
ラ・ブルケットポイント移行方法

ラ・ブルケットポイントカードの
取り扱いについて。

ラ・ブルケットストアにて貯めて頂いたポイントは、

ビヨンクールポイントとしてご利用いただけます。

こちらのマニュアルの手順に沿ってご登録下さいませ。



メニューの「ようこそゲストさま」をタップ

ビヨンクールグループオンラインストア
「ジュエリーコネクション」にアクセスし、画
面左上の　 をタップする。

ビヨンクールオンラインストア「ジュエリーコネクション」に
まだ会員登録されていない方

ジュエリーコネクション
https://www.j-connection.jp/

https://www.j-connection.jp/


メニューの「ログイン」をタップ

ページ下部の「会員登録」をタップ

「規約に同意する」をタップ



ポイントカード裏面に記載されている、会員
カード番号と PIN コードを入力し、「カード
認証」をタップ

00000000

00000

ラ・ブルケットポイントカードの裏面
Members Number の数字を「会員カード番号」に
PIN Number の数字を「PIN コードまたはパスワード」に入力する。

必須事項を記入し「確認」をタップ

「はい」をタップ



登録内容を確認し、「登録確定」をタップ

登録が完了しました。



メニューの「ようこそゲストさま」をタップ

ビヨンクールグループオンラインストア
「ジュエリーコネクション」にアクセスし、画
面左上の　 をタップする。

ビヨンクールオンラインストア「ジュエリーコネクション」に
すでに会員登録されている方

ジュエリーコネクション
https://www.j-connection.jp/

https://www.j-connection.jp/


E メールアドレスとパスワードを入力し、
「ログイン」をタップ

マイページの「ポイントおまとめ」をタップ

「ログイン」をタップ



「はい」をタップ

ポイントカード裏面に記載されている、会員
カード番号と PIN コードを入力し、「カード
認証」をタップ

00000000

00000

ラ・ブルケットポイントカードの裏面
Members Number の数字を「会員カード番号」に
PIN Number の数字を「PIN コードまたはパスワード」に入力する。



① ジュエリーコネクションにアクセス

② 画面左上の　 をタップ

③ メニュー 1番上の「ようこそゲストさま」をタップ

④ ログインをタップ

⑤ E メールアドレス・パスワードを入力しログインする

⑥ 商品を買い物かごに入れる

⑦ ご注文ページの「お支払い方法選択」にて、ご利用ポイントを入力

⑧ ご注文を完了する

ビヨンクールグループオンラインストア
「ジュエリーコネクション」でのご利用方法

ジュエリーコネクション
https://www.j-connection.jp/

ビヨンクールグループ実店舗 ※ でのご利用方法

■ ポイントアプリのインストール

① お手持ちのスマートフォンにビヨンクールアプリをインストール

② アプリを立ち上げる

③ 会員規約へ同意するをタップ

④ ジュエリーコネクション会員の方をタップ

⑤ 会員登録時に設定した Eメールアドレスとパスワードを入力し

 「ログイン」をタップ

■ 店頭にてポイントカード画面を提示

① アプリを立ち上げる

② 画面下メニューの「CARD」をタップ

③ お会計時に表示されたバーコードスタッフにご提示の上、

ご利用ポイント数をお知らせください。

※ポイント利用可能店舗をご参照ください。

iPhone 用アプリ Android 用アプリ

https://www.j-connection.jp/


関東

ビヨンクール 西武池袋店 東京都豊島区南池袋 1-28-1 西武池袋本店 2F 03-5949-2275

ビヨンクール トーキョー 東京都渋谷区神宮前 3-22-10 1F 03-5772-1247

ブラッディマリー 原宿店 東京都渋谷区神宮前 3-21-19 神宮前 Tビル 1F 03-3401-2881

オリビア・バートン 伊勢丹新宿店 東京都新宿区新宿 3-14-1 伊勢丹新宿店 本館 1F 03-3352-1111

エイチエムエスウォッチストア 表参道店 東京都渋谷区神宮前 4-4-9 1F 03-6438-9321

エイチエムエスアーカイブ ルミネエスト新宿店 東京都新宿区新宿 3-38-1 ルミネエスト新宿 B2F 03-6380-1454

エイチエムエスウォッチストア ルミネ町田店 東京都町田市原町田 6-1-11 ルミネ町田 6F 042-732-3038

エイチエムエスウォッチストア 横浜ジョイナス店 神奈川県横浜市西区南幸 1-5-1 ジョイナス 3F 045-620-7525

スターリンギア 原宿店 東京都渋谷区神宮前 3-22-10 2F 03-5772-1248

中部

ビヨンクール 浜松店 静岡県浜松市中区千歳町 135-7 1F 053-450-2080

近畿

　オンラインストア

ジュエリーコネクション h t t p s : / / www . j - c o n n e c t i o n . j p /

ビヨンクール 京都タカシマヤ店 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町 52 京都タカシマヤ 1F 075-252-7529

中国

ビヨンクール そごう広島店 広島県広島市中区基町 6-27 そごう広島店 新館 1F 082-512-7161

九州

ビヨンクール キャナルシティ博多店 福岡県福岡市博多区住吉 1-2-22 キャナルシティオーパ 1F 092-292-5685

ビヨンクールキャッスル 大阪府大阪市中央区心斎橋筋 2-1-11 1F 06-4708-1205

ビヨンクール 阪急メンズ大阪店 大阪府大阪市北区角田町 7-10 阪急メンズ大阪 B1F 06-6313-8733

ビヨンクールカナッサー 大阪タカシマヤ店 大阪府大阪市中央区難波 5-1-5 大阪タカシマヤ 1F 06-6633-8180

ブラッディマリー 心斎橋店 大阪府大阪市中央区心斎橋筋 2-1-11 2F 06-6484-0717

オリビア・バートン グランフロント大阪店 大阪府大阪市北区大深町 4-20 南館 2F 06-6467-8765

エイチエムエスウォッチストア ルクアイーレ店 大阪府大阪市北区梅田 3-1-3 ルクア 1100 2F 06-6136-5504

ビヨンクール 新静岡セノバ店 静岡県静岡市葵区鷹匠 1-1-1 新静岡セノバ 2F 054-275-1061

ビヨンクール 名鉄百貨店 愛知県名古屋市中村区名駅 1-2-1 名鉄百貨店 メンズ館 1F 052-541-0051

エイチエムエスウォッチストア タカシマヤ ゲートタワーモール店 愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 6F 052-526-3556


