
ポイント商品交換期間

2015

2015 年4月15日～2016 年3月31日
くわしくはP２・３をご覧ください。
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2015年4月10日ご請求分→2016年3月10日ご請求分

2015年4月15日〜2016年3月31日

ポイント獲得期間

応募受付期間

ポイントをためる
●1ヵ月間のクレジットカード（機能）のショッピングご利用金額合計1,000円ごとに1ポイント
●分割払い（3回以上）や、リボルビング払いなら、ポイントは通常の2倍
※	一部のご利用分（手数料、遅延損害金、キャッシング、楽天Edy・モバイルSuica［スーパーICカード	Suicaの場合
を除く］・SMART	ICOCA、プラスEXサービス、nanacoチャージ等）はポイントの対象外です。

お支払い方法 ポイントの付き方
1回払い・ボーナス一括払い ご請求月に付与
2回払い ご請求月ごとに2回に分けて付与
リボルビング払い・分割払い 初回ご請求月にまとめて付与

ポイントの有効期限について
●三菱東京UFJポイントの有効期限は、毎年4月～翌年3月までの年度制を採用しています。
●当年度獲得ポイントが200ポイントに到達した場合、最長3年度（200ポイントへの到達
年度含め）有効としますが、200ポイント未満の場合、年度内（3月末）で失効とします。

ポイント付与年度 有効期限
三菱東京UFJポイント2015 2018年3月31日
三菱東京UFJポイント2014 2017年3月31日
三菱東京UFJポイント2013 2016年3月31日

※新規ご入会初年度のポイントは、上記ポイント数の到達有無にかかわらず最長3年度有効です。
●カードを解約された場合、それまでにたまったポイントは解約日を含む年度の年度末が有
効期限となります。

●ポイントの有効期限内にポイント交換応募のお申し込みがない場合、ポイントは無効とな
ります。
●三菱東京UFJ-VISA会員規約や三菱東京UFJポイント利用規程を遵守されていない場合
等は、お持ちのポイントの有効期限や残高にかかわらずポイントの交換はできません。

お持ちのポイントを確認する
●インターネット（三菱東京UFJ-VISA会員専用Webサービス）で確認
http://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/
※ご利用には、三菱東京UFJ-VISA会員専用Webサービスのご利用登録が必要です。

●お電話で確認	P3に掲載の「ポイントデスク」にお電話ください。
●クレジットカードご利用明細のポイント明細欄で確認
2016年3月10日ご請求分のクレジットカードご利用明細が最終累計ポイントとなります。

商品を応募する
●インターネット（三菱東京UFJ-VISA会員専用Webサービス）で応募
http://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/
P4に記載のポイントの交換方法「インターネットで応募」にそってお手続きください。
※ご利用には、三菱東京UFJ-VISA会員専用Webサービスのご利用登録が必要です。

●お電話で応募
P4に記載のポイントの交換方法「お電話で応募」にそってお手続きください。

●応募用紙で応募
同封の応募用紙にご記入のうえ、ご郵送ください。
※ポイント移行は、応募用紙ではお申し込みいただけません。

三菱東京UFJポイントのご応募までの流れ

※2016年2月15日までに当行へ請求データが到着したものが対象となります。

※郵送は当日消印有効です。

I n f o rm a t i o n
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ポイントに関するお問い合わせ・商品応募等は

ポイントデスク  0120-353-767

＊	ポイント移行先番号のないポイントのお電話でのご応募は、ポイントデスクのオペレーターにて承ります
（サービスコード：50）。ポイント移行先番号の有無はP42・43をご確認ください。
※	商品応募・キャッシュバック・ポイント移行、ポイント照会は音声応答にて受け付けいたします。
※	一部、電話機の種類によっては音声応答をご利用いただけない場合があります。
※サービスコードが認識されない場合は、そのままお待ちください。オペレーターにつながります。
※	お電話の際は、お手元にICクレジットカードまたはスーパーICカードをご用意ください。
※	ポイント照会にはクレジットカードの暗証番号が必要となります。
※	ご応募の集中時期（クレジットカードご利用明細の到着直後またはご応募受付締切月等）はお電話が
混み合って大変つながりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。

サービスメニュー 受付時間 サービスコード
 商品応募・キャッシュバック  24時間（4/15～3/31） 26
 ポイント移行＊  24時間（4/15～3/31） 27
 ポイント照会  9：00～20：00（年中無休） 25

 お問い合わせ  9：00～17：30
 （土・日・祝日および12/30～1/3は休業） 50

ご注意事項

〈ご応募について〉
●本パンフレットの商品番号は、2015年4月15日～2016年3月31日まで有効です。
●一度ご応募いただいたポイントは、お戻しできません。
●商品のご応募は、カード名義人ご本人さまに限らせていただきます。
●応募受付後、ポイント減算の反映には約１週間前後かかる場合があります。商品の誤発送・
遅延の原因となりますので、二重応募等にご注意のうえお申し込みください。
　なお、ポイント減算は、ポイント獲得年度の古い順（2013年度、2014年度、2015年度の順）
から減算します。
●商品ご応募後のお客さまのご都合による取消・変更・返品はお受けいたしかねますので、ご了
承ください。
●「三菱東京UFJポイント」はDCカードに付帯する「DCハッピープレゼント」とのポイントの合算
はできません。
●お送りいただいた応募用紙にご要望、ご依頼事項等をご記入いただきましても対応いたしか
ねます。また応募用紙は返却いたしかねます。ご了承ください。
●応募に際し、ご記入・ご入力いただいたお客さまの個人情報は、ポイント交換商品を提供するた
めに使用いたします。なお、ご記入・ご入力いただいたお客さまの情報は、商品交換業務・ポイン
ト移行業務に必要な範囲内で、業務委託会社・商品発送会社・ポイント移行先へ通知します。
●商品内容は予告なく変更・終了する場合があります。
●商品の仕様、デザイン、品揃えは、メーカー等の都合により予告なく変更・終了する場合がございます。
●印刷および撮影の関係上、色が若干異なる場合がございます。

〈商品発送について〉
●商品のお届け先は、日本国内でお客さまご自身がお受け取りいただける場所のみとさせていた
だきます。
●商品は応募受付後、1～3週間程度でお届けいたします。なお、ご記入漏れ等がある場合や、応募
集中時、年末年始等の時期または一部地域では商品のお届けに日数を要する場合があります。
●長期のご不在等やむを得ないご事情により商品をお受け取りいただけない場合、下記掲載
のポイントデスクまで本人会員さま、またはご応募された家族会員さまより再送付のご連絡を
お願いいたします（商品在庫状況および品質の都合上、同一商品をお送りできない場合もあ
ります）。なお、弊行が最初に商品を発送した日から1年を経過してもご連絡をいただけない場
合、または、賞味期限・消費期限のある食品、その他期日・期限のある商品については、期限
の翌日以降に当該商品は廃棄等の処分を行うため、再送付はお受けできません。また、交換
に要したポイントはお戻しいたしませんので、あらかじめご了承ください。
●ご希望商品が複数の場合、お届けが別々の発送になる場合があります。
●クレジットカード（機能）のお支払いに遅延のあった場合は、商品を差し上げられないこともあります。

〈ポイントについて〉
●カード種類を変更された場合、旧カードのポイントは引き継がれません（ICカードタイプ切替申
込書、ゴールドカード切替申込書によるお申し込みを除く）。
●一部のご利用分（手数料、遅延損害金、キャッシング、楽天Edy・モバイルSuica［スーパーIC
カード	Suicaの場合を除く］・SMART	 ICOCA、プラスEXサービス、nanacoチャージ等）はポ
イントの対象外です。
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ポイントの交換方法

①「http://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/」へアクセス

■インターネット（三菱東京UFJ-VISA会員専用Webサービス）で応募

■お電話（自動音声応答）で応募
　	※	お電話される前に「16桁のカード上の会員番号」と「商品番号」をあらかじめご確認のうえ、「自動

音声応答」（24時間受付）の音声にしたがって操作してください。
　	※	商品に申し込まれた場合のお届け先は、ご登録の住所のみとなります。ご登録の住所以外へのお

届けをご希望の方は、オペレーターにて承ります。（サービスコード：「50」）
　	※	キャッシュバックに申し込まれた場合は、クレジットカード決済口座へお振り込みいたします。
　	※	ポイント移行に申し込まれる場合は、お手元のカード上のお名前とポイント移行先の名義が一致し

ていることを確認のうえ、お申し込みください。
　	※	ご応募の方法でご不明な点がございましたら、下記「ポイントデスク（サービスコード：50）」におかけください。

②スーパーICカードをお持ちのお客さま
「三菱東京UFJダイレクト」にログイン▲

サービスメニュー「クレジットカード」
※	ご利用には、あらかじめ三菱東京UFJダイレク
トのご契約が必要です。

② ICクレジットカードをお持ちのお客さま
「ICクレジットカードWebサービス」に

ログイン
※ご利用には、ID・パスワードのご登録が必要です。

③画面左側表示メニュー「各種お申し込み」の中から、「三菱東京UFJポイント応募」をクリック

④「ポイント移行コース」または「商品交換コース」から商品をお選びいただき、ご応募ください。

②「16桁のカード上の会員番号」を入力

ポイントデスク 0120-353-767

①サービスコード「26」を選択

③「3桁の商品番号」を入力
※商品番号はパンフレットに記載の3桁の番号
をご入力ください（サービスコードとお間違いな
いようお願いいたします）。

④「商品個数」を入力し、最後に「＃」を入力
※キャッシュバックをご応募の場合は、200ポイン
ト（1,000円分）を1口として口数単位で入力
してください。

最後に「３桁の商品番号」「商品名」および
「商品個数」を復唱いたしますので、

ご確認のうえ、「１」を入力

最後に「ポイント移行先の３桁の番号」
「口数」および「移行先会員番号」を復唱
いたしますので、ご確認のうえ、「１」を入力

①サービスコード「27」を選択
※ポイント移行先番号のないポイントのご応募
は、オペレーターにて承ります。（サービスコード：
「50」）

③「ポイント移行先の３桁の番号」を入力

④「口数」を入力し、最後に「＃」を入力

⑤「ポイント移行先の会員番号」を入力し、
最後に「＃」を入力

商品またはキャッシュバックに申し込まれる方 ポイント移行に申し込まれる方

※応募の確認は応募履歴よりご確認いただけます。
※アクセス方法を変更する場合がございます。
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■インターネット（三菱東京UFJ-VISA会員専用Webサービス）で確認

②ICクレジットカードをお持ちのお客さま
「ICクレジットカードWebサービス」に

ログイン
※ご利用には、ID・パスワードのご登録が必要です。

②スーパーICカードをお持ちのお客さま
「三菱東京UFJダイレクト」にログイン
▶サービスメニュー「クレジットカード」

※	ご利用には、あらかじめ三菱東京UFJダイレク
トのご契約が必要です。

③「ご利用明細照会（確定）」をクリック

④ご請求のある最新の照会月を選択し「照会」をクリック

※ポイントの有効期限は、三菱東京UFJ-VISA会員専用Webサービスのほか、「クレジットカードご利用明
細」でもご確認いただくことができます。

※アクセス方法を変更する場合がございます。

⑤「三菱東京UFJポイント明細」をクリックすると、「年度別獲得ポイント内訳」が
表示されますので、こちらで有効期限をご確認ください。

①「http://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/」へアクセス

応募方法 お届け期間目安
（4月～翌年1月お申し込み）

お届け期間目安
（2月～ 3月お申し込み）

インターネット／
自動音声応答 1～ 2週間 2～3週間

郵送 2～ 3週間 3～ 4週間

※ ご記入漏れ等がある場合や応募集中時、商品の在庫状況・年末年始等の時期または一部地域では、
上記よりも日数を要する場合がございます。
※ 「セレクトコース」および米や肉などの一部の生鮮食品をご応募の場合は、上記よりも日数を要
する場合がございます。

商品お届けまでの目安

ポイント有効期限の確認方法



6 ｜ Variety

［ Va r i e t y  ］
オリジナル商品登場！

サイズ／H9.0㎝×D11.0㎝×φ7.5㎝　重量／240g　容
量／290㎖　素材／磁器　色／ホワイト　生産国／日本
※食器洗浄機、電子レンジ対応

マイメロディ　マグカップ
マイメロディをデザインしたマグカップです。あきのこないス
トレートタイプで安定感もあります。

素材／磁器、ステンレス、エポキシ樹脂バッチ　色／ホワイト、
シルバー　セット内容／マグカップ、グラノーラボウル×各2個、
カレー&パスタ皿、仕切り皿×各2枚、スプーン&フォーク4P×1
セット　生産国／日本
※食器洗浄機、電子レンジ対応（スプーン＆フォーク4Pセット除く）

マイメロディ　洋食器ペアセット
日常使いに便利なアイテムをペアセットにしました。モーニ
ングからディナーまで楽しめます。

サイズ／H1.5㎝×W21.0㎝×D20.0㎝　重量／330g　
素材／磁器　色／ホワイト　生産国／日本
※食器洗浄機、電子レンジ対応

マイメロディ　仕切り皿
収納性が高く、簡単お手軽なワンプレートです。朝食の他
におやつを載せても楽しいプレートです。

サイズ／L13㎝　重量／15g　素材／ステンレス、エポキシ
樹脂バッチ　色／シルバー　生産国／日本
※食器洗浄機、電子レンジ使用不可

マイメロディ　スプーン&フォーク4Pセット
ティータイムやデザートを楽しむアイテムです。マイメロディ
のデザインがアクセントになります。

サイズ／H4.5㎝×W24.0㎝×D22.0㎝　重量／480g　
素材／磁器　色／ホワイト　生産国／日本
※食器洗浄機、電子レンジ対応

マイメロディ　カレー&パスタ皿
カレーはもちろんスープパスタなどにも使えて便利な器で
す。

サイズ／H6.5㎝×φ12.0㎝　重量／225g　素材／磁器　
色／ホワイト　生産国／日本
※食器洗浄機、電子レンジ対応

マイメロディ　グラノーラボウル
グラノーラはもちろん、サラダなども盛り付けて使えます。多
用途に使えるちょっと深めのボウルです。

300 point228商品番号

2,000 point233商品番号550 point232商品番号

500 point231商品番号400 point230商品番号

350 point229商品番号

©’76,	'15	SANRIO	APPR.	No.	G553659 2015年2月現在
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サイズ／約H1.2㎝×W5.2㎝×D5.8㎝　重量／約26g　
素材／アクリル　色／ライトブラウン　生産国／中国　型
番／KTH-044

ポケットルーペ
携帯に便利な軽量小型のルーペです。倍率は2.5倍、小
玉部分は5倍です。

サイズ／約H5.5㎝×W5.6㎝×D2.1㎝　重量／約40g　
素材／ABS樹脂　仕様／表示温度範囲：－10～50℃、表
示湿度範囲：10～99％　色／ブラック　電源／単4形乾電
池×1本（動作確認用付属）　生産国／中国　型番／
O-257BK　

