
お得なクーポンモールで商品アピール！
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◆バリュースターモール特典掲載事例（新規掲載） 
企業名 掲載内容 

 
株式会社ヤマサキ様 

 

プレミオール 21日間 スターターセット 1個 
3,834円相当商品との交換 

 
株式会社WOWOW  

ＷＯＷＯＷ1 ヵ月視聴券（新規加入者限定） 
※現在、WOWOWにご加入されていない方。 

BSアンテナ経由、ケーブルテレビ局経由でご視聴される方。 

両方に該当される方が本クーポンのご利用対象となります。 

 
サンワサプライ株式会社  

サンワサプライ オンラインショップ限定 2000円
OFF クーポン 

20,000円（税込）以上のお買物にご利用いただけます。 
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◆バリュースターモール特典掲載事例（オンラインクーポン）
企業名 掲載内容 

株式会社ディノス様 

ディノス割引クーポン 2,000 円分 
※8,000 円（税込）以上のご購入の際にご使用いただけます。

株式会社フェリシモ様 

フェリシモ定期便専用
お買い物 e クーポン 2,000円分 

※5,000円（税込）以上のご購入の際にご使用いただけます。

リンベル株式会社様

リンベル e クーポン 2,000円分
※5,000円（税込）以上のご購入の際にご使用いただけます。
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◆バリュースターモール特典掲載事例（オンラインクーポン） 
企業名 掲載内容 

 

株式会社ヤマサキ様 
 

ラサーナ公式通販サイトで使える 
2,000円分の e クーポン 

最低購入金額：なし 

 
株式会社 

ブルックス ブラザーズ ジャパン様  

Brooks Brothers 
公式オンラインショップ 2,000円クーポン 
※5,000円（税抜）以上のご購入の際にご使用いただけます。 

 

グンゼ株式会社様  

グンゼストアクーポン 2,000円分 
※10,800円（税込・送料別）以上のご購入の際にご使用いただけます。 
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◆バリュースターモール特典掲載事例（オンラインクーポン） 
企業名 掲載内容 

 

株式会社 TSUTAYA様 
 

TSUTAYA 
オンラインショッピングギフト券 2,000円分 
※15,000円（税込）以上のご購入の際にご使用いただけます。 

 
株式会社 BuySell Technologies様 

 

リユースセレクトショップ バイセルオンライン 
バイセルオンライン限定 2000円 OFFクーポン 

※1点が 2000円（税込）以上の商品を含む 
5,000円（税込）以上のお買い物にご使用いただけます。 
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◆バリュースターモール特典掲載事例（商品交換 コスメ） 
企業名 掲載内容 

 

株式会社アイム様 

 

ライスフォース年齢肌対策トライアルキット×1個 
8,352円相当商品との交換 
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◆バリュースターモール特典掲載事例（掲載終了） 
企業名 掲載内容 

 

ファイテン株式会社様 
 

ファイテンオフィシャルストア 
オンラインクーポン 2,000円分 

※3,000円（税込）以上のご購入の際にご使用いただけます。 

 

株式会社ディノス・セシール様  

セシールオンラインショップで使える 
2,000円分のクーポン 

※5,000円（税抜）以上のご購入の際にご使用いただけます。 

 

日本ランズエンド株式会社様 
 

LANDS' END 
オンラインショップ限定 2,000円クーポン 

※1点が 2,000円（税込）以上を含む 5,000円（税込）以上の 
ご購入の際にご使用いただけます。 
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◆バリュースターモール特典掲載事例（掲載終了） 
企業名 掲載内容 

 

株式会社はちや様  

シンクビー!公式オンラインショップ 
会員限定クーポン 2,000円分 

※10,000円（税込）以上のご購入の際にご使用いただけます。 

 

株式会社グランデ様 
 

ドクターベジフル公式サイトで使える 
特別クーポン 3,000円分 

最低購入金額：なし 

 

株式会社セルバ様  

懐かしい地域画像・想い出の映画視聴アプリ「ナツカシ！」 
年間視聴契約限定クーポン 

※ライトプラン年間契約は6,000円（税込）を2,500円割引。プレミアムプラン年間契約は
11,760円（税込）を 5,000円割引で各々ご利用可能。 

 



価値あるクーポン交換サイト 
「バリュースターモール」のご提案 
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バリュースターモールとは 

2000円以上の価値がある商品やクーポンを集約した 
クローズドクーポンモールです。 

例えば 

ディノスのオンラインショップ 
で使える2000円分の 
割引クーポン。 
クーポンは5000円以上の購入の際にご使用いただけます。 

ライスフォース年齢肌対策 
トライアルキット1個 
8,352円相当交換クーポン 
ハワイの高級ホテル「モアナ・サーフライダー」のスパで正式
採用された、エステ級の潤いをご自宅で！ 
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企業が条件に合った大切なお客様にご利用いただきます 

