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① 消費者より商品の注文 

② 通販事業者から弊社物流センターへ商品を出荷 

※弊社物流センターへの配送料金は別途必要となります 

③ 弊社物流センターからファミリーマート各店舗への商品配送 

④ 店舗への商品到着を消費者にメールにて連絡 

⑤ 消費者が店頭にて商品を受け取る（商品代金の支払いも可能） 

 

■配送費用   ：全国一律４５０円（税別）／件（コンビニ受取手数料を含む） 

■代金引換手数料：２００円（税別）／件 

以 上 

 

 ◆本件に関するお問合せ先◆ 

株式会社スクロール３６０ ＥＣソリューション部 担当（丹羽） 

住所：東京都品川区東品川二丁目２番４号 天王洲ファーストタワー２４Ｆ 

TEL  ：  03-4326-3207    FAX：  03-5495-9185 

E-mail： eigyo@mb.scroll360.jp URL： http://www.scroll360.jp/ 