ドリテック　小さいデジタル温湿度計
コンパクトサイズの温湿度計です。熱中症・インフルエン
ザの危険度の目安を顔の表情でお知らせします。

サイズ／約H30㎝×W32㎝×D32㎝　重量／本体：約1.2
㎏　素材／本体：ポリエステル・中質繊維板、ベルト：ポリプ
ロピレン・ポリエステル　仕様／耐荷重：80㎏　色／グリーン　
生産国／中国　型番／111516

座クールボックス
ショルダーベルト付きの椅子にもなる大容量の保冷バッグ
です。使わないときはコンパクトに収納できます。

※イメージ

サイズ／H8.3㎝×W7.8㎝×D3.6㎝　重量／約100g（電
池含まず）　素材／ABS樹脂　色／シルバー　電源／単3
形マンガン乾電池×2本（別売）　生産国／中国　型番／
DQD-800J-8JF

カシオ　温度湿度計付き電波クロック
温度・湿度計、カレンダー機能付き目覚まし電波時計で
す。シンプルなデザインで様 な々お部屋にマッチします。

サイズ／約H6㎝×W34㎝×D9㎝　重量／約60g　素材
／本体：ポリエステル100％、柄部：ポリプロピレン　色／ピン
ク　生産国／中国　型番／76782

くまの学校　ハンドモップ
絵本から生まれたジャッキーの可愛いハンドモップは細か
いホコリも絡み取ります。吸水・速乾性も抜群です。

サイズ／H16.6㎝×W12.0㎝×D1.3㎝　重量／約130g　
素材／ポリ塩化ビニール　色／ブラック　生産国／日本　
型番／ABH-10

年金手帳・健康保険証入ホルダー付
年金手帳、後期高齢医療証、健康保険証、カードなどが
保管できます。領収書や少量のお薬なども入ります。

※イメージ

200 point201商品番号

500 point206商品番号400 point205商品番号

350 point204商品番号300 point203商品番号

250 point202商品番号



8 ｜ Variety

［ Va r i e t y  ］

サイズ／約H45㎝×W60㎝　重量／約450g　素材／ポリ
エステル100％　色／ブルー　生産国／中国　型番／
53427

マイクロモール　ハリー　バスマット
スッと吸水、サッと速乾のマイクロファイバー製の吸水・速
乾バスマットです。洗濯機で丸洗いできます。

サイズ／桶：H11.5㎝×φ22.5㎝、ストラップ：H12.0㎝×
W6.5㎝　重量／368g　素材／ポリプロピレン　色／イエ
ロー　セット内容／桶×1個、ストラップ×1本　生産国／日本

ケロリンセット
別名「永久桶」とも呼ばれる頑丈な桶と、同じ原料、同じ
工場で作られたミニチュアストラップです。

サイズ／使用時：約H56㎝×W43㎝×D50㎝、収納時：約
H61㎝×W43㎝×D18㎝　重量／約1.6㎏　素材／アルミ
合金　仕様／耐荷重約100㎏　生産国／中国　型番／
SE-6

長谷川工業　アルミ製踏み台
錆びにくいアルミ合金製です。約1.6㎏と軽いので家のあ
ちこちですぐに設置、使用ができます。

サイズ／約H4.5㎜×W54.5㎜×L82.0㎜　重量／約26g　
素材／ABS樹脂　色／トランスルーセントレッド　セット内容
／つめやすり、マイナスドライバー、ツースピック、ピンセット（毛
抜き）、ピン、はさみ、ミニボールペン、レターオープナー、スケール
（cm）、スケール（inches）　生産国／スイス　型番／
0.7100.T

ビクトリノックス　スイスカードT
はさみ、ピンセット、ミニボールペンなど、便利な10機能を1
枚に収納したカード型マルチツールです。

サイズ／約H19㎝×W60㎝×D36㎝　重量／約1.5㎏　
素材／表面布：ポリエステル・綿、クッション材：ポリエステル、
天板：スチール（粉体塗装）、脚部：スチール（ユニクロメッキ）　
色／ストライプ　生産国／中国

軽量スチールメッシュアイロン台　ストライプ
軽さを追求した軽量構造で、楽に持ち運びや出し入れを行
うことができる、折畳式のアイロン台です。

サイズ／H45㎝×W35㎝×D14㎝　重量／約400g　素
材／側地：ナイロン85％・ポリウレタン15％、中材（パウダー
ビーズ）：発泡ポリスチレン　色／ブラック　生産国／日本

MOGU　バックサポーターエイト
2つのリングが3段階のボリュームを作り出し、パウダービー
ズの流動性により、お尻・腰・背中を支えます。

※イメージ

750 point212商品番号600 point211商品番号

600 point210商品番号600 point209商品番号

500 point208商品番号500 point207商品番号
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サイズ／約H17.5㎝×W6.5㎝×D6.5㎝、口径：4㎝　重量
／約190g　容量／360㎖　仕様／保温効力：6時間で
68℃以上、保冷効力：6時間で9℃以下　色／ダークココア　
生産国／タイ　型番／SM-XB36

象印　ステンレスマグ（0.36L）
パッと開いて、カチッとロックできます！スポーツドリンク等
の塩分によるサビにも強いステンレスマグです。

セット内容／トップNANOX本体450g×1本、トップNANOX
つめかえ用360g×6袋　生産国／日本　型番／LSN-30S

ライオン　トップナノックスギフト
見えない汚れやニオイをこれまで以上に高い洗浄力で落と
します。液体超コンパクト洗剤のギフトです。

サイズ／全長：約19.5㎝（座高：約16.5㎝）　素材／ぬいぐ
るみ側地・詰めもの：ポリエステル100％、ぬいぐるみバンダナ：
ポリエステル65％・綿35％、チャイム：ABS樹脂　生産国／
中国　対象年齢／6カ月以上　型番／46-1186-363
※ST合格品

ミキハウスファースト　スウィングベア
背中にはファスナーが付いていて、おなかのチャイムを取
り外してカバーを手洗いすることもできます。

サイズ／約H34㎝×W30㎝×D20㎝（バッグサイズ）　重量
／約750g　セット内容／1）防災リュック頭巾（片リュック付）
（ポリエステル（防炎加工ポリエステル、低反発ウレタン、綿））：
（260g）、片リュック：約H32㎝×W40㎝×D20㎝（45g）、2）
軍手（綿）：フリーサイズ（48g）、3）ロープ（ポリエステル）：約φ
0.5㎝×L300.0㎝（35g）、4）笛（ポリスチレン）：約H1.7㎝×
W5.0㎝×D2.1㎝（5g）、5）レスキューシート（アルミ蒸着
PET）：約H2.1m×W1.4m（55g）、6）携帯用ミニトイレ（ポリ
エチレン、不織布、高分子吸収剤）：約H30.2㎝×W13.8㎝
（23g）、7）非常用給水バッグ3ℓ（ポリエチレン）：約H37㎝×
W28㎝（40g）、8）eco便利バッグ（HDPE高密度ポリエチレ
ン）：約H40㎝×W30㎝（5g）、9）ダイナモ充電器FMラジオ
LEDライト（ABS樹脂）：約H11.7㎝×W5.4㎝×D4.5㎝
（130g）、10）冷熱遮断アルミシート（発泡ポリエチレン、アル
ミ蒸着フィルム）：約H90.0㎝×W150.0㎝×D0.2㎝（63g）　
生産国／中国　型番／№25400

防炎リュック頭巾10点セット
万が一の災害時非常用持出セットとして！リュックは、頭
巾にもなる2WAYタイプです。蛍光反射板付きです。

※イメージ

ニューらくらくファミリーカート
超軽量の約2.9㎏！押しやすい角度のR型ハンドルで、重
いお米や飲料等も楽に運べます。

750 point213商品番号

1,000 point215商品番号

1,000 point217商品番号

800 point214商品番号

1,000 point216商品番号

※イメージ

サイズ／使用時：約H84.5㎝×W40.0㎝×D62.0㎝、収納
時：約H84.0㎝×W16.5㎝×D40.0㎝　重量／約2.9㎏　
素材／本体：ポリプロピレン、ハンドル：アルミニウム合金、　
キャスター樹脂部：ポリ塩化ビニル、金属部：鉄（亜鉛メッキ）　
仕様／耐荷重：約50㎏　色／グリーン　生産国／日本　
型番／32899



10 ｜ Variety

［ Va r i e t y  ］

サイズ／約H13.8㎝×W21.0㎝×D10.5㎝、収納時：約
H23.0㎝×W25.7㎝×D15.3㎝　重量／約925g、収納時：
約1.9㎏　電源／AC100V　消費電力／1200W　生産
国／中国　型番／CSI-105V

日立リビングサプライ　コードレススチームアイロン
ガンコなシワなどに適したパワースチーム機能つきです。ハ
ンガーにつるしたままの衣類にもアイロンがけできます。

サイズ／約H5.0㎝×φ32.5㎝　素材／プラスチック枠　仕
様／ステップ秒針、カレンダー・温度・湿度表示　電源／単
3形乾電池×2本（動作確認用付属）　生産国／中国　型
番／4FYA01-006

シチズン　電波掛時計　ネムリーナカレンダーM01
暗くなると秒針が12時の位置で停止するので、秒針の音
が気にならず快適におやすみ頂けます。温度・湿度表示
機能付きです。

サイズ／約W1.5m×D2.1m　素材／ふとん側地：ポリエス
テル100％、ふとん詰めもの：（センター）フェザー70％・ダウン
30％（約400g）、（サイド）ポリエステル100％（約600g）　生
産国／中国　型番／5002

東洋紡　ニュータイプ羽根ふとん
羽根・羽毛＋マイクロファイバーの新構造です。ふとんの
両サイドの中わたに、羽毛タッチの超極細繊維を使用しま
した。2種類のわたの長所を活かした新構造のふとんです。

サイズ／約H44.0㎝×W26.5㎝×D21.0㎝　重量／本体：
約4.1㎏　素材／ポリプロピレン　色／イエロー×ブラック　
電源／AC100V　消費電力／1000W　付属品／ガン、接
続ノズル、洗剤用ノズル、コネクター、ホースバンド、スパナ、ノ
ズルクリーナー、給水ホース3m、高圧ホース8m　生産国／
中国　型番／WM-10T8

高圧洗浄機
小型軽量！持ち運び楽 ！々強力高圧噴射で汚れを洗い
飛ばします。泥汚れもアッという間にスッキリです。

サイズ／約H26.2㎝×W37.0㎝×D18.0㎝　重量／本体：
約1.4㎏　素材／ABS樹脂　セット内容／ブロック480個　
生産国／デンマーク他　対象年齢／4歳以上　型番／
10676

レゴⓇジュニア　キャッスルセット
組み換えのできるお城、カタパルト、宝箱、ガイコツ、ウマ、
基礎版、ミニフィギュアなどのセットです。

LEGO	and	the	LEGO	logo	are	
trademarks	of	the	LEGO	Group.	
©2015	The	LEGO	Group.

1,200 point219商品番号

1,300 point220商品番号

1,700 point221商品番号
2,000 point222商品番号

1,200 point218商品番号
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サイズ／約H14㎝×W7㎝×D15㎝　重量／本体：約680g　
素材／ポリカーボネート　色／ブラック　電源／AC100V　
消費電力／950W　付属品／専用カップ　生産国／中国　
型番／NI-FS360-K

パナソニック　衣類スチーマー
お出かけ前に吊るしたままシワ取りスチームができ、フラット
なアイロン面でプレスもできる2WAY方式です。

サイズ／約H35㎝×W28㎝×D13㎝　重量／約4.1㎏　
素材／ポリプロピレン　電源／AC100V　消費電力／
715W（50㎐）、705W（60㎐）　生産国／中国　型番／
RF-AA20

象印　ふとん乾燥機　スマートドライ
マット＆ホース不要のふとん乾燥機です。ダニ対策コース、
エココースのほか、温風・送風コースならふとん以外の洗
濯物や靴にもOKです。

サイズ／H54.0㎝×W31.1㎝×D21.0㎝　重量／約4.1㎏　
仕様／適用床面積：～12畳　色／アクアドロップ　電源／
AC100V　消費電力／ターボ時：28W（50㎐）、33W（60
㎐）　生産国／中国　型番／F-PDK30-A

パナソニック　空気清浄機
軽量＆コンパクトモデルです。「ハウスダストキャッチャー」
で床上30㎝の汚れを強力吸引します。

サイズ／本体：約H21.9㎝×W33.0㎝×D25.5㎝　重量／
本体：約3.9㎏（標準質量5.4㎏）　仕様／吸込仕事率：
560W～約80W　電源／AC100V　消費電力／1000W
～約200W　付属品／すき間用吸口、お手入れブラシ、ア
タッチメント、ティッシュペーパー（ダストケース装着）1枚　生
産国／日本　型番／CV-S500

日立　サイクロン式クリーナー
強い吸込力のサイクロン式です。ティッシュペーパーを使
えばフィルターのお手入れが簡単です。

サイズ／組立時：約H102㎝×W150㎝×D56㎝、折畳時：
約H78㎝×W85㎝×D42㎝　重量／約17㎏　素材／ス
チール（リム：アルミニウム合金）　色／クラシックレッド　付
属品／カゴ、LEDライト（単4形乾電池×3本・別売）、ワイヤー
ロック　生産国／中国　型番／MG-CM206
※防犯登録はお客様のご負担によりご自身でお願いいたします。

Classic　Mimugo　FDB206S　OP
クラシックなイメージがおしゃれな雰囲気です。
6段変速機能搭載の折畳自転車です。

※折畳時

3,000 point225商品番号

4,400 point227商品番号

2,100 point223商品番号

2,900 point224商品番号

4,000 point226商品番号

※イメージ
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［ K i t c hen  &  Tab l e  ］

Kitchen & Table

※イメージ

サイズ／約H21.0㎝×W8.6㎝×D1.0㎝　重量／約100g　
素材／ステンレス刃物鋼、ABS樹脂　色／ホワイト　生産
国／中国　型番／ASK-403

味わい食房　キッチンはさみ
ギザ刃付きですべらず切れて、分解洗いもしやすいセパ
レート式です。タブオープナー＆ドライバー付きです。

200 point234商品番号

サイズ／約H4.7㎝×W7.0㎝×D22.0㎝　素材／18-8ステ
ンレス　生産国／日本
※食器洗浄機対応

柳宗理　ステンレストング（穴あき）
サラダサーバーとしてそのまま食卓に出しても美しいデザイ
ンです。

400 point239商品番号

サイズ・重量・容量・セット内容／丸小（約H6.0㎝×φ10.5㎝・
約51g・250㎖）×1個、丸大（約H8.0㎝×φ10.5㎝・約
55g・350㎖）×1個、正角（約H7㎝×W10㎝×D10㎝・約
59g・360㎖）×2個　素材／ポリプロピレン　生産国／中
国　型番／MC-648
※食器洗浄機使用不可

