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会員登録方法

会員登録画面URL
http://www.pariskids.jp/cart/member.html
会員登録画面URL
http://www.pariskids.jp/cart/member.html

①会員登録をする
ご利用いただくには会員登録が必要です。（登録料・年会費無料）
http://www.pariskids.jp/cart/member.html のページから必要事項を記入し　　　　　　　 を
クリックして会員登録をしてください。ご登録後 , 会員 ID・パスワードを記載した
『登録完了のお知らせ』メールをご登録の E-mail アドレスにお送り致します。
登録完了のお知らせメールを受け取った時点からご利用いただけます。
※携帯電話のメールアドレスはご利用いただけません

上記でご入力いただいた内容と
同じ場合は     をクリックして
チェックをいれて
　　　　　　     を
クリックしてください

ご入力内容に間違いなければ
　　　　　　　　を
クリックしてください

上記の内容と異なる場合のみ
各項目をご入力ください

　　　　　をクリックすると
直前の閲覧ページに戻ります

　　　 をクリックすると
ご入力内容が全て消去されます

登録フォームに会社名・代表社名（ご担当者名）
郵便番号・住所・電話番号・FAX・メールアドレス
希望パスワード・メルマガの受け取り設定を
ご入力ください。

郵便番号・電話番号・メールアドレス
希望パスワードは半角英数字でご入力ください。

メールアドレスはパソコンのメールアドレスを
ご入力ください。
携帯電話のメールアドレスでは
ご利用いただけません。

ご利用方法・ログイン
②ログインする
ご利用の際はログインが必要です。
ログイン画面に会員 IDとパスワードを入力し 　　　　ボタンをクリックして下さい。

『登録の完了とお知らせ』のメールにログインに必要な
会員 IDとパスワードが記載してあります。
メールは大切に保管してください。

万が一会員 IDとパスワードを紛失された場合には
弊社までご連絡下さい。

*************************************
　会員 ID：○○○○＠○○○.ne.jp
　パスワード：○○○○○
*************************************
ログイン画面はコチラ
http://www.pariskids.jp/cart/

連絡先：parisonline@pariskids.jp
※ご登録がお済でないお客様は【会員登録】クリックし次のページで必要項目をご入力の上
会員登録をしてください。ご登録後 1週間以内に会員 ID・パスワードを記載した
『登録完了のお知らせ』メールをお送り致します。

※ご登録がお済でないお客様は　　　　　　　　　　　　をクリックし次のページで必要項目をご入力の上
会員登録をしてください。ご登録後､会員 ID・パスワードを記載した『登録完了のお知らせ』メールを
お送り致します。

ログイン画面URLログイン画面URL
※携帯電話のメールアドレスはご利用いただけません※携帯電話のメールアドレスはご利用いただけません

https://www.pariskids.jp/cart/https://www.pariskids.jp/cart/

▼ TOP ページ ▼

▼ ログインページ ▼

会員 ID・パスワードを入力後
　　　　ボタンをクリックしてください。

　　　　ボタンをクリックすると
発注画面のトップページに進みます。
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ご利用方法・商品の探し方
③商品の探し方
商品はアイテム（カテゴリー）によって
分類されています。ページ上部の
商品ボタンの各アイテムの中から
商品をお探しください。

▼ TOP ページ ▼

▼ 商品ページ ▼

▼ カテゴリーページ ▼

商品ボタン
アイテム（カテゴリー）別に商品が
分類されています。

商品バナー
おすすめ商品のカテゴリーへ進みます。
季節に応じた商品のご紹介になります。

商品名・商品コード・モチーフ・
色・などで商品検索が出来ます。
スペースで区切れば複数の単語で
絞り込めます。
例）エスニック  ターコイズ  ネックレスと
検索するとこの３つのキーワードの
全てが含まれた商品が検索結果に
表示されます。

