<English Follows Japanese>

ポイント制度の導入について
平素より「廻 -MEGURU- オンライン」をご愛顧いただき誠にありがとうござ
います。2022 年 5 月より、お得なポイント制度を開始する運びとなりました。
以下に詳細をご案内申し上げます。
■基本情報
・落札する度にポイントが貯まる
オークション終了後、毎回落札金額の 3％※のポイントが付与されます。付与
されたポイントは、次回以降のオークションでご利用いただけます。
※ポイント還元率は変更となる場合があります。

・１ポイント＝1 円として利用できる
お支払い時にポイントを登録することで、指定のポイント数が合計金額からマ
イナスされます。ご利用になるポイント数は、保有ポイントからお客様ご自身
で設定いただけます。
・有効期限は 1 年※
通常、落札時に付与されるポイントの有効期限は約一年です。
※月の前半・後半いずれのオークションで付与されたポイントも、翌年の同月
末が有効期限となります。
例）
2022 年 5 月 1 日開始オークション ポイント有効期限：2023 年 5 月 31 日
2022 年 5 月 15 日開始オークション ポイント有効期限：2023 年 5 月 31 日
なお、キャンペーンなどで特別に付与されたポイントの場合、別途有効期限が
設けられる場合があります。

〈注意事項〉
・ポイント有効期限が月末の場合、当月の 1 日開始のオークションまでご利用
の対象となります。15 日開始のオークションは翌月以降のご精算となるため、
ご利用の対象外となりますのでご注意ください。
例）ポイントの有効期限が 10 月 30 日の場合、10 月 1 日開始のオークション
までご利用が可能です。

※10 月 15 日開始のオークションでは、10 月 30 日期限のポイントをご利用
いただくことができません。
・送料は、ポイントご利用の対象外となります。※
※「廻 -MEGURU- オンライン」では作品を着払いにてお届けしております。

・「美術品入札会 廻 -MEGURU-」のご精算では、現在のところポイントをご
使用いただくことができません。
・入札会事務局が落札後のキャンセルに応じる場合、キャンセル料のご精算に
ポイントはご利用いただけません。※
※原則として落札後のキャンセルはお受けしていません。

■ポイントのご利用方法
１：右上の４本線のメニューにカーソルを合わせ、「精算一覧」をクリック。
２：該当するオークションの「明細」をクリック。
３：ご利用になりたいポイント数を「利用ポイント」に入力し、「ポイント登
録」をクリック。ご利用いただけるポイント数は「利用可能ポイント」に表示
されています。
※登録したポイントを変更したい場合、「ポイント割引額」横の赤い「削除」
ボタンをクリックすることで、再登録が可能です。
４：ポイント数が精算された内容が、画面及び「精算書」に反映されます。
５：精算内容を基に、通常通りお支払い処理をお願いいたします。

<English>

MEGURU Online Point Club Guideline
Thank you for your continued patronage of MEGURU.
We are happy to introduce you to MEGURU Online, a great addition to its quarterly
Japanese Art Auction MEGURU. The new platform is an internet-based live auction,
where you can browse and bid anytime, anywhere. Furthermore, we have launched
a new point system, which offers you rewards with every successful bid.

■ Basic Information
・ Earn points every time you win a lot
You will be rewarded 3% of the hammer price every time you win a lot. The earned
points can be redeemed from the next auction.
* Point rate is subject to change.

・ 1 point = 1 yen
At the time of your payment, simply enter the amount of points you would like to
use, and the amount (1point =1yen) will be deducted from your invoice total.
・ Valid for 1 year*
Points earned are valid for one year.
* Please note the points will expire at the end of the month of the following year.
For points earned in special campaigns, the expiration date may differ.
Example)

Auction starting May 1, 2022

Points Expire: May 31, 2023

Auction starting May 15, 2022

Points Expire: May 31, 2023

〈Note〉
・ If the point expiration date is at the end of the month, points will be eligible for
use until auctions starting on the 1st of that month. Please note that auctions
starting on the 15th will not be eligible for use as payment will be settled the
following month.
Example) If your points expire on October 30, you can use them until auctions

starting on October 1.
*For auctions starting on October 15, you will not be able to use points expiring on
October 30.
・ Points cannot be used for shipping and handling.
・ Points cannot be used for "Japanese Art Auction MEGURU" at the moment.
・ Points cannot be used for the cancellation fee, in case of cancellation of successful
bid.*
* As a general rule, we do not accept cancellations after successful bid.

■ How to use points
1: Hover over the four-line menu on the upper right and click "Invoice List".
2: Click on "Details"
3: Enter the number of points you wish to use in "Point Used" and click "Add Points".
Your points that can be used is shown in "Available Points".
* If you want to change the amount of points used, you can re-register by clicking
the red "Delete" button next to "ポイント割引額(Point Discount Amount)".
4: Details of the points used will be reflected on the screen and in the "Invoice".
5: Based on the details, please process the payment.
*The automated invoice available on MEGURU Online system includes tax, and only
available in Japanese. We will send you separate invoice in English for international
customers. To be tax-exempt, please provide us a copy of your passport.