マリ・クレール　クローバーハート電子レンジ容器4PC
積み重ねできるので冷蔵庫内でもすっきり収納できます。
蓋天面の開閉ボタン部分を開ければそのまま電子レンジ
で使えます。

※イメージ

350 point238商品番号

サイズ・重量・セット内容／コーヒースプーン（約W12.3㎝×
D2.5㎝・10g）×5本、ヒメフォーク（約W12.5㎝×D1.5㎝・
10g）×5本　素材／18-0ステンレス、エポキシ樹脂　生産
国／日本　型番／MC-139
※食器洗浄機使用不可

マリ・クレール　クローバースプーン＆フォーク10pc
キュートなクローバーがモチーフの実用性とデザイン性の
バランスが取れたカトラリーセットです。

350 point237商品番号

サイズ／約H2.3㎝×W8.2㎝×D7.6㎝　重量／約75g　
素材／ABS樹脂　色／ホワイト　電源／単4形乾電池×1本
（動作確認用付属）　生産国／中国　型番／TD-384-WH

タニタ　でか見えタイマー
文字高約30㎜の見やすい大型表示です。本体の背面
にはストラップ穴と立てられるスタンド付きです。

300 point236商品番号

サイズ／H15.0㎝×W8.6㎝×D1.5㎝　重量／約42g　素
材／刃：ファインセラミックス、ボディ：ABS樹脂・熱可塑性エ
ラストマー　色／イエロー　生産国／日本　型番／CP-
NA10YL

京セラ　セラミックピーラー
セラミック刃だから刃の磨耗が少なく、シャープな切れ味が
長持ちするピーラーです。

250 point235商品番号
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サイズ／約H29㎝×W10㎝×D10㎝　重量／約750g　
容量／300㎖　素材／ABS樹脂、AS樹脂、ポリプロピレン、
シリコン、ステンレス　色／アーモンドベージュ　電源／
AC100V　消費電力／125W　付属品／レシピブック　生
産国／中国　型番／RSB-2（BE）

récolte　ソロブレンダー　サンテ
作り立てをボトルから直接飲めるデザインのコンパクトなブ
レンダーです。お手入れも手間なく簡単です。

800 point245商品番号

サイズ／H2.5㎝×φ8.5㎝　重量／550g　素材／磁器　
色／ホワイト　セット内容／鉢×6個　生産国／日本　型番
／227-8363
※食器洗浄機対応

京イロカタチ　豆鉢
華やかで愛らしい伝統色、優しくやわらかな形、ちょこんと
手のひらで楽しめる器です。

800 point244商品番号

サイズ・重量・素材・セット内容／万能（約全長27.8㎝・刃渡
り16㎝・約82g・刀身：ステンレス刃物鋼、柄：ポリプロピレン）
×1本、ペティ（約全長23.6㎝・刃渡り13㎝・約42g・刀身：
ステンレス刃物鋼、柄：ポリプロピレン）×1本、砥石（約H4.0
㎝×W8.2㎝×D1.6㎝・約19g・セラミック・ABS樹脂）×1個　
生産国／日本　型番／FEG-605

フェルナンド　万能・ペティ・砥石3点セット
ドイツのフェルナンド社のライセンスを受け継ぎ日本で作ら
れた万能・ペティの包丁セットです。便利な砥石付きです。

650 point243商品番号

サイズ／約H1.0㎝×W29.5㎝×D22.2㎝　重量／約
305g　素材／まな板：ポリプロピレン、滑り止め：サーモプラ
スチックラバー、包丁研ぎ器：セラミック　色／グリーン　生産
国／中国　型番／600476
※包丁研ぎ器は、セラミック刃、鋸刃には適していません。
※食器洗浄機対応

ジョゼフジョゼフ　スライス&シャープン　スモール
セラミックの包丁研ぎ器が付いたまな板。滑り止めのフチ
が付いているので、包丁を使う直前に研ぐことができます。

※イメージ

600 point242商品番号

サイズ／約H18.8㎝×W2.2㎝×D1.4㎝　重量／約25g　
素材／ABS樹脂　色／ホワイト　電源／ボタン電池LR44
×3個（動作確認用付属）　生産国／中国　型番／EN-
900WT

ドリテック　健康塩分計
ボタンを押すだけで塩分濃度を測定できます。0.3～1.5％
の塩分濃度を濃・中・薄の3段階で表示します。

※イメージ

600 point241商品番号

サイズ・重量・容量・セット内容／ボウルS（約H6.8㎝×φ
13.7㎝・約112g・約480㎖）×3個、ボウルM（約H9.3㎝×
φ20.3㎝・約254g・約1,550㎖）×1個、メジャースプーン×1
本　素材／ポリプロピレン　生産国／ボウル：中国、スプー
ン：日本　型番／MR130-1
※食器洗浄機使用不可

マロンボウルセット
軽量で扱いやすい樹脂製です。食材の仕分けやお料理
作りに便利に使えるサイズです。

550 point240商品番号



14 ｜ 

［ K i t c hen  &  Tab l e  ］

Kitchen & Table

※イメージ

サイズ／約H9㎝×W18㎝×D18㎝　重量／約710g　容
量／1.5合　素材／耐熱陶器　色／ブラック　生産国／日
本（有田焼）　型番／A-76378
※電子レンジ対応

抗菌セラミックおひつ桜柄　1.5合用
ご飯の乾燥や臭いの吸着を防ぎ、炊きたての美味しさを保
てるおひつ。そのまま電子レンジで温められます。

※イメージ

900 point246商品番号

サイズ／ラムカン：約H7.0㎝×W7.5㎝×D8.2㎝、トレイ：約
H2.5㎝×W7.7㎝×D17.2㎝　重量／約710g　容量／ラ
ムカン：約80㎖　素材／ストーンウェア　色／チェリーレッド　
セット内容／ラムカン×2個、トレイ×1個　生産国／タイ　型
番／910223-00

ル・クルーゼ　プチ・ラムカン・ダムール・セット
ラムカン・ダムールのプチサイズです。トレイ付きで薬味入
れ等としてそのまま冷蔵庫にも収納できて便利です。

950 point247商品番号

サイズ／約H22.2㎝×W31.1㎝×D26.8㎝　素材／鋼板、
PBT樹脂　仕様／火力4段階切替　電源／AC100V　消
費電力／1000W　付属品／受け皿　生産国／中国　型
番／KAJ-A100R

タイガー　オーブントースター
1000Wのヒーターを採用していて、トーストはもちろん、グ
ラタンやピザの調理にも使えます。

1,000 point248商品番号

サイズ／約H8.4㎝×W34.5㎝×D28.8㎝　重量／1.6㎏　
素材／鋼板、プレコートフッ素鋼板、耐熱アルミダイカスト、耐
熱アルミニウム＋アルスター鋼板　色／クリスタルブラウン　
生産国／日本　型番／CB-ECO-SL2
※ボンベは付属されておりません。

イワタニ　カセットフーエコスリム2
内炎式バーナーを搭載してガスのムダを少なくする構造で
す。フッ素コート天板を採用し、後片付けも楽々です。

1,100 point249商品番号

サイズ／約H18.0㎝×W21.5㎝×D15.3㎝　重量／本体：
約790g　容量／800㎖　素材／ポリプロピレン　色／
パールホワイト　電源／AC100V　消費電力／1250W　
生産国／中国　型番／KO3901JP

ティファール　アプレシア　ウルトラクリーン　ネオ　0.8ℓ
Ag＋（銀イオン）配合抗菌素材『マイクロバン®』を使用し
て、プラスチック表面の細菌による臭いや着色を防止しま
す。

1,300 point251商品番号

サイズ／ボトル：約H29.0㎝×W8.6㎝×D8.6㎝、チャージユ
ニット：約H12.7㎝×W6.9㎝×D6.9㎝、ガスカートリッジ：約
H6.6㎝×W1.8㎝×D1.8㎝　重量／約495g（チャージユ
ニット・ボトル・ノズルキャップのセット一式）　素材／チャージ
ユニット：ABS樹脂、ボトル：PET　色／ホワイト　セット内容
／チャージユニット×1個、1ℓボトル×1本、ノズルキャップ×1
個、ガスカートリッジ×5本　生産国／本体：中国、ガスカート
リッジ：台湾　型番／SSP014-WH

SodaSparkleシングルボトルスターターキット
35秒で炭酸水が完成します。ホームソーダマシーンの1ℓ
ボトルスターターキットです。

1,300 point252商品番号
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サイズ／鍋：H20.1㎝×W39.3㎝×D26.4㎝、ザル：H20.5
㎝×W45.2㎝×D25.0㎝　重量／鍋：約1.2㎏、荒目ザル：
367g、細目ザル：397g　容量／5.8ℓ　素材／鍋：18-0ス
テンレス、ザル：18-8ステンレス・天然木　セット内容／鍋×
1個、ザル×2個　生産国／日本　型番／DA-12

ダンチュウ　木柄ザル付鍋セット22㎝
荒目ザルは野菜の茹で上げに、細目ザルは麺の茹で上げ
に最適です。鍋は段付き形状で噴きこぼれにくい構造です。

※イメージ

1,700 point253商品番号

サイズ／H32.0㎝×W17.8㎝×D28.9㎝　重量／3.4㎏　
容量／タンク：1ℓ　素材／プラスチック他　色／ホワイト　
電源／AC100V　消費電力／1460W　生産国／中国　
型番／SPM9633W

ネスカフェ　ゴールドブレンド　バリスタ　TAMA
ボタンひとつで5つのカフェメニューを楽しむことができる
コーヒーマシンです。

1,900 point254商品番号

サイズ／約H21.5㎝×W25.0㎝×D33.5㎝　重量／約2.8
㎏　容量／1合～5.5合炊き　素材／ポリプロピレン、ABS
樹脂、ガルバリウム鋼板、アルミニウム　色／ベージュ　電源
／AC100V　消費電力／605W　付属品／しゃもじ、しゃも
じ受け、計量カップ、無洗米用計量カップ　生産国／中国　
型番／NS-WB10

象印　マイコン炊飯ジャー
「黒厚釜」と「うまさ感知センサー」でふっくらとおいしく炊き
上げます。

2,000 point255商品番号

サイズ／H14㎝×W49㎝×D39㎝　重量／約4.9㎏　素
材／ポリプロピレン、アルミダイカスト、カラー鋼板、フェノール
樹脂　色／ダークブラウン　電源／AC100V　消費電力
／1300W　生産国／中国　型番／EA-BH20-TD

象印　ホットプレート
「遠赤平面プレート」と「平面スペースつき遠赤溝つき焼
肉プレート」の2枚セットのホットプレートです。

2,100 point256商品番号

サイズ・重量・容量・セット内容／フライパン22㎝（H5.0㎝×
W23.8㎝×D23.8㎝・710g・満水1.7ℓ）×1個、フライパン
26㎝（H5.0㎝×W28.0㎝×D28.0㎝・980g・満水2.3ℓ）×
1個、ソースパン18㎝（H9.5㎝×W19.4㎝×D19.4㎝・
700g・満水2.3ℓ）×1個、バタフライガラスぶた18㎝（H2.3
㎝×W19.1㎝×D18.3㎝・325g）×1個、シールリッド18㎝
（H2.2㎝×W20.4㎝×D20.4㎝・75g）×1個、専用取っ手
（H4.7㎝×W18.5㎝×D4.5㎝・190g）×1個　素材／アル
ミニウム、ステンレス、フェノール樹脂、ガラス、シリコン、ポリエ
チレン　色／ロゼブラウン　生産国／フランス　型番／
L32690

ティファール　インジニオ・ネオ　IHロゼブラウン　セット6
取っ手がとれるから重ねてコンパクトに収納可能です。

2,500 point257商品番号

サイズ／約H31.5㎝×W28.7㎝×D38.4㎝　重量／約5.7
㎏　容量／2.2ℓ、800g　素材／ABS樹脂　仕様／60～
200℃温度設定・1～60分タイマー・料理終了アラーム　色
／ブラック　電源／AC100V　消費電力／1425W　付属
品／レシピブック、バスケットカバー　生産国／中国　型番
／HD9530/22
※食器洗浄機対応（バスケット部のみ）

フィリップス　ノンフライヤープラス
熱と空気を循環させることで食材全体を一気に加熱。油
を使わずサクッとおいしく仕上げます。

※イメージ

6,000 point258商品番号



16 ｜ 

［ Hea l t h  &  B e au t y  ］

Health & Beauty

サイズ／W3.0㎝×D1.4㎝×L11.0㎝　重量／約18g　素
材／ABS樹脂　色／ホワイト　電源／コイン型リチウム電
池CR2016×1個（動作確認用付属）　付属品／収納ケー
ス　生産国／中国　型番／MC-681　医療機器認証番
号／225ACBZX00050000

オムロン　電子体温計　けんおんくん
見やすい大型液晶表示で、すばやく測れる約20秒の予
測検温式です。分かりやすい検温お知らせブザー搭載で
す。セット内容／ドゥークリアハブラシ（ふつう）×2本、オーラツープ

レミアム100g、オーラツーペースト130g、ガム・デンタルペー
スト120g、ガム・デンタルリンス250㎖×各1個　生産国／日
本　型番／HG-20
※歯ブラシの色はご指定いただけません。

サンスター　ヘルシーギフト
歯周病予防でお馴染みの「ガム」製品をはじめとした、サン
スターの便利なオーラルケアセットです。

サイズ／H3.8㎝×W15.0㎝×D15.0㎝　重量／約250g　
素材／ABS樹脂、アクリル樹脂　色／ピンク　電源／単3
形乾電池×1本（動作確認用付属）　生産国／中国　型番
／C-111PK

ドリテック　半身浴クロック
回転ベゼルと分針を合わせてセットして、30分後までの時
間経過が分かるから半身浴に便利です。

※イメージ

サイズ／約H1.8㎝×W1.8㎝×D7.0㎝　重量／約53g　
素材／鋼、ABS樹脂　色／シルバー　生産国／日本

木屋　オリジナル鋼の爪きり
1987年発売以来ベストセラーの爪きりにシルバー色を
メッキし、汚れ、傷を目立たなくしました。

セット内容／豊後長湯・信州木曽・十和田八幡平各40g×3
個　生産国／日本　型番／82434
※本品は、温泉の湯を再現したものではありません。

クラシエ　旅の宿（泡）ギフトセット9個入
温泉気分で健康入浴できます。炭酸ガス発泡入浴料「旅
の宿泡の湯」、豊後長湯・信州木曽・十和田八幡平のセッ
トです。 サイズ／約H12.8㎝×W1.8㎝×D0.8㎝　重量／約10g　