クリックすると
商品のページに進み
商品詳細や関連商品を
見ることが出来ます

関連商品や色違いの商品が
こちらに最大５個まで
表示されます。
※写真をクリックすると
それぞれの商品ページに進みます

クリックすると
商品写真が拡大されます

例）新着商品から探したい場合

該当カテゴリーのバナーをクリックしてください。
新着商品のカテゴリーに進みます

クリックで
カテゴリーページへ進みます

購入数を入力後　　　　　　　　　　　  をクリックし
全てカートに入った状態を確認してから変更してください。

ご利用方法・1ページあたりの商品表示数変更方法
④1ページあたりの商品表示数の変更方法
お客様自身で 1ページに表示させる商品数を変更することが出来ます。
カテゴリーページの右上に　　　　　　　　　と表示されていますので　をクリックして
20点～ 100 点表示のなかでお好きな表示数をお選びください。（初期設定は 20点表示です）
1ページに表示されている商品はクイックモード（初期設定）で 1度にカートに入れることが出来ます。

▼ カテゴリーページ   20 点表示例▼

▼ カテゴリーページ   50 点表示例▼

※1ページの表示点数が多いほど画面が表示されるまで時間がかかります。
お客様の通信速度の環境に合わせた表示数をお選びいただくことをおすすめします。

クイックモードで購入数を入力している途中で
商品表示点数を変更するとカートに入れていない商品の
購入数が消えてしまいます。表示点数を変更する場合には

注意

20 点から最大 100 点まで
1ページに表示されます

　をクリックして
表示点数を選んでください
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⑤商品の買い方

クイックモードの解除と設定

画面表示の違い

クイックモード（初期設定）とは 1ページに表示された商品（20点～最大 100 点）をまとめてカートに
入れることが出来るシステムです。設定を解除するまではクイックモードで画面が表示されます。

カテゴリーページの上部、右側にある　　　　　　　　　　をクリックするとクイックモード解除、

※初期設定では　　　　　　　　　　のボタンが表示されています。

▼ クイックモード設定時のカテゴリーページ▼ ▼ クイックモード解除時のカテゴリーページ▼

ご利用方法・商品の買い方（クイックモード）

クイックモードでは 1ページに表示された各商品写真の購入数に
必要数を入力して　　　　　　　　　　　　ボタンをクリックすることで
購入数を入力した複数の商品をまとめてカートに入れることが出来ます。

が表示されている場合はクリックするとクイックモードに設定されます。クイックモードに設定する
※まとめて購入する場合に便利です

クイックモードを解除する

クイックモードを解除する

クイックモード表示の場合
商品写真の下に
購入数の入力場所と
現在の在庫数が
表示されます。

クイックモードが解除されている場合
写真をクリックして商品ページに進むと
在庫数の確認や商品をカートに
入れることが出来ます。

クイックモード表示

▼

▼
クイックモード解除表示

-7-

ご利用方法・商品の買い方（クイックモード設定）

商品の購入個数を入力し　　　　　　　　　　　　　　　ボタンを
クリックしてください

在庫エラーなし 在庫数不足によるエラー

購入数を入力した商品が
全てカートに入ります

購入数の修正後
　　　　　　　　　　　を
クリックしてください。
購入数を入力した商品が
全てカートに入ります

クイックモードでまとめてカートに入れられるのは 1ページに表示されている商品です。
　　　　　　　　　　　　をクリックする前に他のページに移動してしまうと
直前のページで入力した購入数はカートに入りません。

注意

必ず1ページごとに　　　　　　　　　　　をクリックしてください。

商品の購入数を入力後
　　　　　　　　　　を
クリックしてください

※赤文字の商品名は在庫数不足です。
　購入数の訂正を行ってください。
と表示された場合には該当商品の
購入数を修正して再度
                                  　　　　を
クリックしてください。

画面左上に

在庫数よりも購入数が
上回っているので
在庫数内で購入数の
修正をおこなってください。

▼ カートの中身のページ▼▼ カートの中身のページ▼

▼ クイックモード設定でのカテゴリーページ ▼▼ クイックモード設定でのカテゴリーページ ▼

※この時点では購入数が
確定されていません
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ご利用方法・商品の買い方（クイックモード設定）
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⑥商品の買い方（クイックモード解除時）
クイックモード解除時には商品ページから個別にカートに入れてください。
商品ページにはサイズ等の表記もありますので商品の詳細を確認しながら買いたい方におすすめです。

