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マッシュグループの「SNIDEL」「gelato pique」「Cosme Kitchen」などで 

「楽天ポイントカード」が利用可能に 
‐ サービス開始を記念して、「ダブル会員限定で楽天ポイント 5 倍＆ “Cosme Kitchen × お買い

ものパンダデザイン”エコバッグをプレゼント」を実施 ‐ 

 

株式会社マッシュホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：近藤 広幸、以

下 マッシュグループ）と楽天ペイメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 晃

一、以下 楽天ペイメント）は、マッシュグループの「SNIDEL」「gelato pique」「Cosme Kitchen」など

約 275 店舗において、2 月 1 日（火）より共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」が利用可能に

なることをお知らせします。 

 

 

 

これにより利用者は、対象店舗にて、「楽天ポイントカード」もしくは「楽天ポイントカードアプリ」を

提示すると、利用金額に応じて「楽天ポイント」を貯めることができ、支払い時には、貯まったポイン

トを使用することも可能となります。両社は同日より、オリジナルデザインの「マッシュグループ楽天

ポイントカード」を発行し、各対象店舗※にて無料で配布します。（※一部店舗を除く） 

また、利用者は、マッシュグループの自社ポイントカード「MA CARD」または「GO GREEN 

MEMBER'S 公式アプリ」を提示すると、全国のマッシュグループで利用可能なポイントも付与さ



 

れ、「楽天ポイント」とマッシュグループのポイントをそれぞれ貯めることができます。 

 

本サービス開始を記念し、2 月 1 日（火）から 2 月 28 日（月）まで、「ダブル会員限定で楽天ポイ

ント 5 倍＆“Cosme Kitchen × お買いものパンダデザイン” エコバッグをプレゼント」を実施しま

す。エントリー期間中にエントリーのうえ、キャンペーン期間中にマッシュグループのキャンペーン

対象店舗で「楽天ポイントカード」または「楽天ポイントカードアプリ」と「MA CARD」または「GO 

GREEN MEMBER'S 公式アプリ」の両方を提示して 200 円(税抜)以上の買い物をされた方に、「楽

天ポイント」を通常の 5 倍進呈します。さらに抽選で 777 名に「Cosme Kitchen × お買いものパン

ダデザイン エコバッグ」をプレゼントします。 

 

 

©Rakuten Group, Inc. 

※当キャンペーンにて付与されるポイントは、条件があります。 

※詳細につきましては、「楽天ポイントカード」のキャンペーンページをご確認ください。  

（ キャンペーン URL：https://r10.to/hDbzar） 

 

マッシュグループは、楽天グループ株式会社が運営するファッション通販サイト「Rakuten 

Fashion」に複数ブランドにおいて参加しています。今回の「楽天ポイントカード」の導入により、実

店舗で「楽天ポイント」を貯めたり使ったりすることのできる機会を広げることが可能となるため、より

多くの楽天会員をはじめとする顧客の実店舗への誘客や、マーケティング施策による EC 店舗へ

の送客が期待されます。 

 

 マッシュグループと楽天グループは、楽天会員数 1 億以上の強固な顧客基盤を生かし、「楽天ポ

イントカード」をはじめとする様々な施策で EC 店舗と実店舗双方の店舗への送客を図っていくとと



 

もに、サービスの利便性向上に努めてまいります。 

 

■「マッシュグループ楽天ポイントカード」券面 

 

 

■サービス概要 

・サービス開始日： 2022 年 2 月 1 日（火） 

・概要： 対象店舗にて、会計時に「楽天ポイントカード」もしくは「楽天ポイントカードアプリ」を提示

すると、「楽天ポイント」が付与されます。また支払い時に「楽天ポイント」を利用することも可能で

す。 

※マッシュグループで提供している従来のポイントカード（「MA CARD」または「GO GREEN 

MEMBER'S 公式アプリ」）も併用可能です。 

・対象店舗： 「SNIDEL」 「SNIDEL HOME」 「gelato pique」 「FRAY I.D」 「LILY BROWN」 

「Mila Owen」 「CELFORD」 「emmi」 「FURFUR」 「styling/」 「UNDERSON UNDERSON」  

「USAGI ONLINE」「Cosme Kitchen」 「Make↗Kitchen」 「Biople by CosmeKitchen」 「to/one」 

「Celvoke」 「SNIDEL BEAUTY」 「ecostore」 など約 275 店舗 

※店舗数は 2022 年 1 月 28 日時点 

※一部店舗、公式オンラインショップでは「楽天ポイントカード」をご利用いただけません。詳しくは

マッシュグループの各店舗またはカスタマーサービスデスクにお問い合わせください。 

・対象商品： 対象店舗で販売する商品 

・ポイント進呈： 200 円（税抜）のお支払いに対して「楽天ポイント」を 1 ポイント進呈 

・ポイント利用： 「楽天ポイント」を 1 ポイント 1 円相当として利用可能 

 