素材／ABS樹脂　色／ブルー　電源／アルカリボタン電池
LR41×1個（動作確認用付属）　付属品／収納ケース　生
産国／中国　型番／CT422-BL　医療機器認証番号／
219ADBZX00169000

シチズン　電子体温計
抗菌・防水仕様で、水で洗えていつでも清潔です。検温
状態をブザーでお知らせします。

250 point259商品番号

550 point264商品番号500 point263商品番号

450 point262商品番号450 point261商品番号

200 point260商品番号
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サイズ／約H21.7㎝×W20.8㎝×D9.2㎝　重量／約
510g　素材／ポリカーボネート、ABS樹脂　色／ブラウン
調　電源／AC100V　消費電力／1200W（ターボ時）　
生産国／タイ　型番／EH-NE56-T

パナソニック　ヘアードライヤー　イオニティ
大風量1.9㎥／分で、パワフル乾燥が可能です。

サイズ／本体：約H20.0㎝×W59.0㎝×D4.5㎝　重量／
本体：約500g　素材／本体：ポリウレタンフォーム、カバー：
ポリエステル100％　色／ブラウン　電源／AC100V　消
費電力／18W　付属品／専用ACアダプター、本体カバー　
生産国／中国　型番／HM-252-BW　医療機器認証番
号／225AABZX00179000
※ペースメーカーなどの医用電気機器との併用は絶対にしな
いでください。

オムロン　レッグマッサージャ
2機のバイブレーターがふくらはぎの左右から振動し、心地
よい刺激で筋肉のコリをほぐします。

サイズ／約H6.8㎝×W6.9㎝×D6.0㎝　素材／ABS樹脂　
機能／心調律異常チェック、メモリ200回分　電源／単4形
乾電池×2本（動作確認用付属）　付属品／収納ケース　生
産国／中国　型番／BP-210-PR　医療機器認証番号／
22200BZX00742000

タニタ　手首式デジタル血圧計
脈の乱れが検知できる「心調律異常チェック機能」付きの
血圧計です。

セット内容／ボディソープ580㎖×1本、薬用泡ハンドソープ
250㎖×2本、つめかえ用（ハンドソープ）200㎖×4袋　生産
国／日本　型番／LKG-30

ライオン　キレイキレイギフトセット
家族みんなの清潔習慣を応援する、キレイキレイのギフト
です。ボディソープとハンドソープがセットになっています。

サイズ／約H6～9㎝×W45㎝×D30㎝　重量／約450g　
素材／ポリエステル100％、ウレタンフォーム　付属品／枕カ
バー　生産国／中国　型番／2435-55463

西川リビング　ソフトタッチ低反発枕
頭部の重さを分散し支えてくれる低反発ウレタンフォーム
が頭と首をやさしくサポートしてくれます。

※イメージ

サイズ／約W5.3㎝×D5.3㎝×L28.0㎝、パイプ約φ3.8㎝　
機能／マイナスイオン発生　電源／AC100V～240V　消
費電力／33W～37W　生産国／中国　型番／MHB-
3865-K
※温風はでませんのでご了承ください。

モッズ・ヘア　マジックヒートブラシ
手軽なブラシ感覚で使用でき、セットアップ、カーリング、ボ
リュームアップが簡単にできます。

1,000 point270商品番号1,000 point269商品番号

1,000 point268商品番号900 point267商品番号

800 point266商品番号600 point265商品番号

※イメージ
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［ Hea l t h  &  B e au t y  ］

Health & Beauty / Fashion & Business

サイズ／H2.5㎝×W29.7㎝×D21.0㎝　重量／約1.4㎏　
素材／ガラス、ABS樹脂、ステンレス、ポリエチレン　色／ミ
ルキーミント　電源／単4形乾電池×4本（動作確認用付属）　
生産国／中国　型番／FS-102-GR
※ペースメーカーなど医療電気機器を装着されている方は使
用しないでください。

タニタ　体組成計　Fit　Scan
ステップオン+自動認識で乗るだけのカンタン測定です。カ
ラダ管理を始める方におすすめの体組成計です。

サイズ／約H26.5㎝×W39.0㎝×D10.5㎝　重量／本体：
約1.6㎏　素材／本体：ウレタンフォーム、カバー：ポリエステ
ル100％　色／ピンク　電源／AC100V　消費電力／
80W　付属品／本体カバー、専用ACアダプター　生産国
／中国　型番／HM-341-PK　医療機器認証番号／
224AABZX00036000
※ペースメーカーなどの医用電気機器との併用は絶対にしな
いでください。

オムロン　クッションマッサージャ
小さくて軽いから、どこでも快適にマッサージできます。ヒー
ター内蔵の4つのもみ玉で、温かく本格的なマッサージが
できます。

サイズ／H7.9㎝×W10.7㎝×D14.1㎝　重量／約280g　
素材／ABS樹脂　色／ホワイト　電源／単3形アルカリ乾
電池×4本（動作確認用付属）　付属品／腕帯　生産国／
中国　型番／HEM-7131　医療機器認証番号／
225AABZX00105000

オムロン　上腕式血圧計
カフ（腕帯）が適切な強さで巻かれているかをチェックし、液
晶の表示でお知らせします。

サイズ／H3.0㎝×W32.7㎝×D24.9㎝　重量／約1.7㎏　
素材／強化ガラス、ITO　色／ホワイト　電源／単4形アル
カリ乾電池×4本（動作確認用付属）　生産国／中国　型
番／HBF-252F-W
※ペースメーカーなどの医用電気機器との併用は絶対にしな
いでください。

オムロン　体重体組成計　カラダスキャン
データ通信と高速測定でスマートに体重管理ができる、
50g高精度の体重体組成計です。

サイズ／H11.6㎝×W8.9㎝×D8.9㎝　重量／約300g（置
き台含まず）　素材／ABS樹脂　色／ビビッドピンク　電源
／AC100V～240V、充電式（約1時間）　消費電力／約5W
（充電時）　付属品／置き台、簡単クイックマニュアル　生
産国／中国　型番／EH-HE96-VP

パナソニック　頭皮エステ
硬めのかっさブラシで力強く頭皮を動かし、気分がほぐれる
ようなヘッドスパです。4つのモード搭載です。

サイズ／約H14.9㎝×W9.2㎝×D6.1㎝　重量／本体：約
190g　素材／ABS樹脂、真鍮、アクリル、シリコンゴム、エラ
ストマー、ステンレス、ナイロン　付属品／ガイドブック、ポー
チ、クリーンクロス　生産国／日本　型番／PEC-L1706

MTG　ReFa CARAT（リファカラット）
2つのローラーが肌をつまみ流し、キメを整えてハリとツヤ
のある引き締まった肌へ導いてくれます。

1,000 point271商品番号

1,000 point272商品番号

1,100 point273商品番号

1,400 point274商品番号 2,900 point275商品番号

3,500 point276商品番号
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［ Fa s h i o n  &  Bu s i n e s s  ］

サイズ／約H23㎝×W23㎝　重量／約50g　素材／綿
100％　色／ベージュ、グリーン　セット内容／ミニタオル×2
枚　生産国／中国　型番／アントルチャス

シビラ　ミニタオル2枚セット
灼熱の太陽の国スペインの大地と野花をイメージした刺
繍を施したナチュラルカラーのミニタオルセットです。

サイズ／L14.5㎝　重量／24.8g　素材／さや：樹脂塗装、
グリップ：樹脂含浸カバ材　色／ダークブラウン　生産国／
日本　型番／LKFB-2SEF-DBN

パイロット　フリクションボール3ウッド
1本で3色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便
性の高いハイクラスタイプのボールペンです。

サイズ／H87㎝×W12㎝×D5㎝　重量／約475g　素材
／ポリエステル、スチール、グラスファイバー、ABS樹脂　色
／インディゴ　生産国／中国　型番／MBU-TBJ05

マブ　耐風骨ジャンプ傘ストーム
強風や突風の衝撃を逃がす特殊構造の骨を使用した、壊
れにくいジャンプ傘です。

サイズ／約H75㎝×W75㎝　重量／約85g　素材／綿
100%　色／ベージュ　生産国／日本　型番／C19-A

シビラ　綿友仙ふろしき1枚
品があり、どこか落ち着きのある、使いやすいシビラのふろ
しきです。

サイズ／約25㎝　素材／綿、ナイロン　色／ブラック・ネイ
ビー・グレーなどのアソート　セット内容／ソックス×3足　生
産国／中国　型番／1044-3

紳士ビジネスソックス3足組
年齢を問わず、フォーマルスタイルにぴったりです。

250 point277商品番号

500 point281商品番号

500 point280商品番号

400 point279商品番号

400 point278商品番号



20 ｜ 

［ Fa s h i o n  &  Bu s i n e s s  ］

Fashion & Business / Gourmet Selection

※イメージ

サイズ／H4.7㎝×W4.3㎝×D1.3㎝　重量／約51g　素
材／ケース・バンド：樹脂、ガラス：無機ガラス　色／ブラック　
生産国／タイまたは中国　型番／G-5600E-1JF

カシオ　G-SHOCK
ソーラー充電システムを採用しています。20気圧防水な
ので、アウトドアシーンでも使いやすい時計です。

サイズ／約H15.7㎝×W6.4㎝×D4.3㎝　重量／本体：約
165g　素材／ABS樹脂　色／ブラック　電源／AC100-
240V、充電式（リチウムイオン電池）急速1時間充電/1回の
フル充電で約14日間の使用が可能（1日1回約3分間使用
の場合）　消費電力／約9W（交流式使用時）　付属品／
ポーチ、オイル、掃除用ブラシ　生産国／本体：日本、ACアダ
プター：中国　型番／ES-LT22-K

パナソニック　ラムダッシュ
深剃りできるベーシックタイプのラムダッシュ3枚刃タイプ
です。

サイズ／約H59㎝（キャスター含む）×W37㎝×D24㎝、取っ
手：約L55㎝　重量／約3.1㎏　容量／約34ℓ　素材／本
体：ポリカーボネート・ABS樹脂、取っ手：アルミニウム・塩化
ビニル樹脂　色／マットブラック　仕様／4輪キャスター式、
TSAロック対応、開口部：ファスナー式、内部：メッシュファス
ナーポケット×1個、メッシュファスナーポケット×2個付仕切×
1枚、取っ手：伸縮式ハンドル（多段階調整）　生産国／中国　
型番／95Z＊19016

サムソナイト　アメリカン・ツーリスター　エリートポップ　スピナー　59㎝
ポリカーボネートとABS樹脂の混合素材を使用した軽量
かつ耐久性に優れた4輪ハードタイプのスーツケースで
す。

サイズ／約H39㎝×W29㎝×D13㎝　重量／約280g　
容量／約13ℓ　素材／ポリエステル他　色／ライトスカー
レット（ブラック×レッド）　生産国／中国　型番／26803-
10

アディダス　リュックサック
タウンユースに、スポーツ・レジャーシーンに、トラベルに、
幅広いシーンで活躍するリュックサックです。

サイズ／本体：約H4.0㎝×W7.4㎝×D1.1㎝、レンズ：約φ
3.0㎝　重量／約18g　素材／レンズ：PXM光学樹脂、本
体：ABS樹脂　仕様／倍率：5倍　色／ダークグレー　生
産国／ドイツ　型番／1711

スライドアウトルーペ「デジグノ」
創業100年を超えるドイツ光学品メーカーの名門エッシェ
ンバッハ社のスタイリッシュな携帯用ルーペです。

2,100 point285商品番号

1,300 point284商品番号

2,500 point286商品番号

1,000 point283商品番号

800 point282商品番号

※イメージ
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［ G ou rmet  S e l e c t i o n  ］

セット内容／北海道産ゆめぴりか2合（約300g）、北海道産
ななつぼし2合（約300g）×各1袋　賞味期限／精米日より
冷暗所約6カ月（未開封）　生産地／北海道

北海道人気米セット
食味ランキング特A常連の北海道米、「ゆめぴりか」と「な
なつぼし」を食べ比べできるセットです。

300 point287商品番号

セット内容／8個入り　賞味期限／製造日より240日　生産
国／日本

メリー　マロングラッセ
イタリア産の栗を糖蜜にじっくり漬け込み、しっとりやわらか
に仕上げ、1粒ずつ真空パックにしています。

600 point292商品番号

セット内容／コーンクリーム×16袋、ポタージュ×10袋、オニオ
ンコンソメ×4袋　賞味期限／製造日より365日　アレル
ギー／小麦、大豆、乳　生産国／日本　型番／30P

味の素　クノールバラエティボックス
素材のおいしさが溶け込んだ、コクのある良質なスープで
す。人気の味をバラエティ豊かに揃えました。

450 point291商品番号

セット内容／牛肉ごぼう・牛肉まいたけ・牛肉しめじ各55g×1
袋　賞味期限／製造日より180日　アレルギー／小麦、大
豆、牛肉　生産地／千葉県

浅草今半　牛肉佃煮「こころ粋」
創業明治28年、すき焼で有名な老舗の牛肉佃煮です。
国産原材料を伝統の製法で作り上げました。

400 point288商品番号

セット内容／いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ450㎖×2本、
いつでも新鮮しぼりたて丸大豆生しょうゆ450㎖×1本　賞
味期限／製造日より540日　アレルギー／小麦、大豆　生
産国／日本　型番／KI-10

しぼりたての生しょうゆのおいしさがいつでも新鮮なまま味
わえる密封ボトル入りの生しょうゆのセットです。

400 point290商品番号

キッコーマン　いつでも新鮮ギフトセット

セット内容／北海道産ゆめぴりか2合（約300g）、山形産つ
や姫2合（約300g）、新潟魚沼産こしひかり2合（約300g）×
各1袋　賞味期限／精米日より冷暗所約6カ月（未開封）　
生産地／北海道、山形県、新潟県

食味ランキング特A常連の人気米3種、「ゆめぴりか」「つ
や姫」「こしひかり」を食べ比べできるセットです。

400 point289商品番号

全国人気米食べ比べセット



22 ｜ Gourmet Selection

［ G ou rmet  S e l e c t i o n  ］

セット内容／きなこ餅×20枚、海苔しょうゆ×16枚、黒豆かた
焼×10枚、松の鏡×10枚、十二夜×16本　賞味期限／製
造日より常温90日　アレルギー／小麦、大豆　加工地／新
潟県　型番／F04　

越路の四季
味や食感がそれぞれに異なる4種のおせんべいとしょうゆ
味のおかきを詰め合わせました。

※イメージ

800 point298商品番号

セット内容／健康サララ、べに花油、匠の油各350g×2本　
賞味期限／製造日より730日　アレルギー／大豆　生産国
／日本　型番／PV-30

味の素　健康サララ＆バラエティオイルギフト
コレステロールを下げる特定保健用食品の油「健康サラ
ラ」を詰め合わせたバラエティオイルギフトです。

750 point297商品番号

セット内容／コンコードグレープ、アップル、オレンジ、マンゴー
ブレンド、ピンクグレープフルーツ、ホワイトグレープ＆レモン各
160g×3本　賞味期限／製造日より15カ月　アレルギー／
りんご、オレンジ　生産国／日本　型番／W20

