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ニッコー公式オンラインショップ 

株主優待クーポンのご利用について 

 

■株主優待クーポンとは？ 

株主優待クーポンは、ニッコー公式オンラインショップでのご注文時に、特別な割引クーポンとしてご利用して

いただいております。 

お好きな商品を選んでからご注文に進んでいただき、お支払い方法選択のページの「ご優待券及びクーポンの利

用」欄に株主優待クーポン番号を入力してください。株主優待クーポン分のお買い物ができます。 

※株主優待クーポンとご希望の商品の差額がある場合には、差額をお支払いいただくか保持しているポイントで

お支払いいただけます。 

 

■株主優待クーポンのご利用方法、及び会員登録方法 

① パソコンもしくはスマートフォンからニッコー公式オンラインショップにアクセスしてください。 

アクセス方法 

 Yahoo!、Googleなどの検索エンジンから「ニッコーオンライン」と検索 

 ブラウザからURLを直接入力 https://www.nikko-tabletop.jp/ 

 QRコードから ※QRコードリーダーもしくはアプリが必要です       

 

※当サイトは Safari 7以上、Google Chrome、FireFox最新版、Internet Explorer11以降に対応しております。 

サイトが表示されない、もしくはお買い物がうまくいかない場合には、対象ブラウザでのご利用およびセキュリティのアップデート 

(TLS1.2以上)をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

株主様へのおすすめ情報もございます 

https://www.nikko-tabletop.jp/
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② お好きな商品を選んでカートに入れてください。 

株主優待クーポンは 5,000 円単位、1回でのご利用とし、ご利用の際のおつりの返金・次回への繰り越しは

いたしません。クーポン金額に満たない商品をお選びの場合は、必要に応じて複数の商品を選んでいただく

ことをお勧めいたします。 

 

 

 

「カートに入れる」ボタン

をクリック 
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③ 購入する商品をすべてカートに入れましたら、購入に進んでください。クーポンコードはこの後のフローで

入力します。 

 

「会計に進む」をクリック 

「カートに入れる」ボタン

をクリック 
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④ ログイン画面になります。初めての方は、新規会員登録に進んでください。 

（既に会員登録がお済みの方はログインし、手順⑩からご覧ください） 

 
「新規会員登録」ボタンをクリック 
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⑤ 会員特典をご確認いただき、「新規会員登録」のボタンを押してください。 

 

 

⑥ ご利用規約をご確認いただき、「同意する」にチェックを入れていただき、「同意して会員登録へ」。 
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⑦ お客様の情報を入力いただき「次へ」進んで、確認の上「会員登録」をしてください。 

 

 

⑧ THANK YOUのページになったら、会員登録は終了です。 

「カートに戻る」ボタンを押して、カートに戻ることができます。 
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⑨ カートに戻り、追加したい商品があればカートに商品追加をお願いします。 

株主優待クーポンは、1 回のみのご利用となっており、次回に残額の繰り越しはできませんので、ご注意く

ださいませ。 

⑩ ご注文の商品をすべてカートに入れた後、カート画面に進んでいただき、「会計に進む」ボタンを教えてく

ださい。会計のページに進みます。 
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⑪ お届け先が会員登録時の住所でよろしければ、「次へ」進んでください。 

⑫ お支払方法を選択してください。お買い物金額が 0円の場合でもシステムの関係上お支払方法を選択してく

ださい。 

 お支払方法によって手数料が加算されます（NP後払い／代金引換）。 

 ご購入金額が 0 円の場合、クレジットカードを選択ください。（合計金額が 0 円の場合にはクレジット

カード番号の入力・ご請求はございませんのでご安心ください。） 

 ご購入金額が 200円以上の場合、コンビニ決済(前払い)が選択できます。 

※コンビニ決済(前払い)選択の場合、前払いでのご入金になります。ご入金確認後のお届けになるため、

お届け日指定が出来ませんのでご注意ください。 

 

 

⑬ 「ご優待券及びクーポンの利用」でクーポンコード入力欄にクーポンコードを入力後、「適用する」ボタン

を押してください。 

 

そうするとクーポンが適用され、使用するクーポン内容が表示されます。 

使用するクーポンが表示される 
クーポンコードを入力後、 

「適用する」ボタン押す 
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クーポンコードを複数枚使用する場合には、上記の状態でクーポンコード入力欄に、別のクーポンコードを

