
●申込完了メール 

【クレジットカード】完了メール 

【イー・モシコム】イベントのお申し込みが完了しました 

 

モシコム桜子 さん 

このたびは e-moshicom（イー・モシコム）をご利用いただき誠にありがとうございます。 

以下の内容でイベントのお申し込みを承りましたのでご確認ください。 

 

【イベント名】 モシコムテストイベント  

https://moshicom.com/11111 

【開催日】 2017/12/16 

【申込情報】 

==============================================  

申込日時：2017/10/30 10:34 

申込者：モシコム 桜子（モシコムサクラコ） 

申込チケット：10Km一般 × 1枚 

申込オプション： 

支払方法：クレジット決済  

支払金額:500円 

==============================================  

お申し込み情報はマイページメニューの申込履歴よりご確認いただけます。 

http://moshicom.com/mypage/management/  

-------------------------------------------------- 

このイベントに関するお問い合わせ 

主催者名: モシコム実行委員会 モシコム  

メールアドレス: moshicom@runners.co.jp 

電話番号: 09011111111 

-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- 

イー・モシコムの操作についてのヘルプ 

http://help.moshicom.com/cms/entry/ 

イー・モシコムのご利用に関するお問い合わせ 

http://moshicom.com/contact 

-------------------------------------------------- 

※本メールのメールアドレスは送信専用となっておりますので、メールの返信には 

回答を差し上げておりません。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【コンビニ支払】完了メール 

【イー・モシコム】イベントのお申し込みを受け付けました（仮受付） 

 

モシコム桜子 さん           

このたびは e-moshicom（イー・モシコム）をご利用いただき誠にありがとうございます。 

以下のイベントの仮受付を承りましたのでご確認ください。 

イベントへの申し込みは、ご入金をもって完了となります。 

お近くのミニストップ店頭にてお支払いください。 

支払期限（2017/10/31）までにご入金がない場合は、お申し込みは無効となります。 

【イベント名】 外苑外周テスト大会 

  http://moshicom.com/11111 

【開催日】  2018/3/17 

【申込情報】 

============================================== 

申込日時：2017/10/24 09:51 

申込者：モシコム 桜子（アールビーズ【テスト】） 

申込チケット：１０Kの部【一般】 × 1枚 

申込オプション： 

 

支払方法：コンビニエンスストア／ ミニストップ払い 

支払金額:2,205 円 

 

お客様番号:945***79120 

確認番号：45656 

 

支払期限:2017/10/31 

※支払期限を過ぎますとご購入できません。お申し込みは無効となります。 

============================================== 

<お支払い方法> 

全国の MINISTOP Loppi (ミニストップ ロッピー)端末の置いてあるミニストップでお支払い頂けます。 

 1.MINISTOP Loppi (ミニストップ ロッピー)の「各種サービスメニュー」を選択してください。 

 2.￥マークの「各種代金・インターネット受付・～」を選択してください。 

 3.各種代金お支払いを選択してください。 

 4.マルチペイメントサービスを選択してください。 

 4.お客様番号 (945***79120 ) を入力し次の画面へ進んでください。 

 5.確認番号 ( 45656 ) を入力し次の画面へ進んでください。 

 6.表示される内容を確認して次の画面へ進んでください。 

 7.本体から申込券が出力されますので、30分以内にレジにて現金をお支払いください。 

 8.取扱明細兼領収書を必ずお受け取りください。 

-------------------------------------------------- 

このイベントに関するお問い合わせ 

主催者名: モシコム事務局  

メールアドレス: mommo@runners.co.jp 

電話番号: 0311111111 

-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- 

イー・モシコムのご利用に関するお問い合わせ 

e-moshicom（イー・モシコム） 

http://moshicom.com/contact 

-------------------------------------------------- 

※本メールのメールアドレスは送信専用となっておりますので、メールの返信には 

回答を差し上げておりません。ご了承ください。 



 

【無料イベント】完了メール 

【イー・モシコム】イベントのお申し込みが完了しました 

 

モシコム桜子 さん 

このたびは e-moshicom（イー・モシコム）をご利用いただき誠にありがとうございます。 

以下の内容でイベントのお申し込みを承りましたのでご確認ください。 

 

【イベント名】 モシコムテストイベント 

https://moshicom.com/11111 

【開催日】 2017/12/16 

【申込情報】 

==============================================  

申込日時：2017/10/30 10:34 

申込者：モシコム 桜子（モシコムサクラコ） 

申込チケット：10Km一般 × 1枚 

申込オプション： 

 