ウェルチギフトセット
収穫から出荷までおいしさと品質にこだわり続け、濃厚で
上質な味わいが魅力の100％ジュースギフトです。

650 point296商品番号

セット内容／900㎖×2本　賞味期限／製造日より365日　
加工地／日本　型番／PGS-022

銀座千疋屋　マンゴードリンク
まるでよく熟れた果実を食べているようなとろりとした飲み
心地です。

※イメージ

650 point295商品番号

セット内容／カルピス470㎖×3本、カルピス北海道470㎖×
1本　賞味期限／製造日より9カ月　アレルギー／乳、大豆　
生産国／日本　型番／CN20P

カルピスギフト
生乳と乳酸菌がつくりだしたさわやかな味わいのカルピス
とギフト限定のカルピス北海道の詰め合わせです。

600 point294商品番号

セット内容／ゴールドブレンドオリジナル×12本、エクセラ太陽
のストロング・エクセラ深緑のマイルド・ゴールドブレンド雫のア
ロマ×各9本　賞味期限／製造日より360日　加工地／日
本　型番／N20-MS

ネスカフェ　ギフト
ほのかな甘みと、豊かなコーヒーのコクと味わいをお楽しみ
いただけるギフトセットです。

600 point293商品番号
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セット内容／海苔茶漬け×10袋、焼海苔8切5枚×14袋、紅
ずわいがにほぐし肉70g×3缶　賞味期限／製造日より約3
年　アレルギー／乳、小麦、カニ　生産国／日本

白子のり　海苔・カニ缶詰め合わせ
焼海苔、お茶漬けは採れたての美味しさと品質を保持して
います。食卓を贅沢に彩るカニ缶との詰め合わせです。

セット内容／ボスコエキストラバージンオリーブオイル190g×3
本、ボスコオリーブオイル330g×2本　賞味期限／製造日よ
り約730日　生産国／日本　型番／BG-30N

日清オイリオ　ボスコオリーブオイルギフト
本場イタリアの豊かな香りと味わいのオリーブオイルを詰
め合わせたセットです。

850 point302商品番号

セット内容／300g（12粒・塩分約8％）　賞味期限／製造日
より常温で180日　アレルギー／大豆、ゼラチン　生産地／
和歌山県

紀州南高梅「ひと雫の絹梅」
地元養蜂園のアカシヤ蜂蜜に漬け込み、深みある上質な
味わいに仕上げた、果肉たっぷり大粒の南高梅です。

※イメージ

850 point303商品番号

セット内容／160g×30缶　賞味期限／製造日より24カ月　
アレルギー／りんご　生産国／日本（長野県産りんご）　そ
の他／果汁100％

信州りんごジュース無調整
酸化防止剤不使用なので、りんご本来の持つ香りや味を
楽しめる高品質なジュースです。

900 point304商品番号

セット内容／なすのおみそ汁8.5g、野菜のおみそ汁8g、ほうれ
ん草のおみそ汁7g、たまごスープ7g×各6食　賞味期限／
製造日より約730日　アレルギー／卵・乳・小麦　生産国／
日本　型番／M-300A

アマノフーズ　フリーズドライ　味わいづくしギフト
フリーズドライ製法でおいしくお召し上がりいただけ、お湯
を注ぐだけで簡単に出来上がります。

850 point299商品番号

850 point301商品番号



24 ｜ Gourmet Selection

［ G ou rmet  S e l e c t i o n  ］

賞味期限／精米日より冷暗所約1カ月　生産地／新潟県
※ご応募後、商品を準備いたしますので、その他の商品よりお
届けに日数を要します。

新潟県北越後特別栽培米こしひかり　5㎏
日本で最も有名で生産量も多いこしひかりは粘り・甘み・
艶・香りと4拍子揃ったお米です。

950 point306商品番号

賞味期限／精米日より冷暗所約1カ月　生産地／新潟県
※ご応募後、商品を準備いたしますので、その他の商品よりお
届けに日数を要します。

新潟県魚沼産こしひかり　5㎏
食味・色・艶・粘りの全てがバランス良く、米の産地の中
でも最高級品と言われているお米です。

1,000 point307商品番号

セット内容／350㎖×24缶　賞味期限／製造日より約365
日　アレルギー／もも（特定原材料に準ずるもの）　生産国
／日本

サッポロ　ネクターサワーピーチ
ネクターこだわりの白桃ピューレが醸し出す「甘味」「とろ
み」「香り」が楽しめるサワー（お酒）です。

1,000 point308商品番号

セット内容／350㎖×24缶　賞味期限／製造日より9カ月　
生産国／日本

キリン一番搾り
1番はじめに流れ出る麦汁だけをつかった、麦芽100％の
贅沢なビールです。

1,100 point309商品番号

セット内容／いよかんドレッシング、にんじんドレッシング、たまね
ぎドレッシング各195㎖×1本　賞味期限／製造日より約6カ
月　生産国／日本

愛媛今治　さいさいカフェ　オリジナルドレッシングセット
白身魚から肉料理まで楽しめるいよかん、ビタミンたっぷり
にんじん、和風のマイルドなたまねぎのドレッシングです。

900 point305商品番号
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※ 未成年者の飲酒は法律で禁止されております。未成年者の酒類へのご応募はご遠慮ください。

セット内容／ステーキ用ロース250g×2枚　消費期限／製
造日より5日　生産国／日本　配送方法／クール便（冷
蔵）、保冷剤入り
※ご応募後、商品を準備いたしますので、その他の商品よりお
届けに日数を要します。

特選和牛静岡そだち
柔らかくきめ細かな上品な旨みのある和牛肉をご堪能くだ
さい。

※イメージ

1,700 point314商品番号

セット内容／チーズケーキ×9個、ラ・ガナシュ×24個、ビスキュイ
×18個　賞味期限／製造日より約60日　アレルギー／小麦、
乳、卵、オレンジ、ゼラチン、大豆、カシューナッツ　生産国／日本　
型番／B50

資生堂パーラー　菓子詰め合わせ
チーズの美味しさをそのままに焼き上げたチーズケーキ、サ
クサクとした食感のチョコレートのラ・ガナシュ、ビスキュイ
の詰め合わせです。

1,150 point310商品番号

セット内容／350㎖×24缶　賞味期限／製造日より270日　
生産国／日本

サントリー　ザ・プレミアム・モルツ
ダイヤモンド麦芽がもたらす華やかな香り、深いコクと旨み
が特長です。プレミアムな味わいをお楽しみください。

1,200 point311商品番号

セット内容／カベルネソーヴィニヨンレゼルヴァ、メルローレゼ
ルヴァ、ピノノワールレゼルヴァ、シャルドネレゼルヴァ、ソーヴィ
ニヨンブランレゼルヴァ各750㎖×1本、レイトハーヴェスト
500㎖×1本　生産国／チリ

チリワイン　サンタ・アリシア　レゼルヴァ＆貴腐ワイン　6種セット
著名なサンタ･アリシア社から、レゼルヴァクラスの赤3本
と白2本に希少な貴腐ワインを加えた6本セットです｡

1,400 point312商品番号

賞味期限／精米日より冷暗所約1カ月　生産地／新潟県
※ご応募後、商品を準備いたしますので、その他の商品よりお
届けに日数を要します。

新潟県魚沼産こしひかり　5㎏・新潟県北越後特別栽培米こしひかり　5㎏×各1袋
日本で最も有名で生産量も多く、食味・色・艶・粘りの全
てがバランス良く、最高級品と言われているこしひかりの
セットです。

1,500 point313商品番号



26 ｜ Gift Catalog / Restaurant Selection

［  G i f t  C a t a l og  ］
ハーモニックカタログギフト「ファインチョイス」

商品点数／2,286点（内グルメ320点）

選べるカタログギフト「ガーネット」
ブランド、体験ギフト、グルメまで1冊にした充実の品揃え。
モノだけでなく、素敵な時間もギフトにしました。

商品点数／1,207点（内グルメ236点）

選べるカタログギフト「ダイヤモンド」
日本の名湯やエステ、クルージングに乗馬と人気の体験ギ
フトも充実しています。

商品点数／872点（内グルメ137点）

選べるカタログギフト「パール」
日本国内はもとより、世界中の名品を選りすぐり掲載。人
気の体験ギフトが充実しています。

商品点数／2,389点（内グルメ338点）

選べるカタログギフト「クリスタル」
コンセプトに基づいた人気ショップの商品と、名店のグルメ
を加えました。

商品点数／1,961点（内グルメ235点）

選べるカタログギフト「トパーズ」
国内外のブランド商品や、有名スイーツ、有名レストランな
どのひと味違った味覚を掲載しています。

■期間中、カタログをリニューアルする場合がございます。
■掲載のカタログギフト冊子が商品です。
■	カタログ内の商品は冊子に同封されたハガキにて、
冊子お受け取り後60日以内にハーモニックへ直接
ご応募ください。

ハーモニックカタログギフトに関する
お問合せ先
0120-977-777

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
営業時間／月～土	9：00～17：00
　　　　　（日・祝日を除く）

カタログギフト
「ファインチョイス」
のご利用について

900 point315商品番号

1,800 point319商品番号

1,500 point318商品番号1,100 point317商品番号

1,000 point316商品番号

■掲載商品について 商品は都合により予告なしに変更させていただくことがございます。
数量に限りがある場合がございますので品切れの際にはご容赦ください。
※商品の色・デザイン等の指定はご容赦ください。
※各商品の商標は各社（団体）に登録されています。
※商品の色・デザイン等は、写真とは若干異なる場合があります。
※ 商品サイズ記号／H:高さ、W:幅、D:奥行き（厚みもしくは深さ）、φ:直径、
L：長さ



■掲載商品について 商品の詳細および除外日は、P35掲載の三菱UFJニコス・JTB予約
センターまでお問い合わせください。

■お申込方法について お申し込みの際には、P34「共通事項」および「レストランセレクション・
リラクゼーションコースのご利用について」をご一読ください。 2727

［ Restaurant Select ion  ］

2名様	ご昼食プラン　中国料理　定休日／恵比寿ガーデンプレイ
スタワー休館日

2名様	ご昼食プラン　「随縁亭」日本料理、「エスカーレ」フランス料
理より選択　定休日／「随縁亭」水曜、「エスカーレ」火曜

2名様	ご昼食プラン　日本料理　定休日／無

2名様	ご昼食プラン　イタリア料理　定休日／不定

東天紅　恵比寿ガーデンプレイスタワー店

ホテルモントレグラスミア大阪

銀座　遠
お

音
ち

近
こ

音
ち

ビランチャ　北浜本店

東京タワーが望める店内で、ラグジュアリーアジアンテイストをコ
ンセプトにした本場の味をご提供します。

大阪なんばエリアの地下街に直結する、交通至便なホテル内
のレストラン。趣の異なる2つのレストランからお選びください。

広島の食材をメインにした創作和食と、地酒をとりそろえていま
す。店内は、和風の落ち着きが感じられる創りです。

店内に入るとその美しさに魅了。野菜を中心とした体にやさしい
イタリア料理をお召しあがりください。

東京／恵比寿

大阪／難波

東京／銀座

大阪／北浜

※イメージ

※イメージ

※イメージ

2,000 point商品番号

2,300 point商品番号

2,100 point商品番号

2,000 point商品番号

2名様	ご夕食プラン　寿司　定休日／日曜、祝日

寿し屋の勘八（本店）
銀座に店を構えておよそ半世紀。磨き抜かれた白木のカウン
ターと木目を生かした清潔でシックな内装でお迎えします。

東京／銀座

※イメージ

3,000 point商品番号

2名様	ご昼食プラン　中華料理　定休日／ヒルトンプラザ休館日

大阪　聘
へ い

珍
ち ん

樓
ろ う

旬の新鮮食材を豊富に取りそろえた中華料理を、豪華な雰囲
気の中でお楽しみください。

大阪／梅田

※イメージ

3,000 point商品番号

※随縁亭※エスカーレ

339

338

340

342

335

336



28 ｜ Restaurant Selection / Relaxation / Hotel Selection

［ Restaurant Select ion  / Relaxat ion  ］

2名様	お食事プラン　ゆどうふ料理　定休日／不定
※ご昼食、ご夕食のどちらでもご利用いただけます。

南禅寺　順
じゅん

正
せ い

国の登録有形文化財「順正書院」と四季折々に風情ある広大
な庭園を散策し、名物ゆどうふと旬の会席料理を心ゆくまでお楽
しみください。

京都／南禅寺

※イメージ

3,100 point商品番号

2名様	ご昼食プラン　イタリア料理　定休日／無

アンティカ・オステリア・デル・ポンテ
店内の独創的芸術作品の数 と々丸の内の素晴らしい眺望とと
もに上質のイタリアンをお楽しみください。

東京／丸の内

※イメージ

3,200 point商品番号

2名様	ご昼食プラン　日本料理　定休日／無

1名様	スパエステプラン　全身ボディトリートメント50分またはボディ
＆潤いリフトアップフェイシャル50分　定休日／無　利用時間／
10:00～20:00（最終受付）

1名様	エステプラン　アロマボディ＆ミニフェイシャル90分　定休日
／無　利用時間／11：00～20：30（最終受付）

名古屋浅田

マンダラ・スパ（ロイヤルパークホテル ザ 汐留内）

イル・チェーロ（ホテル阪急インターナショナル内）

「浅田」の歴史が始まった名古屋で加賀料理の真髄を。名古
屋駅上という場所にありながら、都心の喧騒を忘れられるくつろ
ぎをご提供します。

日常の喧騒を忘れる癒しのオアシス。バリ島生まれの伝統と技
術を融合した本格的なシティスパでおくつろぎください。

26階のスイートルームを利用した癒しの隠れ家で、贅沢なひとと
きを。ゆるやかに流れる時間と、眺望の中に身をゆだね心身を癒
し、リラックスタイムをお過ごしください。

愛知／名古屋

東京／汐留

大阪／梅田

※イメージ

4,000 point商品番号

3,400 point商品番号

3,700 point商品番号

334

341

333

323

322

追加代金を「三菱東京UFJ-VISA」でお支払いいただくと、ご昼食プランからご夕食プランへ、またはお食事内容を
グレードアップいただけます。詳細はP33掲載の三菱UFJニコス・JTB予約センターまでお問い合わせください。
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［ Hot e l  S e l e c t i o n  ］

