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四十萬谷本舗
ウェブサイトの
ご利用方法

〜よくご質問を頂く内容〜

目次

・新規で会員登録を行いたい
・登録した会員情報を変更したい
・パスワードを変更したい
・パスワードを忘れてしまった
・会員登録をせずに商品を購入したい
・複数のお届け先に商品を送りたい
・登録してあるお届け先を変更したい

P３
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P14
P20
P28
P34
P48
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〜新規で会員登録を行いたいとき〜

トップページの「会員登録」ボタンをクリックします。

トップぺージの「会員登録」
ボタンをクリックします。
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必要事項をご⼊⼒・利⽤規約をご確認の上、「同意する」をクリックします。

必要事項をご入力後
利用規約を確認頂き、
「同意する」をクリックします。 5

⼊⼒内容を確認し、「会員登録をする」をクリックします。

入力内容を確認し、
「会員登録をする」をクリック
します。
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届いたメールをURLをクリックして登録完了です。

ご登録いただいたメールアドレスに
「【四十萬谷本舗】会員登録のご確認（自動返信）」
というメールが届きます。

URLをクリックすると、会員登録が完了します。

ご使用のメールの設定によっては
メールが正しく届かないことがあります。
迷惑メールの設定をご確認ください。
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〜登録した会員情報を変更したいとき〜



トップページの「ログイン」ボタンをクリックします。

トップぺージの「ログイン」
ボタンをクリックします。

9

メールアドレスとパスワードを⼊⼒し、ログインします。

メールアドレスとパスワードを
入力し、「ログイン」ボタンを
クリックします。
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マイページに⼊ります。

ログイン後
トップぺージの「マイページ」
ボタンをクリックします。

11

マイページの「会員情報編集」ボタンをクリックします。

マイページ内で
「会員情報編集」ボタンを
クリックします。
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ご希望のパスワードを⼊⼒します。

ご変更されたい項目を
入力します。

「変更する」ボタンを
クリックすると変更が完了します。
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〜パスワードを変更したいとき〜



トップページの「ログイン」ボタンをクリックします。

トップぺージの「ログイン」
ボタンをクリックします。

15

メールアドレスとパスワードを⼊⼒し、ログインします。

メールアドレスとパスワードを
入力し、「ログイン」ボタンを
クリックします。
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マイページに⼊ります。

ログイン後
トップぺージの「マイページ」
ボタンをクリックします。

17

マイページの「会員情報編集」ボタンをクリックします。

マイページ内で
「会員情報編集」ボタンを
クリックします。
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ご希望のパスワードを⼊⼒します。

ご希望のパスワードを
ご入力ください。
※確認用を含め、２回入力します。

「変更する」ボタンを
クリックすると変更が完了します。
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〜パスワードを忘れてしまったとき〜



トップページの「ログイン」ボタンをクリックします。

トップぺージの「ログイン」
ボタンをクリックします。

21

ログインできない方（パスワード再設定）をクリック

「ログインできない方（パスワード再設定）」
をクリックします。
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会員登録時のメールアドレスを⼊⼒

以前に会員登録を頂いた際の
メールアドレスを入力します。

23

「次のページへ」ボタンを
クリックします。

パスワード発⾏メールの送信が完了する
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「パスワード発行メールの送信」完了
画面が表示されます。

※以前に会員登録を頂いた際の
メールアドレスに
「パスワード発行メール」が届きます。

※以前に会員登録されていない場合には
「パスワード発行メール」は届きません。



届いたパスワード発⾏メールを確認する。

25

「【四十萬谷本舗】パスワード変更のご確認（自動返信）」
というタイトルのメールが届きます。

※以前に会員登録されていない場合には届きません。

メールが届いて10分以内に、メール本文内のリンク（URL）
をクリックします。

☆重要☆
メールが届いて10分が経過すると、このリンク（URL）
は無効となりますので、P23より再度やり直してください。

新しいパスワードが先ほどのメールアドレスに送信される

26

「パスワード変更（完了ページ）」
画面が表示されます。

※先ほどご確認頂いたメールアドレス宛に
新しいパスワードが届きます。



届いたメールで新しいパスワードを確認する。

27

「【四十萬谷本舗】パスワード変更のお知らせ（自動返信）」
というタイトルのメールが届きます。

メール本文中に新しいパスワードが記載されています。
こちらを使用するとログインできます。
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〜会員登録をせずに商品を購入したいとき〜



