
メールマガジンの配信

規約に同意して、確認画面へ進む

□ 阪急阪神百貨店からのご案内
□ 阪急百貨店オンラインストア
　  ※インターナショナルデザイナーズ／
      ジュエリー／ウィメンズ／スポーツ／
      ベビー＆キッズを含む

□ HANKYU BEAUTY ONLINE
□ 阪急メンズオンラインストア
□ HANKYU FOOD
□ 阪急ギフトモール
□ 阪神百貨店E-STORES
      ※阪神ギフトモールを含む

はじめてリモオーダーをご利⽤いただくには、
まずは会員登録から

❶ オンラインストアで新規会員登録
 

阪急うめだ本店ホームページ ⇒ オンラインストア ⇒ 
「新規会員登録はこちら」から登録できます。
※ドメイン指定受信の設定で受信制限されている⽅は
 「@hh-online.jp」からのメールを受信できるように
 設定してください。

HANKYU HANSHIN E-STORES会員登録はこちら 》

※お名前

梅田花子

ウメダハナコ

※生年月日

年 月 日1980 01 01

※性別

○男性 ●女性

※電話番号

090 000 000

※郵便番号

※お名前 （フリガナ）

※メールアドレス

8-7 阪急マンション101号室

郵便番号を
入力後タップ

※番地・マンション名

※ユーザーID

※パスワード
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阪急阪神百貨店公式通販

❷ 必要事項を⼊⼒

000 0000 郵便番号検索

ID登録
可否チェック

※英数字は半角で入力

※は必須です

数字の入力は
すべて半角

⚠

購入手続きの際にこのIDとパスワードを使用します
忘れないように記録しておいてください

※ご入力後、登録可能か
　「ID 登録可否チェック」でご確認ください。

⚠

⚠自動で入ら
ない場合は
番地以下
を入力

ご自身で
考えて設定
してください

⚠

規約に同意したらタップ

❸ 配信希望のメニューに□を⼊れる

❹ 規約を確認

お名前の
入力は全角

⚠

https://web.hh-online.jp/estores/regist/


カード登録でお買い物が便利に

●会員登録完了メールが届いたら、続いて使用する
クレジットカードやSポイントマーク付きポイントカード
を登録しておくと、さらにお買い物がスムーズです

❶ メール本文にあるマイページのURLをタップ

※Sポイント対象クレジットカード、博多阪急エメラルドカードの
ポイントを利用するには事前に登録が必要です

※阪急メンズ東京マイレージカード、阪急大井食品館、都筑阪急、
博多阪急各店舗で発行のポイントカードもご利用いただけます。

❷ マイページのクレジットカード情報
 （ポイントカード情報）を選択

❸ カード番号を入力して登録



ご購入手続き

❻ ご注文受付のお知らせ
メールが届きます

★店舗へ連絡後、購入用URLが届きます

❹ お届け先を確認後、お支払い方法とポイントを選択

❺ 注文内容を確認したら「注文する」をタップ

商品取り扱い
店舗へ連絡

URLが届いたら
期限内に購入手続き

>規約に同意して、上記内容で注文する

     お支払い

◯クレジットカード
◯コンビニ前払い
◯ Pay-easy(ATM・ネットパンキング払い )

S マーク付きポイントカード・店舗ポイント
カード・ネットポイントのポイントで全額
お支払いをご希望のお客様は選択不要です。

     ポイントをためる・利用する

◯会員情報に登録済みの S マーク付き
ポイントカードのポイント

◯別の S マーク付きポイントカードのポイント※

◯ネットポイント

アドレス帳名 : 会員ご本人

送り主
梅田花子様
〒530-8350 大阪市北区角田町 8-7 
阪急マンション 101 号室
電話番号 06-6361-1381

お届け先
◎ 梅田花子様 ( 送り主ご本人 )
〒530-8350 大阪市北区角田町 8-7
阪急マンション 101 号室
電話番号 06-6361-1381

❶ 購入用URLをタップ

❷ 「ご購入手続きへ」をタップ

❸ 会員登録で設定したユーザーIDと
パスワードを入力後、「ログイン」をタップ

会員登録の際にご自身で設定したIDと
パスワードを入力します
※途中で別ページに遷移した場合は①から
やり直してください

¥4,320注文商品合計 ( 税込）

>ログイン

ご購入手続きへ  >

注文数量合計 1点

RemoOrder のご利用ありがとうございます。
以下のURLよりご注文ください。
https://smsg.jp/★★★★★
※URLの有効期限は202★/★/★まで
詳しいご注文方法はこちら。
https://smsg.jp/mnN66ZZktQ

ユーザー ID

□次回からユーザー IDの入力を省略
ユーザーIDをお忘れの方
別のユーザーIDで再度ご注文される方はこちら
パスワード

パスワードをお忘れの方

⚠

お届け先は会員ご本人
が選択されています
ご自宅以外へお届けの
場合は変更が必要です
ご注文確定前に
マイページで登録して
ください

⚠

※阪急阪神お得意様
カードの方は
セキュリティコード
の入力は不要です

⚠

>ご注文内容を確認する

※阪急メンズ東京マイ
レージカード、阪急
大井食品館、都筑阪急、
博多阪急各店舗で発行
のポイントカード含む

いずれかを選択
※Sポイントカードを
お持ちでない方は
ネットポイントを選択

⚠



お届け先を変更する場合

★お届け先の初期設定はご自宅になっています
ご自宅以外へお届けの場合は変更が必要です

❶ 会員ログイン画面へアクセス

❷ ユーザーIDとパスワードを入力して
マイページへログイン

❹ 「新しいお届け先を登録」をタップ

❺ アドレス帳でお届け先の情報を入力し
「編集を確定する」をタップ

❸ アドレス帳を選択

マイページトップ

会員基本情報

パスワード

クレジットカード情報

ポイントカード情報

ネットポイント

ブランドメンバーズカード情報

アドレス帳

お買物履歴

リクエスト履歴

お問い合わせ履歴

お気に入りアイテム

ユーザー ID

パスワード

＞ログイン

★送り主（依頼主）情報を
変更したい場合

送り主（依頼主）情報を
変更したい場合は
こちらをタップ
例）引越による住所変更など

⚠

送り主情報を登録

新しいお届け先を登録

お届け先

アすべて カ サ タ

マ ヤ ラ ワ

ナ ハ

※ブックマークしていただくと便利です

アドレス帳名

お名前

お名前（フリガナ）

[ 会員ご本人 ] 梅田 花子

梅田 太郎

ウメダ タロウ

> お届け先情報の登録
編集を確定する

必須

必須

必須

HANKYU HANSHIN E-STORES会員ログインはこちら 》

アドレス帳名

送り主情報
梅田花子様
〒530-8350
大阪市北区角田町 8-7
阪急マンション 101 号室
電話番号 06-6361-1381

会員ご本人

アドレス帳：会員ご本人
閉じる∨

送り主：梅田花子 様
お届け先：   1 名（送り主のみ）

送り主情報を編集

https://web.hh-online.jp/estores/login/member.html
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