いつでも快適にらくらくアクセス！さくさくクチコミ検索！

アプリで

アプリをダウンロード

たまる、
つかえる！

最新美容記事を

ポイントカード

タイムラインで

の公式アプリ

忘れ

iOS/Android 対応無料アプリ

心配ナシ！

チェック！

商品スキャン
機能で

コスメの

ポイントカード
が
アプリに
なったよ！

クチコミを

最新

サクサク快適に

ランキング！

クチコミ探しも
ラクラク！

チェック！

その他にも
便利な機能が
いろいろあるよ！

※対応 OS ： i Phone ( iOS９以降 )、 Android （ Android４.４以降 ）、 サービス内容は予告なく変更する事があります。

i Phone

Android

をご使用の方

をご使用の方

スマートに
ポイントをためて
ショッピング！

１. ホーム画面から「App Store」をタップします。

１. ホーム画面から「Play ストア」をタップします。

２ .App Store が開いたら「検索」のアイコンをタッ

２.Play ストアが開いたら「検索」のアイコンをタッ
プします。

プします。

３. 検 索窓 が 表示されるので「アットコスメ」と

３. 検 索窓 が 表示されるので「アットコスメ」と

実店舗と通販サイトのポイントを

検索してください。

検索してください。

４. 検索結果にアットコスメのアイコンが出てきまし

４ . 検索結果にアットコスメのアイコンが出てきまし

たら「インストール」をタップしてください。

たら「入手」をタップしてください。

一緒にためて、つかえて便利！

-２-

180416_3

はじめて会員になられる方

アットコスメストアポイントカードのポイントをアプリに移行しよう

新規登録される方

ポイントカードのみお持ちの方
新
新

ＫＡ
ＫＯ

0000000000001

１.アプリをダウンロードして
新規会員になろう

２.ポイントカードを発行しよう

３.ポイントをためよう

１.アプリをダウンロードして
新規会員になろう

２.ポイントカードを発行しよう

３.カメラで既存ポイントカード
を読み取ろう

「ポイントカードご利用の方」をタッ
プしてください。

ポイントカード状況選択画面の「ア
プリ版ポイントカードを発行する」
をタップしてください。

お買い物の際に、レジにてこちら
の画面をご提示ください。１００円
につき１ポイントがたまります。

「ポイントカードご利用の方」をタッ
プしてください。

ポイントカード状況選択画面の「移
行はこちら」をタップしてください。

ポイントカード情報移行から「カー
ドナンバー読み取り」をタップし、
カメラを起動させてください。その
後、既存ポイントカード裏面のバー
コードを読み取ります。

ログインをしてポイントを「つかう」

このアイコンが出ている場合は
ポイントがご利用いただけない
状態となります。
３ページの
ログインをし
てポイントを「つかう」をお読
みください。

１.ログインをしてみよう

２.ログイン画面から
たまったポイントを確認しよう

３.ポイントをつかおう

４.カードナンバーを確認しよう

５.ポイントをつかおう

アットコスメに新規登録をする場合
は「メールアドレスでメンバー登録」
をタップしてください。必要な情報
を入力後、ログインとなります。

ログイン後、アプリ TOP 画面上の
「ポイントカードマーク」をタップし
てください。

新規登録のプレゼントとして３００
円分のポイントが付与されます。お
買い物の際に、レジにてこちらの
画面をご提示ください。たまったポ
イントをご利用いただけます。

カードナンバーが出たら、内容に
相違がないかを確認したのち「ア
プリに移 行 する」をタップし完了
です。

ポイントの使い方については３ペー
ジの
ログインをしてポイント
を「つかう」をお読みください。
スマートフォンのカメラで
既存ポイントカードの
バーコードを読み取る際には
スマートフォンは
タテ向きでご使用ください。

アットコスメに新規登録をする場合は「cosme.net」のドメインメールを
受信可能にしてください。メールアドレス・パスワードをお忘れの場合は
「ログインできない方はこちら」をタップしてください。

-３-
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アットコスメストアのポイントカードをお持ち＆アットコスメと連携済みのお客様

過去のカウンセリング履歴をアプリの中に！

既存会員の方

カウンセリング履歴を登録する

見本

１. 登録した情報でアットコスメ
にログインしよう

２.ポイントカード機能で
ポイントをつかおう

３.ポイントをつかおう

アプリ TOP 画面よりアットコスメで
登録しているメールアドレスとパス
ワードを入力し「ログイン」をタッ
プしてください。

正常ログイン後、ポイントがご利用
いただけるようになります。アプリ
TOP 画面上の「ポイントカードマー
ク」をタップしてください。

お買い物の際に、レジにてこちら
の画 面をご 提 示ください。たまっ
たポイントをご利用いただけます。

１.バーコード画面で
カウンセリング履歴
を確認できるようにしてみよう

２.カウンセリングを登録しよう
－ ご自分で追加する場合 －

バーコード表示画面下の「過去の
カウンセリング受診店舗登 録」を
タップしてください。

ご利用いただいたことのある店舗
を選択し、カウンセリングカルテを
記入したことのあるブランドをタップし
てください。カウンセリング履歴は、
既存ポイントカード裏面に記載があ
る店舗とブランドの略称を元に選択
してください。