▼ 商品ページ ▼

ご利用方法・商品の買い方（クイックモード解除）

▼ クイックモード解除でのカテゴリーページ ▼▼ クイックモード解除でのカテゴリーページ ▼

写真をクリックすると
商品ページに進み
商品詳細や関連商品を
見ることが出来ます。

在庫数よりも入力した購入個数が上回っている場合
ご注文の商品は在庫数不足です。
下記の「戻る」ボタンで商品ページに戻り、
購入数の訂正を行ってください。

上記のように表示されますので戻る＞＞をクリックして
直前の商品ページに戻り購入数の修正をしてください。

▼ カートの中身のページ▼▼ カートの中身のページ▼

在庫エラーなし

購入数を入力後
　　　　　   を
クリックしてください

在庫数不足によるエラー

購入数を入力した商品が
カートに入ります

購入数の修正後
　　　　　　　 を
クリックしてください。
商品がカートに入ります。

                           をクリックすると直前の商品ページに
戻ります。この際直前で入力した購入個数が
画面に表示されていますが既にカートには商品が
入っています。再度　　　　　　　　を
クリックすると購入個数が追加されますので
ご注意ください。　

注意
※この時点では購入数が
確定されていません

-9-

ご利用方法・カート内での数の修正・削除

決済確定前のカート内で数の修正・削除が出来ます

カートに入れた商品を
削除したい場合は
商品ごとに　　を
クリックしてください。
※一商品ごとの削除に
なります。

▼ カートの中身のページ▼▼ カートの中身のページ▼

カートに入れた商品が
下から順に表示されます。
（直前に入れた商品が
一番上に表示されます）

カートに入れた商品の
合計数がここに表示されます

　　　　　　 をクリックすると
直前に見ていたページに戻ります。

ご発注の商品総数に応じた
割引率がここに表示されます。

　　             　 をクリックすると
お支払い方法の選択ページへ
進みます。

購入個数を変更したい場合には
個数を修正後　　　　　を
クリックしてください。
※カート内の商品は一括で個数を
変更することができます。

※割引率に関する詳細は
最終ページをご覧ください。

ご確認ください

決済確定前は数の修正や削除が出来ます。ご注文内容をご確認の上決済ページにお進みください。

をクリックする前にご注文内容のご確認をお願いします。

※送料（648 円）は割引後合計金額 10,000 円以上で弊社負担となります。

送料（648円）は
割引後合計金額10,000円以上で
弊社負担となります。

□ご注文内容
□ご注文個数
□割引率
□割引後合計金額

※割引率はご注文の商品総数により異なります。詳しくは最終ページをご覧ください。
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⑦お支払い方法・カード決済
商品注文時にクレジットカード情報を入力していただく決済方法です。
当サイトはジオトラスト社の SSL 暗号化通信を使用しています。
個人情報は全て暗号化され保護されていますので外部に漏洩することはありません。

決済方法（クレジットカード決済）

お客様のご登録内容が
こちらに表示されます
お客様のご登録内容が
こちらに表示されます

カード決済をご希望の場合は
　をクリックして選択してください。
　　　　　と表示されている場合は
カード決済が選択されています。

同梱希望や定休日など
弊社へのメッセージがございましたら
こちらにご入力ください。

3ページの方法で複数のご配送先を
ご登録いただいている場合は
　をクリックして配送先を
お選びください。
選択されていない場合には
上記に表記されている
ご登録ご住所にお送りいたします。