不動産業界 

例えば･･･ 
新築マンション購入見込み顧客 

その他 

例えば･･･ 
株主優待、衛星通信事業者など 

例えば･･･ 
クレジットカードのポイント交換 

金融業界 

バリュースターモールの集客方法 

自動車業界 

例えば･･･ 
新車購入見込み顧客 



契約企業様一覧 （敬称略）掲載中 
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三菱ＵＦＪ二コス株式会社 

株式会社アプラス 

アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 

株式会社クレディセゾン 

大和ハウスフィナンシャル株式会社 

     
      JCB 株式会社ジェー・シー・ビー（2019年2月～） 

     
    ポケットカード ポケットカード株式会社（2019年5月～） 

契約企業様一覧 （敬称略）掲載決定 



バリュースターモールのご参加方法・メリット 

 貴社のオンラインクーポン又は商品をご提供いただければご参加が
可能です 

 貴社専用の詳細ページを作成いたします 

＜バリュースターモールへのご参加方法＞ 

＜バリュースターモールのメリット＞ 
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媒体は 
自動追加 

初期費用 
固定費 

0円 

信用ある 
顧客の 
獲得 



オンラインクーポンの注意事項等 

＜クーポンの仕様条件＞ 
◆1枚ずつユニークなIDや番号のクーポンが発行できる。 

 （共通のクーポンコード、キャンペーンコードはNG) 

◆定額値引きのクーポンが発行できる。（20%OFF等ではなく、2,000円等） 

◆1度使われたクーポンを2度使えないように制限できる。 

 （利用後、使用不可となり別会員でも利用できない。） 

＜注意事項＞ 
◆1名様1口迄、新規限定等の制限はかけられません。 

 ※1決済あたりの利用口数は1口で問題ございません。 
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運用イメージ 
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シリアルコード 
の配布 ご利用会員様等 

シリアルコードの管理 
シリアルコード配布企業の開拓 
クーポン運用管理 
バリュースターモールの運営・制作 

バリュースターモール 

貴社アイテム 
（クーポン又は商品） 

に交換 

弊社でオンラインショップクーポンの管理・運用を行う事で、貴社のご負担を軽減 

 

  
    
貴社 

入稿 / クーポンご納品 

貴社へ誘導 

シリアルコードの 
配布業界 

 

  
    

不動産業界 

自動車業界 

金融業界 

株主優待 



バリュースターモール ご利用方法 

「バリュースターモールのURL」、「クーポン 
交換用シリアルコード」、「ご利用方法」 

のご案内をご送付。 
⇒バリュースターモールへアクセス！ 

①クーポン交換用シリアルコード受領 ②バリュースターモールTOP 

「バリュースターモール」から 
自分の好きなショップのアイテムを選ぶ 
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メール・カード等 

この度は、ポイント交換にてバリュースターモールクーポンを 
お申込み頂き有難うございました。 
 
お手続きいただきましたバリュースターモールクーポンを 
下記の通りお送りさせていただきます。 
 
■メール保管の御願い 
この割引クーポンのご利用には下記のクーポンコードが必要ですので、 
このメッセージは削除せず保管してください。 
 
-------------------------------------------- 
■バリュースターモールオンラインクーポン2,000円分 
 
シリアルコード：0000-0000-0000-0000 
 
有効期限：2018年3月31日 
-------------------------------------------- 
 
■ご利用のながれ 
【1】バリュースターモールへアクセス   
下記のURL、バリュースターモールクーポン交換サイトへアクセスしてくださ
い。 
 
バリュースターモールクーポン交換サイト  https://pxcoupon.jp/●●●● 
 
【2】交換したいクーポンを選びシリアルコードを各ショップのオンラインクーポ
ンに交換 

valuestarmall@pxcoupon.jp 

◆割引クーポン◆バリュースターモールクーポン交換手続完了のお知らせ 

xxxxx@gmail.com 

2019年×月××日 
1234-5678-1234-5678 



④シリアルコード・メールアドレス入力 

①に記載のある 
「シリアルコード」と 

「メールアドレス」を入力する。 
 

⑤確認画面 

入力内容が表示される 

③クーポン詳細・注意事項 

※eクーポン送付用 

アイテムを選択 
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バリュースターモール ご利用方法 



⑦申込み確認メールの配信（自動） 

⑤で入力したメールアドレス宛に 
自動でメールが配信される。 

※クーポンコード、有効期限、詳細 
利用方法、注意事項等の記載。 
※メール内にもショップのURLを記載 

貴社のオンラインショップへアクセス 
クーポン利用⇒割引適用 

⑧クーポンを利用 ⑥クーポン発行 

「クーポンコード」が表示される。 
※有効期限、詳細、利用方法、注意事項等 

「クーポンを使う」ボタンでショップへ！ 
※同時にメールが配信される 
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バリュースターモールクーポンを 

バリュースターモールクーポン交換手続完了のお知らせ 

バリュースターモール ご利用方法 

商品交換手続ページ
詳細別紙 
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