支払方法  

支払金額 0円 

==============================================  

お申し込み情報はマイページメニューの申込履歴よりご確認いただけます。 

http://moshicom.com/mypage/management/  

-------------------------------------------------- 

このイベントに関するお問い合わせ 

主催者名: モシコム実行委員会 モシコム  

メールアドレス: moshicom@runners.co.jp 

電話番号: 09011111111 

-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- 

イー・モシコムの操作についてのヘルプ 

http://help.moshicom.com/cms/entry/ 

イー・モシコムのご利用に関するお問い合わせ 

http://moshicom.com/contact 

-------------------------------------------------- 

※本メールのメールアドレスは送信専用となっておりますので、メールの返信には 

回答を差し上げておりません。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●コンビニ支払入金完了メール 

【イー・モシコム】イベントへの申し込みが完了しました 

 

モシコム桜子 さん 

 

このたびは e-moshicom（イー・モシコム）をご利用いただき誠にありがとうございます。 

ご入金が確認できましたので、以下のイベントへのお申し込みを承りましたことご案内します。 

 

 

【申込情報】 

===================================================== 

入金確認日：2017/10/30 

 

申込日時：2017/10/24 00:01 

申込者：モシコム 桜子（モシコムサクラコ） 

申込チケット：10Km一般 × 1枚 

申込オプション： 

 

支払方法：コンビニ決済  

支払金額:500円 

 

-------------------------------------------------- 

このイベントに関するお問い合わせ 

主催者名: モシコム実行委員会 モシコム  

メールアドレス: moshicom@runners.co.jp 

電話番号: 09011111111 

-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- 

イー・モシコムの操作についてのヘルプ 

http://help.moshicom.com/cms/entry/ 

イー・モシコムのご利用に関するお問い合わせ 

http://moshicom.com/contact 

-------------------------------------------------- 

※本メールのメールアドレスは送信専用となっておりますので、メールの返信には 

回答を差し上げておりません。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●チケット発行メール 

【イー・モシコム】イベントのチケットが発行されました【E0021800】 

 

モシコム桜子さん 

 

このたびは e-moshicom（イー・モシコム）をご利用いただき誠にありがとうございます。 

以下のイベントのお申し込みが完了しましたので、チケットが発行されました。 

チケットはチケット URLよりアクセスするとご確認いただけます。 

 

【イベント名】 モシコムテストイベント  

https://moshicom.com/11111 

【開催日】 2017/12/16 

 

【チケット情報】 

------------------------------------- 

チケット番号：1 

チケット名：登録チケット× 1枚 

オプション： 

申込者名：モシコム 桜子(アールビーズ【テスト】) 

チケット URL：http://.moshicom.com/ticket/2****/ac853956f6556ee2f73cf0c3cef7355552163dc/ 

※イベントによっては、受付時にチケットの提示（印刷または画面）を求められる場合がございます。 

------------------------------------- 

 

------------------------------------- 

【イベント情報】 

イベント名：モシコムテストイベント 

開催日時：2017/12/1 

申込金額：2,000円 

手数料： 

支払方法：会場払い 

住所：東京都渋谷区神宮前 

開催場所： 

URL：http://moshicom.com/11111 

------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------- 

このイベントに関するお問い合わせ 

主催者名: モシコム実行委員会 モシコム  

メールアドレス: moshicom@runners.co.jp 

電話番号: 09011111111 

-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- 

イー・モシコムの操作についてのヘルプ 

http://help.moshicom.com/cms/entry/ 

イー・モシコムのご利用に関するお問い合わせ 

http://moshicom.com/contact 

-------------------------------------------------- 

※本メールのメールアドレスは送信専用となっておりますので、メールの返信には 

回答を差し上げておりません。ご了承ください。 

 

 



●指定期日までにコンビニ支払をしなかった時のメール 

【モシコム】入金期限切れのため申し込みが自動キャンセルされました 

 

このたびは e-moshicom（イー・モシコム）をご利用いただき誠にありがとうございます。 

以下のイベントへのお申し込みが入金期限切れのため自動キャンセルされました。 

 

【イベント名】 モシコムテストイベント  

https://moshicom.com/11111 

【開催日】 2017/12/16 

 

入金期限日：2017/10/2 

 

【申込情報】 

============================================== 

申込日時：2017/09/25 00:00 

申込者：モシコム 桜子（モシコムサクラコ） 

申込チケット：10Km一般 × 1枚 

申込オプション： 

支払方法：コンビニ決済  

支払金額:500円 

============================================== 

 

-------------------------------------------------- 

このイベントに関するお問い合わせ 

主催者名: モシコム実行委員会 モシコム  

メールアドレス: moshicom@runners.co.jp 

電話番号: 09011111111 

-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- 

イー・モシコムの操作についてのヘルプ 

http://help.moshicom.com/cms/entry/ 

イー・モシコムのご利用に関するお問い合わせ 

http://moshicom.com/contact 

-------------------------------------------------- 

※本メールのメールアドレスは送信専用となっておりますので、メールの返信には 

回答を差し上げておりません。ご了承ください。 