　　　　　をクリックすると
カートの中身のページに
戻ります。

　　　をクリックすると
カード情報入力の
ページに進みます。

カード番号と有効期限を
入力してください。
※カード番号は左マスから
4桁ずつ入力してください。
最後の枠は 2～ 3桁になる場合も
ございます。

　をクリックしてカード会社を
お選びください。

ご利用可能カード会社
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決済方法（クレジットカード決済）

購入内容の確認
このページでご購入内容を再度確認いただけます。

決済終了後のご注文内容・決済方法の変更は出来ませんのでご注意ください。
注意

注意

カード番号・有効期限・ご購入内容を
ご確認のうえ　　　　　　　を
クリックしてください。

ダブルクリックすると二重に
決済される場合がございます。
ダブルクリックはしないでください。

今回のご発注でカートに入れた全ての商品が
ここに表示されます。
今回のご発注でカートに入れた全ての商品が
ここに表示されます。

カード情報を
入力してください
カード情報を
入力してください

①①

② ②②

①+②①+②

送料込みのご請求金額がここに表示されます。

ご請求金額＝①割引後合計金額+②送料
※割引後合計金額（①）が￥10,000円以上で
送料は弊社負担となります。

※必ずこのページまでお進みください※必ずこのページまでお進みください

このページが表示されたら発注完了です。
当店よりご注文受付メールを 2営業日以内に
お送りいたします。

このページが表示されたら発注完了です。
当店よりご注文受付メールを 2営業日以内に
お送りいたします。

注意
必ずこのページまでお進みください必ずこのページまでお進みください

この画面が表示される前に画面を閉じますと
今回のご発注内容が全て破棄されてしまいますので
必ずこのページまでお進みください。

1 回のご発注の商品総数に応じた
割引率がここに表示されます。
※割引率については最終ページを
ご覧ください。

カートに入れた商品の
合計数がここに
表示されます。　
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⑧お支払い方法・代金引換決済
商品到着時に商品代金をお支払いただく決済方法です。商品代金は直接配達員にお支払ください。
お支払時に現金だけでなくクレジットカード・デビットカードをご利用いただくことも可能です。　

決済方法（代金引換決済）

代金引換決済をご希望の場合は
　をクリックして選択してください。
　　　　　と表示されている場合は
代金引換決済が選択されています。お客様のご登録内容が

こちらに表示されます
お客様のご登録内容が
こちらに表示されます

3ページの方法で複数のご配送先を
ご登録いただいている場合は
　をクリックして配送先を
お選びください。
選択されていない場合には
上記に表記されている
ご登録ご住所にお送りいたします。

同梱希望や定休日など
弊社へのメッセージがございましたら
こちらにご入力ください。

　　　　　をクリックすると
カートの中身のページに
戻ります。

　　　をクリックすると
ご請求金額確認の
ページに進みます。

カートに入れた商品の
合計数がここに
表示されます。　

①①

②②

③③

①+②+③①+②+③

送料･代引き手数料込みの
ご請求金額がここに表示されます。
ご請求金額＝
①割引後合計金額+②送料
　　　　　　　　　　+③代引き手数料
※割引後合計金額（①）が￥10,000円以上で
送料は弊社負担となります。

金額に応じた代引き手数料が
ここに表示されます。

1回のご発注の商品総数に応じた
割引率がここに表示されます。
※割引率については最終ページを
ご覧ください。
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決済方法（代金引換決済）