新
新

ＫＡ
ＫＯ

既存ポイントカード（紙のカード）とアットコスメをすでに連携済みの場合は
アットコスメアプリに「ログイン」することで引継ぎが可能となります。
「ポイントカード情報移行」画面からの引継ぎはできませんので、ご注意ください。

ご利用にあたってのご注意
・ご精算前にアプリをご提示ください。
・ポイントの有効期限は購入日から１年間です。（ポイントごとに有効期限があります。）
・ポイントの換金はいたしません。

その他・各種お問い合わせ
各種お問い合わせにつきましては、お客様のメールアドレスよりご記載内容を添えて、ご連絡をお願いいたします。
ご返信までにお時間をいただく場合もございますので、予めご了承ください。

・システムの故障等で一時的にアプリをご利用いただけなくなる場合がございます。

ｉｎｆｏ＠ｃｏｓｍｅｓｔｏｒｅ.ｎｅｔ

・２枚目以降の既存ポイントカードを統合する場合は、本紙４ページの５. の画面にある「２枚目以降のカードをま

※ドメイン指定受信をご利用の場合は 「 ｃｏｓｍｅｓｔｏｒｅ.ｎｅｔ 」 を許可してください。

とめる場合はこちら」からお進みください。
・アプリご利用後、機種変更やアンインストールをする場合はログインをしていただくと以前のポイントや登録情

ご記載内容

報を引き続きご利用いただけます。ログインをしていない状態で機種変更やアンインストールをすると以前のポイ

・ポイントカード番号

ントや登録情報を引継げませんので、ご注意ください。その場合は、新規登録が必要となります。

※「登録が出来ない」、 「ポイントについて」 等をお書き添えください。

-５-

店舗でご用意している、カウンセリ
ング登録用ＱＲコードをアプリのカ
メラ機能から読み取ってください。
カウンセリング履 歴に追 加されま
す。

※ブランドの略称は、 アプリ内でご確認ください。

ご連絡先

・アプリのご利用は、ご本人に限らせていただきます。

－ 店舗で追加する場合 －

・お客さまのお名前

・お問い合わせ内容

-６-

便利な機能がワンアプリに！

姉妹サイトでのお買い物や、お得なサービスはコチラ！

その他の機能・ご案内

各種サービス
アットコスメ
プレミアム
サービス
お買い物コース

アットコスメ
ショッピング

購入履歴が確認できます！

ためたコインをポイントに簡単変換！

過去に購入した商品の購入日や購入した場所
などを細かく確認する事ができます。買い足
すタイミングの目安にするなど、便利な機能
です！

アットコスメのポイントサイトで、ためたコイ
ンをアプリで簡単にポイント変換できるので
ぜひご活用ください！

http://w w w.cosm e.co m

http://s.cosme.net/premium/about/shopping-course

ＰＯＩＮＴ１.

ＰＯＩＮＴ１.

アットコスメストアでたまったポイントを
使ってお買い物ができる！

アットコスメストアのお買い物でポイント
がもっとおトクにたまる！

共通会員ＩＤなので、たまったポイ
ントは、アットコスメストアとアットコスメショッピ
ングの両方でご利用が可能です！

通常よりもお買い物でたまるポイント還元率が高
いので、アットコスメストアでのお買い物がもっと
おトクに！

アットコスメストアとアットコスメショッピングで獲得されたポイントの有効期限は、
獲得した日から１年間となります。最終購入日から１年間ではありませんのでご注意
ください。

ＰＯＩＮＴ２.

ＰＯＩＮＴ２.

１６時までのご注文で当日出荷！

アットコスメショッピングでもポイント
還元率アップ！

ご案内２.

１６時までにご注文をいただくと、当日出荷＆最短
翌日お届けが可能です。在庫状況にもよりますが、
忙しくてアットコスメストアまで行けない！という時
に少しの空いた時間でご利用いただけます！

アットコスメストアだけでなく、アットコスメショッ
ピングでのお買い物も還元率アップ！
いつでもどこでもお得にお買物ができます。

ＰＯＩＮＴ３.

ＰＯＩＮＴ３.

アットコスメで人気のラグジュアリーブランド
からプチプラブランドまで２８,０００点以上
の商品数！

シークレットセールやクーポンなど特典が
いっぱい！

最寄りのアットコスメストアでは買えないアイテム
も、アットコスメショッピングでは購入が可能！
アットコスメのクチコミ情報も参考にお買物をして
いただけます！

お買い物コース会員限定でアットコスメショッピング
のシークレットセールにご招待。さらにイベントご招待
やコスメ現品プレゼントなど、会員限定の特典が
盛りだくさん！アットコスメのプレミアム会員限定
サービスが全て使えてコスメ探しが簡単に！

ご案内１.
お買い上げ１００円につき、いつでも１ポイント還元！

初回会員登録時に３００円分のポイントをプレゼント！
※すでに既存ポイントカード （紙カード） とアットコスメを連携している方へのポイント再付与はございません。

ご案内３.
お買い物袋不要でエコポイント５ポイントをプレゼント！
アットコスメストアでお買い物袋が不要の際には、スタッフにお声掛けください。

ご案内４.
１ポイント１円分としてご利用いただけます。
アットコスメストアとアットコスメショッピングでポイントがご利用いただけます。
ポイント利用には会員登録が必要となります。詳しくは、中ページをお読みください。
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