2名様	昼食付入浴日帰りプラン

2名様	昼食付入浴日帰りプラン

2名様	昼食付入浴日帰りプラン

2名様	昼食付入浴日帰りプラン

2名様	昼食付入浴日帰りプラン

湯本富士屋ホテル　日帰りプラン

源泉湯の宿松乃井　日帰りプラン

みどりの宿萬松閣　日帰りプラン

ホテル明山荘　日帰りプラン

季
き っ

粋
す い

の宿
や ど

紋
も ん

屋
や

　日帰りプラン

日本を代表する温泉地、箱根の玄関口に建つリゾートホテル。
お湯はさらりとしたやわらかな感触です。

自然豊かな湯、水上温泉の源泉4本を所有。谷川岳を望む利
根川のほとりに佇む館内は、くつろぎに満ちています。

加賀温泉郷でも希少な源泉を、加水・加温一切なしでご提供。
温泉文化や温泉情緒にふれていただけます。

目の前は穏やかな三河湾。お湯は美人を作る「美白泉」。湯上
がりの数種の健康茶も嬉しいおもてなしです。

女将のこだわりと、館主の思い入れのある和モダンの宿。坪庭
に臨む「季の湯」、海に面した「光の湯」で心安らぐ時をお過ごし
ください。

神奈川／箱根湯本温泉

群馬／水上温泉

石川／山代温泉

愛知／三河三谷

千葉／安房白浜

2,000 point商品番号

2,600 point商品番号

2,600 point商品番号

2,600 point商品番号

2,600 point商品番号

332

331

330

329

328

追加代金を「三菱東京UFJ-VISA」でお支払いいただくと、日帰りプランから宿泊プランへグレードアップいただけ
ます。詳細はP33掲載の三菱UFJニコス・JTB予約センターまでお問い合わせください。



■掲載商品について

■お申込方法について お申し込みの際には、P34・35「共通事項」および「ホテルセレクショ
ンのご利用について」をご一読ください。

・	休前日、特定日にご利用の場合は、追加代金
が必要です。
・	ゴールデンウィーク、お盆期間、年末年始は、除
外日となります。その他の期間も除外日に該当す
る場合がございます。詳細はP34をご覧ください。

30 ｜ 30 ｜ Hotel Selection / Theme Park

［ Hot e l  S e l e c t i o n  ］［  Hot e l  S e l e c t i o n  ］

2名様	平日1泊朝食付宿泊プラン　ツイン

2名様	平日1泊朝食付宿泊プラン　ツイン

2名様	平日1泊朝食付宿泊プラン　ツイン

2名様	平日1泊朝食付宿泊プラン　ツイン　特定日／	有り

オークラホテルズ＆リゾーツ　ホテルイースト21東京

帝国ホテル大阪

神戸ポートピアホテル

東京ベイ舞浜ホテル　クラブリゾート

19世紀のヨーロッパを思わせるクラシックでエレガントな雰囲気
と、きめ細やかなサービスでお迎えします。

川沿いの豊かな自然のなかでお過しいただけます。120年以上
の伝統を受け継ぐ「おもてなしの心」でおくつろぎください。

神戸空港に最も近い神戸のランドマークホテル。高層階のお
部屋からの眺望をお楽しみください。

ピンク色の外観がひときわ目を引くホテルです。白いバルコニー
付きのお部屋は開放感にあふれています。

東京／東陽町

大阪／天満橋

兵庫／神戸

千葉／舞浜

※写真は一例です。

※写真は一例です。

※写真は一例です。

※写真は一例です。

5,700 point商品番号

6,700 point商品番号

6,000 point商品番号

5,700 point商品番号

325

324

327

326



3131

［ Theme  Pa rk  ］

2名様	アクアリゾーツパスプラン　定休日／不定

2名様	入園と平日1泊2食付宿泊プラン　鴨川シーワールド／昼食
付入園券　南房総富浦ロイヤルホテル／和室または洋室　定休日
／鴨川シーワールド：不定

2名様	スパーランドパスポートと湯あみの島入場券プラン　定休日
／不定

2名様	昼食付入園プラン　定休日／不定

2名様	入園プラン　定休日／無

横浜・八景島シーパラダイス

鴨川シーワールド入園と南房総富浦ロイヤルホテル宿泊

ナガシマスパーランド

鴨川シーワールド

富士サファリパーク

日本最大級の水族館「アクアミュージアム」をはじめ、「海育」をコ
ンセプトとした施設など、4つの水族館をお楽しみいただけます。

都会に近いリゾートホテルでくつろぎの時を。海の生き物たちと
の出会いもお楽しみいただけます。

家族みんなが楽しめるレジャー施設。遊園地で遊んだ後は、「湯
あみの島」でほっこり温泉気分を満喫できます。

海の王者シャチをはじめ、ベルーガやイルカなど、自然環境を再
現した展示を通して、たくさんの海の生物たちに出会えます。ア
シカのパフォーマンスも必見です。

富士山の裾野に位置する富士サファリパークには、富士山を
背景に世界中から集まった様 な々動物たちが暮らしています。

神奈川／横浜

千葉／安房鴨川・南房総

三重／長島

千葉／安房鴨川

静岡／裾野市

1,200 point商品番号

8,800 point商品番号

2,000 point商品番号

1,800 point商品番号

1,200 point商品番号

お申し込みの際には、P34・35「共通事項」および「ホテルセレ
クションのご利用について」をご一読ください。

788

785

787

786

789



■掲載商品について 商品の詳細および除外日は、P35掲載の三菱UFJニコス・JTB予約
センターまでお問い合わせください。

■お申込方法について お申し込みの際には、P34「共通事項」およびP35「テーマパークのご
利用について」をご一読ください。

32 ｜ Theme Park

［ Theme  Pa rk  ］

2名様	入園と平日1泊2食付宿泊プラン　パルケエスパーニャ／パ
スポート　ホテル志摩スペイン村／ツイン　定休日／パルケエス
パーニャ：6/22～7/3　'16	1/12～2/12　以降未定

2名様	入園と平日1泊2食付宿泊プラン　富士急ハイランド／1日フ
リーパス　富士レークホテル／洋室（禁煙）　特定日／富士レークホ
テル：8月、10月、11月の各全日　定休日／富士急ハイランド：不定

2名様	1日フリーパスプラン　定休日／不定

2名様	パスポートプラン　定休日／6/22～ 7/3　'16	1/12～
2/12　以降未定

志摩スペイン村パルケエスパーニャ入園とホテル志摩スペイン村宿泊

富士急ハイランド入園と富士レークホテル宿泊

富士急ハイランド

志摩スペイン村パルケエスパーニャ

スペインの底抜けに明るい雰囲気と、花と緑があふれる中庭が
お出迎え。伊勢志摩の旬の味もお楽しみください。

遊んでから泊まるか、のんびり泊まってから遊ぶかは自由。雄大
な富士の麓で休日を満喫してください。

ワールドクラスの絶叫マシン。お子様に大人気のトーマスラン
ド。1日では遊び足りない楽しさがいっぱいです。

異国情緒いっぱいの街並みと、陽気な人 と々の出会いが楽し
い人気のテーマパークです。

三重／志摩磯部

山梨／富士吉田・河口湖

山梨／富士吉田

三重／志摩磯部

※イメージ

8,700 point商品番号

8,100 point商品番号

2,000 point商品番号

1,900 point商品番号

お申し込みの際には、P34・35「共通事項」および「ホテルセレ
クションのご利用について」をご一読ください。

お申し込みの際には、P34・35「共通事項」および「ホテルセレ
クションのご利用について」をご一読ください。

781

783

784

782
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グレードアッププランのご案内

対象プランには　　　　　　	のマークが付いています。
グレードアッププランとは、ポイントで交換した商品に、事前に追加代金をお支払いいた
だくことによって、プラン内容を変更できるサービスです。
・	追加代金は事前に「三菱東京UFJ-VISA」によるお支払いとさせていただきます。
ポイントはご利用できません。
・追加代金は、施設により異なります。

各種プラン内容

P27・28　レストランセレクション

ディナーグレードアップ		
ご昼食プランからご夕食プランへ

お食事内容グレードアップ	
既存のメニュープランからグレードアップメニュープランへ

・「目録」がお手元に届いたのち、「グレードアップ」がご希望であることを、下記の三
菱UFJニコス・JTB予約センター宛てにお電話でお申し出ください。

・追加代金をお支払いいただいたあと、「グレードアップ目録」をお送りします。
・ご予約の際には、「グレードアップ目録」をお持ちである旨をお申し出ください。
・	ご利用当日は、初めにお届けした「目録」と、「グレードアップ目録」両方をご持参い
ただき、施設にご提出ください。

P29・30　ホテルセレクション

宿泊グレードアップ	
昼食付入浴日帰りプランから1泊2食付宿泊プランへ

・「目録」がお手元に届いたのち、ご利用日がお決まりになりましたら、「グレードアップ」
がご希望であることを、下記の三菱UFJニコス・JTB予約センター宛てにお電話で
お申し出ください。

・プランの除外日は、同施設でも異なる場合がございます。

お申し込み・お問い合わせ先
≪三菱UFJニコス・JTB予約センター≫
7®0120-753-366
営業日・営業時間：月～金曜日／10：00～17：00（土日祝、年末年始休み）
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［お申し込みの流れ］
①お申し込み後、1～3週間で「目録」をお届けします（お届け日の指定はできません）。
②「目録」に記載されている各施設へ直接お電話にてご予約のうえ、ご利用ください。
ご利用人数の追加などの場合は追加代金でご利用いただけます（ご予約の際に直
接施設にお申し出ください）。
③ご利用日当日は「目録」をご持参いただき、施設にご提出ください。
［ご注意事項］
●施設の混雑状況によりご予約いただけない場合がございます。
●変更、取消は所定の取消料が発生する場合がございます。詳細は各施設にお問い
合わせください。取消料が発生した際、取消料をお支払いいただいた場合はカタログ
の有効期間内で再度ご予約いただけます。取消料をお支払いいただかない場合は
ご利用できません。なお、取消料のお支払いにポイントはご利用できません。
●掲載されているサービス以外のご利用はお客さまのご負担とさせていただきます。

P27・28　レストランセレクション・リラクゼーションコースのご利用について

共通事項
●ご利用期間は2015年4月15日（水）～2016年9月30日（金）です。
●お客さまのご都合により、一部サービスをご利用いただかなかった場合でも、差額分
の払戻しはいたしません。また、それに伴う代替サービスの提供もございません。
●他の特典と併用してのご利用はできません。
●「目録」および「グレードアップ目録」を紛失されても再発行はできません。
●カタログ掲載のプラン内容は予告なく変更、中止する場合がございます。あらかじめ
ご了承ください。
●掲載されている写真はイメージまたは一例ですので、実際と異なる場合がございます。
●掲載されているプランは、施設のホームページや各種パンフレット商品とは異なるプ
ランになります。
●「目録」が届くまでご予約やご利用はできません。
●「休日」とは日曜日と祝日、「休前日」とは「休日」の前日を示します。休前日にご利用
の場合、追加代金が必要です（一部追加代金が不要な施設や、ご利用いただけな
い施設もございます）。
●「特定日」とは施設が指定した追加代金が必要な日を示します。
●「除外日」とはご利用いただけない日を示します。除外日は、ゴールデンウィーク、お盆期
間、年末年始が該当します。また、春休み、夏休み期間、紅葉期間、クリスマス期間、
地域の特性日なども、該当となる施設もございます。除外日は施設により異なります。
●「特定日」、「除外日」ともに予告なく変更、追加する場合がございます。あらかじめご
了承ください。
＊詳細はP35に記載の《三菱UFJニコス・JTB予約センター》にお問い合わせください。

［お申し込みの流れ］
①お申し込み後、1～3週間で「目録」をお届けします（お届け日の指定はできません）。
②「目録」に記載されている三菱UFJニコス・JTB予約センター宛てにお電話でご予約
ください。ご利用日はお電話をいただいた日より1週間以上先、最長6ヶ月以内でお願
いします。最終のご利用日は2016年9月30日（金）までとなります（直接施設へお電
話いただきましてもご予約はできません）。
③ご利用人数の追加や「休前日」、「特定日」（施設の指定日）にご利用の場合は追加
代金が必要です。追加代金は事前に「三菱東京UFJ-VISA」によるお支払いとさせ
ていただきます。ポイントはご利用できません。
④ご予約完了後、約1週間で「予約確認書」をお送りします。「予約確認書」は追加代金を
反映した確定書面としてお送りします。ご利用日当日は「予約確認書」をご持参ください。

P29・30　ホテルセレクションのご利用について

P27～32に掲載している商品のお申し込みについて



35

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご
確認のうえ、お申し込みください。

対象商品
P29・30	 ホテルセレクション
P31・32	 テーマパーク
	 【鴨川シーワールド入園と南房総富浦ロイヤルホテル宿泊】
	 【志摩スペイン村パルケエスパーニャ入園とホテル志摩スペイン村宿泊】
	 【富士急ハイランド入園と富士レークホテル宿泊】

●募集型企画旅行契約
　この旅行は（株）JTB西日本（大阪市中央区久太郎町2-1-25　観光庁長官登録
旅行業第1768号。以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に
参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結
することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書
（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款
募集型企画旅行契約の部によります。

ご旅行条件（要約）

［お申し込みの流れ］
①お申し込み後、1～3週間で「目録」をお届けします（お届け日の指定はできません）。
②「目録」に記載されている各施設へご持参いただき、ご提出ください。ご利用人数の
追加などの場合は追加代金でご利用いただけます。各施設にお問い合わせください。

［ご注意事項］
●貸切日やイベント開催日など、施設の状況によりご利用いただけない場合がございま
す。事前に施設にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
●掲載されているサービス以外のご利用はお客さまのご負担とさせていただきます。

P31・32　テーマパークのご利用について

［ご注意事項］
●施設の混雑状況によりご予約いただけない場合がございます。また、施設のホーム
ページ等で空室がある場合でもご予約いただけない場合がございます。
●ご利用いただく施設の部屋指定（景観や角部屋・高層階等）や食事場所指定など
はお受けできません。
●変更、取消はご予約日の3日前より所定の取消料が発生します。取消料をお支払い
いただいた場合はカタログの有効期間内で再度ご予約いただけます。取消料をお支
払いいただかない場合はご利用できません。なお、取消料のお支払いに、ポイントは
ご利用できません。
●未成年者の方のご利用には親権者の同意書が必要です。15才未満の方のご利
用は、保護者の同行を条件とさせていただきます。
●掲載されているサービスには、消費税、サービス料が含まれております。入湯税、東
京都宿泊税、現地までの交通費等の諸費用および個人的費用は含まれておりませ
ん。
＊下記の「ご旅行条件（要約）」も併せてご覧ください。

お申し込み・お問い合わせ先
≪三菱UFJニコス・JTB予約センター≫
7®0120-753-366
営業日・営業時間：月～金曜日／10：00～17：00（土日祝、年末年始休み）



