MYページ使い方BOOK
パソコン・スマートフォンからの MY
ページご利用が便利になりました。
ご自分のペースに合わせたサイクル
変更などに、ぜひご活用ください。
MYページ活用法のページはこちら▲

定期コースの変更：INDEX
A：お届けサイクルとお届け日を変更する場合
…… 見開き 1 をご覧ください。
B：同時注文商品を分割し、
商品ごとにサイクルを変更する場合
…… 見開き 2 をご覧ください。
C：
【定期】スキンケア基礎 4 点セットを
各商品ごとに分割し、
商品ごとにサイクルを変更する場合
…… 見開き 3 をご覧ください。
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A：定期コース商品のお届けサイクルとお届け日を変更する場合
「クレンジングオイル」3 ヶ月ごと末日・次回お届け日 11 月 30 日から、
2 ヶ月ごと 25 日・次回お届け日 10 月 25 日に変更する場合

現在

次回
お届けサイクル・
お届け日変更

サイクル：３ヶ月ごと末日
次回お届け日：１１月３０日

1

公 式 オン ライン ショップから、

3

サイクル：２ヶ月ごと２５日
次回お届け日：１０月２５日

2

MY ページ、アカウントサービス

メールアドレスとパスワードを入

の『 定期購入お申し込み一覧 』

力し、ログインする

をクリック。

4

変更したいお届け商品の
『お申し込み内容の確認・変更』

『お届けサイクルの変更 』
をクリック。

をクリック。

5

お届けサイクルを２ヶ月、お届け日を ２５ 日、
次回お届け日を ２ヶ月後の２５日、１０/２５ に変更し

25 日

※定期コースで複数の商品を
10 月 25 日

内容を確認し、
「この内容で変更する」を
クリックして完了！

『 確認ページへ 』をクリック。

2 ヶ月

6

お申し込みいただいている場
合は、
【 お届け日 】と【 お届
け時間 】を同じ内容でご設定
してください。
同じ内容でご設定いただいて
いない場合は、同梱すること
ができず、送料・手数料が複
数発生いたします。
ご注意ください。
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B：同時注文の商品を分割し、商品ごとにサイクルを変更する場合
「クレンジングオイル」
「フラーレン配合美容オイル」
を2ヶ月ごと 1 本ずつお届けする定期コー
スから「クレンジングオイル」はそのまま 2ヶ月ごと 1 本、
「フラーレン配合美容オイル」を
毎月 1 本に変更する場合。
現在

次回
２ヶ月ごと

同時注文商品を

１本お届け

分割しサイクル変更

のままに

２ヶ月ごと
１本ずつお届け

1

毎月１本
お届けに

2

公 式 オン ラ イン ショップより、

3

分割したいお届け商品の

MYページにログインし、

赤文字の『 商品分割はこちら 』をクリック。

『お申し込み内容の確認・変更』

『定期購入お申し込み一覧』を

をクリック。

クリック。
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※分割を実施することで、商品ごとに手数料や送料が発生す
るように変更されますが、同日お届けの定期商品がある場合
は、出荷作業のタイミングで同梱設定を行い 1 件分の手数

2020-7-20（月）

料に変更され決済されます。但し、同梱設定が可能となるの
は、同じ支払方法に限りますのでご注意ください。
また、分割を実施したことで、定期お届け予定日 13 日前の
【 定期コース事前ご案内 】メールと定期お届け予定日 10 日
前の【 定期コース確定のご案内 】メールは、商品ごと複数
メールが配信されます。予めご了承ください。

4

5
定期購入お申し込み内容の分割

6
変更する商品の

を行う場合は、
『この内容で変更

『お届けサイクルの変更 』を

『お申し込み内容の確認・変更』

する』をクリック。

クリック。

をクリックし
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8
お届けサイクルを毎月に、次回お届け日も 1ヶ月後の 6 月に変更し、

内容を確認し、
「この内容で変更する」を

『 確認ページへ 』をクリック。

クリックして完了！

毎月

6月

※定期コースで複数の商品をお申し込
みいただいている場合は、
【 お届け日 】
と【 お届け時間 】を同じ内容で設定し
てください。
同じ内容でご設定いただいていない場
合は、同梱することができず、商品ご
とに手数料や送料が発生いたします。
ご注意ください。

C：【定期】スキンケア基礎 4 点セットを各商品ごとに分割し、
商品ごとにサイクルを変更する場合

3

【定期】スキンケア基礎 4 点セットを 2 ヶ月ごと 1 セットお届けする定期コースから、
セットを分割し、商品ごとにサイクル変更する場合。
現在

次回
２ヶ月ごと
１本お届け

4 点セットを
分割し

毎月１本
お届け

サイクル変更

２ヶ月ごと
１セットお届け

1

2

公 式オンラインショップより、
MYページにログインし、
『定期購入お申し込み一覧』を

２ヶ月ごと
１個お届け

3

【定期】スキンケア基礎 4点セット
の『お申し込み内容の確認・変更』

毎月１本
お届け

4

『お届け商品の変更 』を

『分割する』をクリック。

クリック。

をクリック。

クリック。

5

6

7

『この内容で変更する』を

『＞お申し込み内容の確認は

クリック。

赤文字の『 商品分割はこちら 』をクリック。

こちら 』をクリック。

※分割を実施することで、商
品ごとに手数料や送料が発
生するように変 更されます
が、同日お届けの定 期商品
がある場合は、出荷作業の
タイミングで同梱設定を行い
1 件分の手数料に変更され
決済されます。
但し、同梱 設 定が 可能とな
るのは、同じ支払方法に限り
ますのでご注意ください。
また、分割を実施したことで、
定 期お届け予定日 13 日前
の【定 期コース事 前ご 案 内】
メールと定 期お届け予定日
10 日前の【定期コース確定
のご案内】メールは、商品ご
と複数メールが 配信されま
す。予めご了承ください。

8
『この内容で変更する』をクリック。

9
『お申し込み内容の確認・変更』
をクリックし、次に進んでサイク
ルを変更し、確認して完了！
※商品のサイクル変更の詳しい手順について
は、見開き①
【A：お届けサイクルとお届け日
を変更する場合】をご覧ください。

MY ページでできること

ご確認

ご変更

会員様情報（お名前・ご住所・電話番号・メールアドレス）
／購入履歴／定期コースお申し込み内容＆履歴

会員様情報（お名前・ご住所・電話番号・メールアドレス）
／お届け先の変更・追加／パスワード／クレジットカード
情報／定期コース内容（一時休止・お申し込みサイクル・
お届け日・お届け個数・お支払い方法・お届け先）

※ご変更は、定期お届け予定日の 10 日前の朝 7 時まで可能です。
※ステータスが発送準備中の定期コースのご変更はできかねます。

株式会社ナキュア

〒021-0053 岩手県一関市山目字中野18−1

［ワイエスラボ フリーコール］0800-123-7288
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