購入内容の確認
このページでご購入内容を再度確認いただけます。

決済終了後のご注文内容・決済方法の変更は出来ませんのでご注意ください。
注意

※必ずこのページまでお進みください※必ずこのページまでお進みください

このページが表示されたら発注完了です。
当店よりご注文受付メールを 2営業日以内に
お送りいたします。

このページが表示されたら発注完了です。
当店よりご注文受付メールを 2営業日以内に
お送りいたします。

今回のご発注でカートに入れた
全ての商品がここに表示されます。
今回のご発注でカートに入れた
全ての商品がここに表示されます。

必ずこのページまでお進みください必ずこのページまでお進みください

この画面が表示される前に画面を閉じますと
今回のご発注内容が全て
破棄されてしまいますので
必ずこのページまでお進みください。

注意

代金引換時にご利用可能なカード会社

※電波事情が悪く、クレジットカード
デビットカードでのお支払が出来ない場合は
現金でのお支払に変えていただく場合が
ございます｡

ご購入内容をご確認の上
　　　　　　 を
クリックしてください。

注意
ダブルクリックすると二重に
決済される場合がございます。
ダブルクリックは
しないでください。

※300,000 円以上の金額は 2箱以上にわけて
発送いたします。
※代引き手数料はお客様ご負担となります。

代金引換手数料

～ 10,000 円

10,001 円～ 30,000 円

30,001 円～ 100,000 円

100,001 円～ 300,000 円

324 円

432 円

648 円

1,080 円

割引後商品金額 代引き手数料
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便利な使い方・マイページ
配送先を追加する
複数の配送先をご登録するばあいにはログイン後　　　　　　をクリックして　　　　　　　より
配送先を追加してください。
こちらでご入力いただいた情報は　　　　から修正や削除も出来ます。

複数の配送先をご登録する場合にはログイン後　　　　　　をクリックして　　　　　　　より
配送先を追加してください。
こちらでご入力いただいた情報は　　　　から修正や削除も出来ます。

追加したい配送先の情報を
こちらご入力ください。
郵便番号・お電話番号は
半角英数字でご入力ください。
※こちらにご入力いただいた
内容が荷物の伝票に
反映されますのでお間違いのないよう
正確な情報をご入力ください。

入力した情報でよろしければ　　　　を
クリックしてください。配送先が追加されます。
修正がある場合には　　　　　をクリックし
内容を修正後　　　　をクリックしてください。

ご入力後　　　　　　を
クリックしてください。

ご登録時にご入力いただいた
配送先がこちらに表示

追加された配送先はこちらに表示されます

▼ TOP ページ ▼▼ TOP ページ ▼ ▼ マイページ ▼▼ マイページ ▼

▼ マイページ・配送先の編集の確認ページ ▼▼ マイページ・配送先の編集の確認ページ ▼

▼ マイページ・配送先の編集 ▼▼ マイページ・配送先の編集 ▼

▼ マイページ・配送先の編集 ▼▼ マイページ・配送先の編集 ▼

-15-

購入履歴の確認　　　

預り金について　

購入履歴を確認するには　　　　　　の　　　　　　　　　の商品確認をクリックしてください。　

発送前のご注文は同梱することが可能です。同梱による割引率の変更や送料の差額は
クレジットカード決済の場合、次回のご注文時に相殺いたします。
（代引決済は同梱時にご請求金額より相殺になりますので預り金は発生しません）

便利な使い方・マイページ・預り金

▼ マイページ ▼▼ マイページ ▼

▼ 購入履歴の確認のページ ▼▼ 購入履歴の確認のページ ▼

商品写真・商品コード・商品名・ご注文個数が
一覧で確認できます。検品や以前のご注文内容を
確認したいときに便利です。

預り金が発生している場合トップページ
　　　　　 ボタンの横に　　　　のリンクが表示されます。
　 をクリックすると預り金の詳細をご確認いただけます。

2012-07-15　10:59:27 w012071512345678

▼ 購入履歴 ▼
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ご注文個数に応じたお得な割引について

PARISKID’S onlineのお得なディスカウントシステム
1個からでも割引いたします！

お支払いについて

送料について

1 個～ 29 個 5％
30 個～ 99 個 10％

100 個～ 299 個 15％
300 個～ 499 個 20％
500 個～ 999 個 25％
1000 個以上

割引率は
最大30％!!

お支払い方法はクレジットカード決済・代金引換決済の 2種類です。
（代金引換決済の手数料はお客様ご負担となります。ご了承下さい。）

送料は全国一律 648 円。
割引後の商品金額 10,000 円以上で送料無料（弊社負担）とさせていただきます。

ご注文総個数 割引率

30％30％MAX!!

※卸売サイトでのご発注には、ご発注個数に応じた割引がございますが
小売サイトは個人のお客様対応のサイトですので個数がまとまりましても割引は出来かねます。

※PARISKID’S online と他のショッピングモールは配送センターが異なるためご注文の商品を
同梱することは出来ません。

注意

割引システムを利用して
仕入値を抑えられますので
利益率のアップが可能