36

●旅行のお申込み及び契約成立時期
　⑴	ポイントを利用される旅行のお申込みは、電話、その他の通信手段により当社	
≪三菱UFJニコス・JTB予約センター≫にて受付いたします。

　⑵	旅行の契約は、当社が契約の締結を承諾し、予約確認書を発行した時に成立す
るものといたします。もしくは旅行の契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の
通知を発した時に成立するものといたします。

●旅行代金のお支払い
　⑴	三菱UFJニコス（株）より付与されたポイントを旅行代金に充当し、カタログに掲載
されているサービスの内容の料金または取消料の全部として取扱います。

　⑵追加旅行代金が発生する場合は、別途現金、カード等にてお支払いください。

●取消料
　旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、別途定められた所定
の金額を取消料として申し受けます。

●旅行代金に含まれるもの
　「予約確認書」に明示した宿泊費、食事代、各サービス内容及び消費税等諸税（入
湯税、東京都宿泊税を除く。）これらの費用は、お客様の都合により一部利用されな
くても原則として払い戻しいたしません。（コースに含まれない交通費等の諸費用及
び個人的費用は含みません。）

●特別補償
　当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわ
らず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅
行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命または手荷物上に
被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金または見舞金を
支払います。
　　○	死亡補償金：1,500万円　○入院見舞金：2～20万円
　　○通院見舞金：1～5万円
　　	○	携行品損害補償金：お客様1名につき～15万円（但し、補償対象品1個あたり

10万円を限度とします。）

●個人情報の取り扱いについて
　当社は、旅行申込みの際に提出された申込書等に記載された個人情報について、
お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただい
た旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配、及びそれらのサービ
スの受領手続に必要な範囲内で利用させていただきます。

●旅行条件・旅行代金の基準
　この旅行条件は2015年2月1日を基準としています。また、旅行代金は2015年2月
1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

●取り扱い
　（株）JTB西日本	海外旅行西日本支店　≪三菱UFJニコス・JTB予約センター≫
　住所：〒541-0058	大阪市中央区南久宝寺町3丁目1番8号本町クロスビル9階
　電話：0120-753-366
　営業日・営業時間：月～金曜日／10：00～17：00（土日祝、年末年始休み）
　総合旅行業務取扱管理者：平田圭一
　旅行企画・実施：（株）JTB西日本　観光庁長官登録旅行業第1768号　
　（社）日本旅行業協会正会員
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Gift Card

たまったポイントを1ポイント5円に換算し、クレジットカード決済
口座にご入金。
※ ご応募受付日から３～４週間で、クレジットカード決済口座

に入金させていただきます。（応募用紙による郵送でのお
申し込みの場合は、４～６週間かかります。）
※	お手元のカード上のお名前とクレジットカード決済口座の	
ご名義が一致していることをご確認のうえ、ご応募ください。
一致していない場合は、ご応募の受け付けができない場合
があります。
※	キャッシュバックのご応募後、決済口座のご変更があった	
場合は、ご変更前の決済口座へ入金させていただく場合が
あります。
※	入金は通帳等でご確認ください。「ＢＴＭＵポイント」と印字
されます。

キャッシュバック（1,000円分）
商品番号 757 200 point

セレクトコース

ご応募は200ポイント（1,000円分）を１口として、
口数単位でご応募ください。

全国の有名百貨店、スーパーなどでご利用いただけます。

三菱UFJニコスギフトカード

※	券種の交換はできません。
※	ギフトカードをご利用いただいた場合、おつりは出ません。
※	ギフトカードに有効期限はございません。
※	ギフトカードの券面のデザインを変更する場合がございます。

1,000円券×5枚

5,000円分
1,050 point商品番号 601

1,000円券×15枚

15,000円分
3,000 point商品番号 603

1,000円券×25枚

25,000円分
5,000 point商品番号 605

1,000円券×10枚

10,000円分
2,050 point商品番号 602

1,000円券×20枚

20,000円分
4,000 point商品番号 604

ご注意
・	ご応募の際は、商品番号、ポイント数に対するギフト
カードの金額をご確認のうえ、ご応募いただきますよう
お願いいたします。
・	ご応募後の組み合わせの変更・取消・キャンセルは
お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

［ G i f t  C a r d  /  S E L E C T  ］
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ココセコム端末を携帯・設置するだけで、ご家族や愛車の
現在位置を電話や専用ホームページで確認できます。
【契約・サービス提供】セコム株式会社
※	上記ポイントにて加入料金・付属品代金が不要になりま
す。その他、月額料金等が必要です。ご応募後、申込
書をお届けします。

ココセコム
商品番号 571 1,400 point

※	商品はメーカーの都合等により予告なく機種・色等を変更、または商品の提供を中止させて
いただく場合がありますのでご了承ください。
※	商品の色・デザイン等の指定はご容赦ください。
※各商品の商標は各社（団体）に登録されています。

JAF 年会費コース

現在ご加入いただいているJAFの継続年会費（4,000円相当）
に充当させていただきます。
※	ご応募はJAF有効期限月の3ヵ月前までにお願いします。
※	ポイント交換の申請日により、JAF年会費への還元が
翌年となる場合があります。

【応募方法】
お電話のみでのご応募となります（応募用紙・インターネット
からはご応募いただけません）。
ポイントデスク（→P3）にお電話のうえ、ポイント移行メニュー
をご選択ください。ご応募の際は、下記のポイント移行先番号
とお客さまのJAF会員番号が必要となります。

「JAF継続年会費」ポイント移行先番号：876

JAF継続年会費
商品番号 876 800 point

800ポイントを1口とします。

スマホで約4回分の充電可能。2つのUSB出力口を搭載し
ています。

マグレックス　ハイパワーモバイル
バッテリー　8800mAh

商品番号 572 1,100 point

サイズ／約H9.0㎝×W7.0㎝×D2.4㎝　重量／約260g　
容量／8800mAh　素材／ABS樹脂　色／ホワイト　付属
品／バッテリ充電用USBケーブル　生産国／中国	　型番／
MB-HP8800-WH
※スマホ用のケーブルはお客様でご用意ください。

ハイレゾ音源に対応するウォークマン。聴けば戻れなくなる、
濃密な音です。

ソニー　メモリータイプ　ウォークマン
商品番号 574 6,600 point

サイズ／約H11.0㎝×W4.4㎝×D0.9㎝　重量／約66g　
色／ブラック　電源／内蔵型リチウムイオン　生産国／マ
レーシア	　型番／NW-A16-B

１本で最大５台までのWindows、Mac、AndroidのOS搭
載機器を保護します。

カスペルスキー2015　マルチプラッ
トフォームセキュリティ　１年５台版

商品番号 573 1,350 point

色／グリーン　付属品／マニュアル、CD-ROM　型番／
KL1936JBEFS101
※法人使用不可

［ S E L E C T  /  JA F  ］

SELECT / JAF / Ticket
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総合オンラインストアAmazon.co.jpで使えるギフト券です。
※Amazon.co.jpは、本プロモーションのスポンサーではありません。
※	Amazon、Amazon.co.jpおよびそのロゴはAmazon.com,Inc.また
はその関連会社の商標です。

Amazonギフト券

ご応募後、1,000円分もしくは4,000円分のAmazonギフト券番号を印字した書面をお届けいたします。
複数ご応募いただいた場合は、応募口数分のAmazonギフト券番号をお送りいたします。
有効期限：約1年（詳細は、お届けする書面にてご案内いたします。）
ご応募金額の有効期限内は残高を繰越してご利用いただけます。
※350ポイントのギフト券と1,000ポイントのギフト券を同時にご応募いただいた場合、お届けは別々の便となります。

4,000円分（Amazonギフト券）1,000円分（Amazonギフト券）
350 point商品番号 606 1,000 point商品番号 616

1,000円券×1枚　有効期限：なし

1,000円分
1,000円券×4枚　有効期限：なし

4,000円分

iTunes	Cardがあれば、iTunes	Storeのアカウントにチャー
ジすることができます。
※iTunesはApple	Inc.の商標です。

iTunes Card 

1,000円券×1枚　有効期限：なし

1,000円分
1,000円券×4枚　有効期限：なし

4,000円分

見  本 全国のカード読取り機設置店でご利用いただけます。
読取り機設置店には通常「図書カード取扱い店マーク」を表示
しています。

図書カード

500円券×2枚　有効期限：なし

1,000円分
500円券×8枚　有効期限：なし

4,000円分

見  本
全国約35,000店舗の加盟店にてご利用可能なお食事券
です。

全国共通お食事券　
ジェフグルメカード

見  本

ご注意
・	ご応募いただくポイント数の組み合わせによっては、同じポイント数でもお届けできるギフト券／カードの金額が少ない場合
がございます。1,000ポイント以上のご応募の場合は、お手数ではございますが、350ポイントのギフト券／カードと1,000
ポイントのギフト券／カードを組み合わせのうえご応募ください。
・	ご応募の際は商品番号、ポイント数に対するギフト券／カードの金額をご確認のうえ、ご応募いただきますようお願いいたします。
・	ご応募後の組み合わせの変更・取消・キャンセルはお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

商品番号 607 350 point

商品番号 609 350 point 商品番号 619 1,000 point

商品番号 617 1,000 point

※ご利用方法等の詳細につきましては、各ギフト券／カードの発行会社にご確認ください。
※カードデザインを変更する場合がございます。

商品番号 610 350 point 商品番号 620 1,000 point

［ T i c k e t  ］
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お好きなワコール商品と交換できる商品券。
※ご利用に際してのつり銭はご容赦いただいております。

ワコールエッセンスチェック

見  本

500円券×8枚　有効期限：なし

4,000円分
500円券×2枚　有効期限：なし

1,000円分

※ご利用方法等の詳細につきましては、各ギフト券／カードの発行会社にご確認ください。
※カードデザインを変更する場合がございます。

全国のユナイテッド・シネマ/シネプレックスでご利用いただけ
るチケットです。
※	デジタル3Dシネマ、IMAXデジタルシアター、4DX®は劇場窓口に
て別途料金でご覧いただけます。
※試写会、企画イベント上映会、特別シート等はご利用いただけません。

ユナイテッド・シネマ/シネプレックス
共通映画鑑賞券

※イメージ

有効期間：約5カ月

1枚
有効期間：約5カ月

2枚

見  本
日本航空の航空券やJALパック国内・海外ツアーなど、JAL
グループの商品にご利用いただけます。
※現金とのお引き換えならびにおつりは出ません。
※有効期限：約10年（有効期限は券面に印字されています。）
※一部ご利用いただけない商品がございます。

JAL旅行券

1,000円券×1枚

1,000円分
1,000円券×4枚

4,000円分

1枚でお好きなハーゲンダッツミニカップ2個と交換できます。

ハーゲンダッツ　
ミニカップギフト券

有効期限：なし

2枚
有効期限：なし

6枚

全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）で、繰り返し入
金して使える、おとくなプリペイドカードです。
詳しくは、http://mos.jp/mosca/にてご確認ください。
※	お届けのカードには、2,000円分が入金されています。
※	カードの有効期限は、お届けから約2年6カ月となります。	
お届け後のご利用で、最終利用日の翌日を起算日とし、有
効期限が3年延長されます。
※	残高は、カード裏面QRコードまたはhttp://www.mos.jp/mosca/#mav
の「残高照会」よりご確認ください。
※	モス	WEB会員になって、モスカード番号とPIN番号を登録
するとモスバーガー公式サイト内で残高確認、webチャージ
ができて便利です。

MOS CARD

2,000円分

見  本

商品番号 640 950 point300 point630商品番号

商品番号 632 650 point

631商品番号 450 point 641商品番号 1,000 point

624商品番号 1,000 point614商品番号 350 point

613商品番号 400 point 623商品番号 700 point

Ticket / Charity

［ T i c k e t  ］
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Charity

［ C h a r i t y  ］

セーブ・ザ・チルドレン
子どもの支援専門の国際NGO。世界中の子どもたちを
支援しています。

200 point商品番号 587

地球環境基金
環境保全活動のための資金助成、情報の提供、人材育
成のための研修などを行っています。

200 point商品番号 589

地球・人間環境フォーラム
地球環境を守るための調査や研究、各種活動への助成、
国際協力などに取り組んでいます。

200 point商品番号 583

あしなが育英会
親を亡くした子どもたちや、親が重度後遺障害で働けない
家庭の子どもたちを物心両面で支援しています。

200 point商品番号 585
日本ユニセフ協会
お申込みいただいたポイントは世界の150以上の国と地
域で子どもたちの命と健やかな成長を守るユニセフの活
動に役立てられます。

200 point商品番号 584

公益財団法人　日本盲導犬協会
盲導犬とともに歩く視覚障がい者の社会参加を応援し
てください。

200 point商品番号 586

国連WFP
飢餓と貧困の撲滅を使命に活動する国連の食糧支援機
関です。貧しい暮らしを余儀なくされる人々へ食糧支援活
動を行っています。

200 point商品番号 588

日本野鳥の会
野鳥を中心とする自然環境の保護団体です。

200 point商品番号 590

日本赤十字社
世界の赤十字社と連携して、紛争や災害で苦しむ方々
を支援します。

200 point商品番号 582

※1ポイント5円に換算して寄付いたします。※寄付金への交換に際し、領収書の発行はいたしかねます。
※お手続き完了後、ご応募いただいた際のご住所宛てにお手続き完了通知をお送りいたします。

オイスカ
オイスカは1961年に日本で誕生した国際協力NGOで、
34の国と地域で活動しています。50年以上にわたるアジ
ア太平洋地域における農村開発のノウハウを活かし、
2011年からは宮城県名取市で東日本大震災の復興支
援として「海岸林再生プロジェクト10ヵ年計画」をスタート。
被災農家で組織した「名取市海岸林再生の会」と共に
100ha、50万本のクロマツの育苗、植栽および育林に取
り組んでいます。

200 point581商品番号

被災地住民によるクロマツの播種
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色々なポイントサービスに移行が可能！
●	ポイント移行は応募用紙ではお申し込みいただけません。インターネットでご応募いただくか、
　ポイントデスクにお電話ください。応募方法・電話番号等くわしくはP2～4をご覧ください。