ご希望の商品をカートに⼊れます。

「カートに入れる」を
クリックします。

29

「レジに進む」をクリックします。

「レジに進む」を
クリックします。
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「ゲスト購⼊」をクリックします。

「ゲスト購入」を
クリックします。

31

お客様情報をご⼊⼒ください。
お客様の情報をご入力
ください。

入力が完了したら
「次へ」をクリックして
ください。
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ご注文内容をご確認の上、ご注文を確定してください。
ご注文内容（商品、お届け先、
お届け日時等）を
ご確認ください。

ご注文内容（商品、お届け先、
お届け日時等）を
ご確認ください。

内容にお間違いがなければ
注文を確定してください。
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〜複数のお届け先に商品を送りたいとき〜



贈られたい商品をカートに⼊れます。

（例）
「白山 風」を１つずつ
3件のお届け先に贈られる場合は、
数量に「３」と入力し、
「カートに入れる」の
緑色のボタンをクリックします。

35

「レジに進む」のボタンをクリックします。

クリック
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ログインまたはゲスト購⼊を選択します。

既に会員の方は
メールアドレスとパスワードを
ご入力の上、ログインボタンを
クリックします。
※新規で会員登録いただける
方は「新規会員登録」を

クリックします。

会員登録をされずに
購入手続きをされたい方は
「ゲスト購入」をクリック
します。
※次画面で、お客様の情報を
ご入力ください。
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【ゲスト購⼊の場合】お客様の情報を⼊⼒します。
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「お届け先を複数指定する」ボタンをクリックします。

「ご注文内容のご確認」のページ中ほどにある
「お届け先を複数指定する」
ボタンをクリックします。

39

「新規お届け先を追加する」ボタンをクリックします。

「お届け先の複数指定」のページ上部にある
「新規お届け先を追加する」
ボタンをクリックします。
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ご希望のお届け先の情報を⼊⼒します。

ご希望のお届け先の情報を入力し、
「登録する」のボタンをクリックします。

ご希望のお届け先が３件の場合、
３件とも同じ要領で登録します。

41

登録が完了すると、お届け先が選択できるようになります。

お届け先のプルダウンを選択すると
先ほど登録したお届け先が選択できる
ようになっています。
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「お届け先を追加（複数配送）」ボタンをクリックします。

「お届け先を追加（複数配送）」
ボタンをクリックします。

43

「お届け先を追加（複数配送）」ボタンをクリックします。

ご希望のお届け先の件数と同じ回数
（今回は３件なので３回）
「お届け先を追加（複数配送）」ボタンを
クリックします。

→設定できるお届け先が３件になります。
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お届け先、数量を設定し、「選択したお届け先に送る」ボタンをクリック

それぞれご希望のお届け先をプルダウン
から選択し、ご希望の数量
（今回は１つずつのため１）を入力し、
「選択したお届け先に送る」ボタンを
クリックします。

45

それぞれのお届け先の、お届け日時、包装、のし等を設定します。

それぞれのお届け先の、お届け日時、包装、
のし等を設定します。
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お支払い方法を選択し、「注文を確定する」をクリックします。

ご希望のお支払い情報を選択 「注文を確定する」ボタンをクリック
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〜登録してあるお届け先を変更したいとき〜



トップページの「ログイン」ボタンをクリックします。

トップぺージの「ログイン」
ボタンをクリックします。

49

メールアドレスとパスワードを⼊⼒し、ログインします。

メールアドレスとパスワードを
入力し、「ログイン」ボタンを
クリックします。
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マイページに⼊ります。

ログイン後
トップぺージの「マイページ」
ボタンをクリックします。
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マイページの「お届け先編集」ボタンをクリックします。

マイページ内で
「お届け先編集」ボタンを
クリックします。
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お届け先の追加・編集等が可能です。

【お届け先情報①】
氏名
ご住所
電話番号

【お届け先情報②】
氏名
ご住所
電話番号

【お届け先情報③】
氏名
ご住所
電話番号

「×」ボタンクリックで
お届け先を
削除できます。

「新規お届け先を追加する」
ボタンから、新しいお届け先を
追加できます。

「変更」ボタンから、お届け先
情報を変更できます。
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