入力していただき、「適用する」ボタンを押してしてください。複数枚のクーポンが適用されます。 

 

同ページにて、「お届け時間」「ギフト・包装の指定」「ポイントのご利用」をご指定いただき、「次へ」進ん

でください。 

※コンビニ決済(前払い)選択の場合、ご入金確認後のお届けになるため、お届け日指定が出来ませんのでご

注意ください。 

 

クーポンが適用されると、使用するクーポン内容が表示されます 
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⑭ 「入力内容の確認」ページにて使用するクーポンコードの割引が反映されているかご確認いただき 

問題なければ「次へ」に進んでください。 

 

 

⑮ お支払方法が「NP後払い」「代金引換」または「コンビニ決済(前払い)」を選択された方は、これでご注文

は完了です。 

ご登録いただきましたメールアドレスにご注文受付のメールが自動で配信されますのでご確認ください 
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⑯ お支払方法が「クレジットカード決済」を選択された方でお支払い金額がある場合には、次のページでクレ

ジットカード情報を入力し、「ご注文完了」まで進んでください。 

 

※お客様のクレジットカードが本人認証サービス 3Dセキュアに対応している場合には、3Dセキュアの ID

と PW が必要になります。3D セキュアの ID と PW はクレジットカードお申し込み時にクレジットカード

会社及びお客様で設定するものです。不明な場合には、お手数をおかけして申し訳ありませんが、クレジッ

トカード会社にお問い合わせをお願いいたします。 

※クレジットカード情報登録を完了せずに離脱されますと、ご注文が完了しないまま株主優待クーポンが

「使用済」になる場合がございますのでご注意ください。 

（クレジットカード情報が決済システムに登録されなければ注文となりませんのでご注意ください） 

 

その場合、当社にてキャンセル対応を行い、株主優待クーポンを再度使用できるようにいたします。 

お手数をおかけして申し訳ありませんが、下記までご連絡いただけますようお願いいたします。 

E-mail : support@nikko-company.co.jp 

TEL : 0120-022-516 (ご対応時間:平日 09:00～17:00) 

 

⑰ ご注文完了後、ご登録いただきましたメールアドレス※にご注文受付のメールが自動で配信されますのでご

確認ください。 

※現在、ご注文受付のメールが届かないというお問い合わせを多くいただいております。 

docomo/au/softbank など携帯キャリアのメールの場合、キャリア側で迷惑メール設定が購入時にデフォル

トでされている事が多く、お客さまで受信設定をしないと当社からシステムでお送りしているメールが届い

ていない場合がございます。事前に「@nikko-company.co.jp」のドメインを受信する設定にしていただくよ

うお願いいたします 

 docomoの方 

スマホお悩みサポートメニュー｜受信できないメールがある 

http://nttdocomo.support-menu.jp/answer/CQ001005000.html 

 auの方 

auサポート｜迷惑メールフィルター設定｜受信リスト設定 

https://www.au.com/support/service/mobile/trouble/mail/email/filter/detail/domain/ 

auサポート｜「迷惑メールおまかせ規制」の自動設定について：迷惑メールフィルター機能 

https://www.au.com/support/service/mobile/trouble/mail/email/filter/recommend/auto/ 

 softbankの方 

サポート｜よくあるご質問（FAQ）｜［iPhone／iPad］E メール（i）で特定の相手からのメール

が受信できません。対処方法を教えてください。 

https://www.softbank.jp/support/faq/view/12174 

 

⑱ 商品の発送が出来ましたら、お届け予定日のご案内メールをお送りしております。配送の変更については、

配送業者の伝票番号をお知らせしておりますので、配送業者にご連絡をお願いいたします。 

⑲ 会員登録をしている方は、My Pageより保持ポイントの確認、購入履歴よりご注文の状況の確認ができます。 
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■株主優待クーポンのご利用方法、オンラインショップの操作についてのお問い合わせ 

ニッコー公式オンラインショップ 

TEL : 0120-022-516 (ご対応時間:平日 09:00～17:00) 

E-mail : support@nikko-company.co.jp 

 

■その他のお問い合わせ 

ニッコーお客様センター 

TEL : 0120-13-8625（24時間受付：12/31～1/3、8/13～8/15除く) 

      内容によっては、平日の営業時間の対応になります。後ほど、当社担当者より連絡いたします。 

保持ポイントが表示されます 