ポイント名 ポイント換算

■JMBマイル
＜ポイント移行先番号 : 864＞

三菱東京UFJポイント
100Pにつき

JMBマイル
250マイル

■TOKYUポイント
＜ポイント移行先番号 : 869＞

三菱東京UFJポイント
100Pにつき

TOKYUポイント
500P

■STACIAポイント
＜ポイント移行先番号 : 860＞

三菱東京UFJポイント
100Pにつき

STACIAポイント
500P

■ノジマ
　スーパーポイント
＜ポイント移行先番号 : 870＞

三菱東京UFJポイント
100Pにつき

ノジマ
スーパーポイント

500P

■ヨドバシカメラ
　ゴールドポイント
＜ポイント移行先番号 : 871＞

三菱東京UFJポイント
100Pにつき

ヨドバシカメラ
ゴールドポイント

500P

■三菱UFJニコス
　Visaプリカe-さいふ

三菱東京UFJポイント
100Pにつき

eマネー
500円相当

■KIPSポイント 三菱東京UFJポイント
100Pにつき

KIPSポイント
500P

■au WALLET
　ポイントプログラム

三菱東京UFJポイント
100Pにつき

WALLETポイント
500P

■ドコモポイント 三菱東京UFJポイント
100Pにつき

ドコモポイント
500P

■Ｔポイント 三菱東京UFJポイント
100Pにつき

Tポイント
450P

■楽天
　スーパーポイント

三菱東京UFJポイント
100Pにつき

楽天
スーパーポイント

500P

■リクルートポイント 三菱東京UFJポイント
100Pにつき

リクルートポイント
500P

■nanacoポイント 三菱東京UFJポイント
100Pにつき

nanacoポイント
500P

■Suicaポイント 三菱東京UFJポイント
100Pにつき

Suicaポイント
450P

■ベルメゾン・
　ポイント

三菱東京UFJポイント
100Pにつき

ベルメゾン・ポイント
500P

三菱東京 UFJ ポイント移行単位 移行期間 応募必要項目  応募方法

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約2〜3週間 お得意様番号

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約2〜6週間
TOP&カード

会員番号

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約4〜8週間 STACIA番号

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約2〜4週間
ノジマスーパーポイント

会員No

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約1〜3週間
ヨドバシカメラ

ゴールドポイント
会員番号

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約2〜3週間 メールアドレス

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約1〜4週間
KIPSポイント会員番号
（13桁もしくは16桁）

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約4〜6週間
　　①お客様コード（＊3）
　　②au電話番号

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約4〜8週間
 ①プレミアクラブ会員番号（＊4）
 ②ドコモ携帯電話番号

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約2〜3週間
T会員番号

（Tカード番号もしくは
ネットT会員番号）

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約1〜2週間
楽天スーパーポイント

口座番号

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約2〜6週間 リクルート会員ID

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約1〜3週間 nanaco番号

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約1〜3週間
①Suicaポイント口座番号
②生年月日（西暦）

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約2〜4週間 ベルメゾン会員番号

※上表に記載の3桁のポイント移行先番号は、ポイントデスクでご応募いただく際、音声応答受付（サービスコード：27）にて
必要となります。インターネットでご応募いただく際には必要ありません。なお、ポイント移行先番号のないポイントの
お電話でのご応募は、ポイントデスクのオペレーターにて承ります（サービスコード：50）。ポイントデスクの電話番号等くわしくは
P3をご覧ください。

（＊5）

［ P o i n t  Sw i n g  ］
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●口数単位でご応募ください。
●	JMBマイルにポイントを移行されると、初回応募月以降1年間、他のポイント移行先にはご応募いただけません。
　JMBマイルへの移行上限は年間で15,000ポイントまでとなります。
●ご応募後のお取り消しはいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
●ポイント移行先は、原則として同一名義人のみとなります。
●移行期間は、年末年始等時期により、下記よりも日数を要する場合がございます。 P＝ポイント

三菱東京 UFJ ポイント移行単位 移行期間 応募必要項目  応募方法

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約2〜3週間 お得意様番号

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約2〜6週間
TOP&カード

会員番号

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約4〜8週間 STACIA番号

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約2〜4週間
ノジマスーパーポイント

会員No

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約1〜3週間
ヨドバシカメラ

ゴールドポイント
会員番号

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約2〜3週間 メールアドレス

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約1〜4週間
KIPSポイント会員番号
（13桁もしくは16桁）

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約4〜6週間
　　①お客様コード（＊3）
　　②au電話番号

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約4〜8週間
 ①プレミアクラブ会員番号（＊4）
 ②ドコモ携帯電話番号

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約2〜3週間
T会員番号

（Tカード番号もしくは
ネットT会員番号）

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約1〜2週間
楽天スーパーポイント

口座番号

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約2〜6週間 リクルート会員ID

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約1〜3週間 nanaco番号

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約1〜3週間
①Suicaポイント口座番号
②生年月日（西暦）

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約2〜4週間 ベルメゾン会員番号

（＊2）

＊1 スーパーICカード TOP& PASMOをお持ちの方のみ、１口以上1口単位で移行できます。インターネットでご応募ください。
＊2 ICクレジットカード KIPS・スーパーICカード KIPS+PiTaPaをお持ちの方のみ、100ポイント以上1ポイント単位で移行でき
ます。インターネットでご応募ください。

＊3 auお客様コードはauから送付される請求書の「au電話料金のご請求内訳」のほか、スマートフォン・PCの「auお客さまサ
ポート」、EZwebの「お客さまサポート」からご確認いただけます。

＊4 ドコモポイントへ移行の際に必要な「プレミアクラブ会員番号」は「ドコモビジネスクラブ会員番号」とは異なります。「ドコモビ
ジネスクラブ会員番号」ではご応募いただけません。

＊5 スーパーICカードSuicaをお持ちの方は、ご応募方法が異なります。Suicaポイントへの移行をご希望の場合は、専用の
「Suica入金（チャージ）」からご応募ください。

（＊1）
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三菱東京UFJポイント利用規程

第1条（本規程）
本規程は、三菱東京UFJ-VISA会員規約（以下「会員規約」といいま
す。）に付帯して、「三菱東京UFJポイント」の内容および会員が本サービ
スを受けるための条件等を定めたものです。

第2条（定義）
本規程で使用する用語の定義は、次に定めるものとし、特に定めのない
場合は会員規約上の定義によるものとします。
（1）「本カード」とは、会員規約に規定するクレジットカード（機能）をいい

ます。
（2）「ショッピング利用代金」とは、会員が本カードにより商品・権利の購

入またはサービスの提供を受けるショッピングを利用した場合、その
ショッピングの利用代金をいいます。

（3）「会員」とは、本カードを当行より貸与された本人会員および家族会
員をいいます。

（4）「三菱東京UFJポイント」とは、会員によるショッピング利用代金に
応じて、当行所定の計算に従い、当行が本人会員にポイントを付
与するプログラムをいいます。

（5）「本サービス」とは、三菱東京UFJポイントにより当行が会員に付与
する特典をいいます。

第3条（三菱東京UFJポイントによる本サービスの内容）
1.	家族会員のショッピング利用代金については、本人会員のショッピング
利用代金と合算のうえ、本人会員にポイントを付与します。

2.	次の各号に掲げる代金については、ポイント付与の対象とするショッピ
ング利用代金から除かれるものとします。
（1）当行または三菱UFJニコスが提供するサービスの手数料および会

費等
（2）キャッシングの利用代金および手数料
（3）リボルビング払い・分割払いの手数料
（4）（1）～（3）のほか、当行は、特定のショッピング利用代金または特定

の加盟店でのショッピング利用代金をポイント付与の対象外として
定めることができるものとします。

第4条（ポイントの付与）
1.	会員が支払方式として1回払いまたはボーナス一括払いを指定した場
合、ショッピング利用代金の支払いとして、約定支払日に支払うべき約
定支払金額（1,000円未満切捨て）に対して、1,000円につき1ポイン
トを約定支払日に本人会員に付与します。
2.	会員が支払方式として2回払いを指定した場合、ショッピング利用代金
の支払いとして、各約定支払日に支払うべき各約定支払金額（1,000
円未満切捨て）に対して、1,000円につき1ポイントを各約定支払日に
本人会員に付与します。

3.	会員が支払方式としてリボルビング払いまたは分割払いを指定した場
合およびリボルビング払いまたは分割払い以外を指定した後に本人
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会員がこれを当行の承認のもとにリボルビング払いまたは分割払いに
変更した場合、ショッピング利用代金（手数料額を除いた元金額とし、
1,000円未満切捨て）1,000円につき1ポイントを当該ショッピング利
用代金にかかる支払いが開始される最初の約定支払日に本人会員に
付与します。

4.	前三項により付与したポイントを、基本ポイントといいます。
5.	会員が、ショッピング利用代金を取消した場合等、ポイント付与後に
ショッピング利用代金に増減が生じた場合には、これに応じてポイント
数も増減するものとします。

6.	本人会員が約定支払日に当行に対する約定支払額の支払いを怠っ
た場合、当行は一旦付与したポイントを取消すことがあります。
7.	利用加盟店からの売上票到着時期による当行の本人会員に対する
カード利用代金の請求月のずれにより、ポイント付与月にずれが生じる
場合があります。

第5条（ポイント数の通知および確認）
1.	本人会員に付与したポイント数およびポイント数の残高（商品等と交換
した場合はその残ポイント数をいいます。）は、クレジットカードご利用明
細（クレジットカードご利用明細が送付される場合に限ります。以下同
じ）で本人会員に通知します。また、三菱東京UFJダイレクト、ICクレジッ
トカードWebサービス等で確認できます。
2.	ショッピング利用代金の締切日以降にポイント数の増減があった場合
は、次回のクレジットカードご利用明細においてポイント数を反映しま
す。

第6条（ポイントの有効期限）
1.	ポイントの有効期限は、下記の通りとします。
ポイント付与年度 N年4月約定支払日～N＋1年3月約定支払日
ポイント有効期限 N＋1年3月末日

2.	有効期限が経過したポイントは、理由のいかんを問わず失効し、商品等
との交換、有効期限の復元はできないものとします。
3.	第1項にかかわらず、入会後の最初のポイント付与年度中に付与した
ポイント、およびポイント付与年度終了後の当年度付与ポイントが200
ポイントに到達した場合のポイントの有効期限は自動繰越となり、ポイン
ト付与年度終了後2年（N＋3年3月末日まで）とします。

第7条（キャンペーン等での獲得ポイント）
1.	三菱東京UFJポイントは、当行が特別企画、キャンペーン等を実施する
場合、第4条に定める基本ポイントのほか特別なポイント（以下「キャン
ペーン等での獲得ポイント」といいます。）を本人会員に付与することが
あります。
2.	付与の対象となる会員、ポイント数、時期、期間等付与の条件等につ
いては、その都度当行が任意に定めるものとします。
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第8条（ポイント交換）
1.	会員は、当行から付与された有効なポイントを当行、三菱UFJニコス、
当行または三菱UFJニコスが提携する事業者（以下「提携事業者」と
いいます。）が提供する商品、サービスまたは提携事業者の運営する
ポイントサービスを利用する権利等（以下総称して「商品等」といいま
す。）と交換（以下「ポイント交換」といいます。）することができます。
2.	会員は、ポイント交換を希望する場合は、当行所定の方法により当行
あて申し込むものとします。なお、ポイント交換の申し込みを当行が受付
した後のキャンセル（取消）、商品等の変更、返品、お届け先の変更は
できません。なお、家族会員からのポイント交換の申し込みその他につ
いて、当行は本人会員に対して通知、確認等する義務を負わないもの
とします。
3.	原則として、当行は前項のポイント交換の申し込みを受付した時点で、
商品等の交換に必要なポイント数をポイント残高より減算するものとし
ます。なお、ポイントの減算は、ポイント付与年度の古いポイントより減
算するものとします。

4.	当行は、第2項の申込みについてこれが正当なものと認められる場合
にポイント交換した商品等を会員に提供するものとします。

5.	当行の都合により会員が指定した商品等の提供ができない場合、会
員は当行の提供可能な他の商品等を指定するかまたはポイント交換を
取止めるものとします。なお、ポイント交換を取止めた場合に当行が既
にポイント数を減算している場合の当該減算したポイント数の本人会
員に対する返戻は、当行所定の時期、方法によるものとします。

6.	会員は、ポイント交換の際に、異なるカードのポイントを合算してのポイン
ト交換はできないものとします。
7.	当行が会員に商品等を提供する場合のお届け先は原則として本人会
員があらかじめ当行に届出た日本国内の住所地に限るものとします。

8.	長期不在、転居（転居先不明）等の理由により、当行が会員へ最初に
商品等を発送した日から１年を経過しても受取りがなされない場合、当
該商品等は当行にて廃棄処理を行い、その後、再送付しないものとし
ます。なお、当該商品等と交換したことにより既に減算されたポイント
は、返還いたしません。
9.	前項にかかわらず、賞味期限や消費期限のある食品、その他の期限ま
たは期日のある商品等について、当行が送付したにもかかわらず、当該
期限または期日までに受取りがなされなかった場合、当行にて、当該期
限または期日の翌日以降に、当該商品等は廃棄処理を行い、再送付し
ないものとします。なお、当該商品等と交換したことにより既に減算され
たポイントは、返還いたしません。

第9条（ポイント交換の条件）
1.	当行は、会員のポイント交換にあたり、所定の審査を行い、その可否を
決定するものとします。

2.	前項の審査の結果、会員が本規程または会員規約を遵守していない
と当行が認めた場合には、当行は当該会員のポイント交換を拒否また
は留保することができるものとします。
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第10条（ポイントの譲渡禁止）
本人会員は、自己に付与されたポイントにかかる権利を第三者に譲渡等
できないものとします。

第11条（権利の喪失）
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当行は本人会員に付与し
たポイントおよびポイント交換の権利を喪失させることができるものとしま
す。
（1）本カードの退会、会員資格取消等本カードの会員資格を喪失した

場合（但し、家族会員の退会は除きます）。
（2）当行に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
（3）本規程または会員規約に違反した場合。

第12条（提供済商品等の扱い）
1.	会員にポイント交換により提供した商品等は、別の商品等との再交換
はできないものとします。また、提供済の商品等の交換を取消し、当該
交換したポイント数を本人会員に戻すことはできないものとします。

2.	会員がポイント交換により提供を受けた商品等に関する瑕疵等につい
ては、会員は当該商品等の提供者である提携事業者との間で解決す
るものとします。

第13条（公租公課の負担）
1.	提供された商品等に課せられる公租公課は本人会員の負担とします。
2.	前項の公租公課に関する申告、納付等は本人会員の責任において行
うものとし、当行は何ら責任を負わないものとします。

第14条（本サービスに関する疑義等）
ポイントの有効性、ポイント数、商品等、その他の本サービスに関して生じ
る疑義は、当行の決するところによるものとします。

第15条（ポイントサービスの終了、中止、変更等）
1.	当行は、いつでも本サービスを終了、中止または内容を変更することが
できるものとし、本人会員はあらかじめその旨を承認するものとします。こ
の場合、当行は終了、中止または変更する旨を、当行ホームページ上
にて告知するか、または本人会員に通知するものとし、本サービスは、
当該告知または通知にて指定する期日をもって、終了、中止または変
更されるものとします。

2.	本サービスの終了、中止または変更により会員に生じた損害について
は、当行は一切の責任を負わないものとします。
3.	本サービスの内容は、日本国の法令等のもとに規制されることがありま
す。

（2014年4月15日改定）
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