支払いの場合は購入者本人の銀行口座に対して行
われます。会員がコンサルタントから小売り販売された製品はコンサルタントから返金されます。「方針と規約」10e. をご参
照ください。

５. 事業者の氏名（名称）、住所、電話番号、代表者
ロダン＆フィールズジャパン合同会社
〒150 - 0044

代表：テレンス・ホワイト

東京都渋谷区円山町 3−6

E・スペースタワー 2 階

TEL： 0120-775588 （カスタマーサービス代表電話）

６. 申込みの有効期限等
銀行振込（ペイジー）、コンビニ払いをする場合は、注文から７２時間で支払いリンクが使えなくなりますのでそれまでにまず
支払いのための番号やバーコードを取得していただき、注文から１０日以内に支払いをしてください。

７. 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるとき
は、その内容
不良品の場合
受け取った製品に何らかの毀損、汚損があった場合は、カスタマーサービスにご連絡ください。ご希望により交換またはご返
金をさせていただきます。返品交換に関する送料はロダン＋フィールズが負担いたします。

８. 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件
R＋F クラブ会員：R＋F クラブ（アールアンドエフ クラブ）は会員限定の定期購入プログラムです。すべての製品を
10%OFF でお買い求めいただけるほか、送料も無料となります（税込 8,000 円以上ご購入の場合）。製品は基本的に 60 日ご
とにお届けいたしますが、ご自分のアカウントからお届け製品、注文作成日、お届けサイクルの変更も可能です。会員限定の
特典やキャンペーン、会員専用のカスタマーサービス窓口もご用意しております。定期購入以外の通常注文の製品も 10%OFF
でお買い求めいただけます。
※ R＋F クラブ会員になるためには、10％ OFF 適用後の金額で合計 8,000 円（税込）以上の購入が必要です。
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会員：ロダン＋フィールズの製品を WEB サイト、または会社が提供した個人の WEB サイト（以下、PWS と略す）から
購入するお客様です。
※ R＋F クラブ会員および会員はビジネス活動を行わないため、ビジネス活動に関する条項は適用されません。
※ R＋F クラブ会員になるためには、オンラインでの登録をお願いします。（クレジットカード決済のみ）
※ R＋F クラブ会員も満 20 歳以上の社会人（学生は不可）の方が対象になります。
※ 会員は満 20 歳以上の方が対象になります。

９. 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
ロダン＋フィールズ <noreply@marketing.rodanandﬁelds.com>
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