■キャンペーン概要  

キャンペーン名称 ダブル会員限定で楽天ポイント 5 倍＆Cosme Kitchen × お買いもの

パンダデザイン エコバッグをプレゼント 

キャンペーン実施期間 2022 年 2 月 1 日(火)0:00～2022 年 2 月 28 日(月)23:59 

キャンペーンエントリー期間 2022 年 1 月 31 日(月)15:00～2022 年 2 月 28 日(月)23:59 

キャンペーン URL https://r10.to/hDbzar 

キャンペーン対象店舗 楽天ポイントカードが使える全国のマッシュグループ各店舗 



 

 

※一部店舗、公式オンラインショップでは楽天ポイントカードがご利用

いただけません。詳しくはマッシュグループの各店舗またはカスタマ

ーサービスデスクにお問い合わせください。 

※以下店舗については、楽天ポイントカードがご利用いただけます

が、当キャンペーンの対象外となります。 

SNIDEL 大丸神戸店（大丸神戸） 

SNIDEL HOME 大丸札幌店（大丸札幌） 

SNIDEL HOME 渋谷ヒカリエ店（渋谷ヒカリエ） 

gelato pique 大丸札幌店（大丸札幌） 

gelato pique 大丸東京店（大丸東京） 

gelato pique 渋谷ヒカリエ店（渋谷ヒカリエ） 

FRAY I.D 大丸神戸店（大丸神戸） 

FRAY I.D 大丸札幌店（大丸札幌） 

FRAY I.D 大丸東京店（大丸東京） 

FRAY I.D 渋谷ヒカリエ店（渋谷ヒカリエ） 

LILY BROWN 大丸札幌店（大丸札幌） 

Mila Owen 大丸東京店（大丸東京） 

Mila Owen 渋谷ヒカリエ店（渋谷ヒカリエ） 

CELFORD 大丸札幌店（大丸札幌） 

CELFORD 大丸神戸店（大丸神戸） 

SNEAKERS by emmi 大丸札幌店（大丸札幌） 

Cosme Kitchen 渋谷ヒカリエ店（渋谷ヒカリエ） 

Celvoke 大丸東京店（大丸東京） 

Celvoke 大丸神戸店（大丸神戸） 

Celvoke 名古屋松坂屋店（名古屋松坂屋） 

SNIDEL BEAUTY 渋谷ヒカリエ店（渋谷ヒカリエ） 

キャンペーン内容 エントリー期間中にエントリーのうえ、キャンペーン期間中にマッシュ

グループのキャンペーン対象店舗で「楽天ポイントカード」または「楽

天ポイントカードアプリ 」 と 「MA CARD 」または「 GO GREEN 

MEMBER'S 公式アプリ」の両方を提示して 200 円(税抜)以上のお買

い物をされた方に楽天ポイントを通常の 5 倍進呈いたします。さらに

抽選で 777 名様に Cosme Kitchen × お買いものパンダデザイン エ

コバッグを進呈いたします。 

※特典ポイントは、通常ポイント 1 倍分を除いた残りの 4 倍分となりま

す。 



 

※詳細につきましては、「楽天ポイントカード」のキャンペーンページをご確認ください。 

 

【株式会社マッシュホールディングスについて】 https://www.mash-holdings.com/ 

株式会社マッシュホールディングスは「私たちの発想を形にし、人々に幸せを届ける。」という企業

理念のもと、ファッション、ビューティー、フード、デザイン、不動産など多岐にわたる事業を展開し

ています。 

1998 年に CG 制作会社として創業し、2005 年よりファッション事業に参入。ファッションブランド

「SNIDEL」をはじめルームウェアブランド「gelato pique」など全 12 ブランドを展開しています。また、

2010 年に参入したビューティー事業ではナチュラル＆オーガニックコスメのセレクトショップ 

「Cosme Kitchen」や「Biople by CosmeKitchen」などを展開。さらにはトータルビューティーブランド

「Celvoke」「to/one」「SNIDEL BEAUTY」などの新規オリジナルブランドの開発にも従事しています。 

 

【楽天ペイメント株式会社について】 https://payment.rakuten.co.jp/ 

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループにおいて決済・マーケティング分野を中心としたサービ

スを展開する企業として 2019 年 4 月に設立されました。現在、「楽天ペイ（アプリ決済）」、「楽天ペ

イ（実店舗決済）」、「楽天ポイントカード」、「楽天Ｅｄｙ」、「楽天チェック」といったサービスを運営し

ています。お客様には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店様には業種・業態に合

わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムを通じたビジネス支援を

提供しています。 

 

＜「楽天ポイントカード」提携先一覧＞（一部抜粋） 

 

https://www.mash-holdings.com/
https://payment.rakuten.co.jp/


 

以 上 

 

 

【お問い合わせ先】  

株式会社マッシュホールディングス 広報部 

E-mail： pr@mash-holdings.com 

 

楽天ペイメント株式会社 広報室 

E-mail：payment-pr-team@mail.rakuten.com 

 

※お手数お掛けしまして大変申し訳ありませんが、お問い合わせにつきましては 

メールにていただきますようお願いいたします。担当者より順次ご案内させていただきます。 

mailto:pr@mash-holdings.com
mailto:payment-pr-team@mail.rakuten.com

