
ポイント商品交換期間

2017

2017年4月15日～2018 年3月31日
くわしくはP2～4をご覧ください。
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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クレジット
チャージ、au�WALLET�プリペイドカードチャージ、ウェブマネー等）はポイント付与の対象外
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2017 2020年3月31日
三菱東京UFJポイント2016 2019年3月31日
三菱東京UFJポイント2015 2018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。

三菱東京UFJポイントのご応募までの流れ

2017年4月10日ご請求分→2018年3月12日ご請求分ポイント獲得期間

※2018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。

2017年4月15日〜2018年3月31日応募受付期間

※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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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/
P5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（自動音声応答）で応募
P6に記載のポイントの交換方法「お電話（自動音声応答）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。

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
P5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
2018年3月12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。
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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、2017年4月15日〜2018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（2015年度、2016年度、2017
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・返品や、お届け先の変更・お
届け日の指定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、
P5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）。
●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、ゴールドカード切替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クレジットチャージ、au�WALLET�プリペイドカードチャージ、ウェブマネー等）
はポイント付与の対象外です。
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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

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」を押す

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。

※応募の確認は応募履歴よりご確認いただけます。郵送または電話から応募された場合は応募
履歴が表示されません。
※アクセス方法を変更する場合がございます。

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移行先へ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

 各種お問い合わせ  9：00 〜17：30
 （土・日・祝日および12/30〜1/3は休業） 50
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■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「16桁のカード上の会員番号」を入力

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移行先
へのご応募は、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

ポイントデスク 0120-353-767
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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）」を押す

④ご請求のある最新の照会月を選択し「照会」を押す

※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」を押すと、「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 通常時
（4月～翌年1月）

応募集中時
（2月～ 3月）

インターネット／
電話（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
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※イメージ

dyson DC43 motorhead
幅広い用途に使えるパワフルなコードレスハンディ
クリーナーです。
サイズ／H20.4×W14.5×D41.0㎝　重さ／約1.6㎏　付属
品／コンビネーションノズル、隙間ノズル　型番／DC43MH

6,700 point

サイズ／H57.9×W20.0×D20.0㎝　重さ／約2.5㎏　消
費電力／最大1200W　付属品／リモコン　型番／AM05WS

Dyson Hot+Cool™ファンヒーター 
AM05

8,550 point

パワフルな風で
冬は均一に部屋を暖め、
夏は涼しくします。

アイロボット ロボット掃除機 ルンバ680
3段階クリーニングシステムなどの清掃機能を搭載
したスタンダードモデルです。
サイズ／約H9.2×W34.0㎝　重さ／約3.6㎏　電源／充電式
リチウムイオン電池（充電時間：約3時間）　稼働時間／最大60分
（通常清掃時）　付属品／バッテリー（内蔵）、ホームベース、デュ
アルバーチャルウォール、交換用フィルター、お手入れカッター、
電源コード、乾電池　型番／R680060

10,400 point

アイロボット ブラーバ380j
皮脂汚れや食べこぼしのあとまでキレイにする床拭
きロボットです。
サイズ／約H7.9×W24.4×D21.6㎝　重さ／約1.8㎏　消費
電力／35W（充電時）　付属品／急速充電スタンド、NorthStar
キューブ（動作確認用乾電池付属）、ウェットクリーニングパッド、
ドライクロス（白）、ウェットクロス（青）、交換用導水キャップ　型
番／B380065

8,800 point

アイロボット ブラーバジェット240
床を念入りに拭き掃除でき、雑巾がけのスッキリ感
が続きます。
サイズ／約H8.4×W17.8×D17.0㎝　重さ／約1.2㎏　消費
電力／15W（充電時）　付属品／リチウムイオンバッテリー、バッ
テリー充電器、クリーニングパッド、スターターキット（使い捨てパッ
ド3種×各2枚）　型番／B240060

7,050 point

商品番号201 商品番号202

商品番号204 商品番号205

商品番号 203

バ ラエティ
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※イメージ

※イメージ

日立 サイクロン式クリーナー
2段階ブーストでごみを分解・圧縮でき、ごみ捨て
も簡単です。
サイズ／約H27.5×W23.0×D35.8㎝　重さ／約2.9㎏　仕
様／2段ブーストサイクロン式　消費電力／約850～180W　付
属品／すき間用吸口、お手入れブラシ　型番／CV-S51R A

6,400 point

レイコップ LITE
ふとんクリーナーに必要な基本性能を詰め込んだ軽
量＆コンパクトモデルです。
サイズ／約H15.1×W30.0×D35.2㎝　重さ／約2㎏　消費
電力／330W　付属品／収納袋、ダストボックス、標準フィルター　
型番／RE-100JWH

4,500 point

サイズ／組立時：約H103×W148×D56㎝、折り畳み時：約
H86×W83×D56㎝　重さ／約14㎏　素材／スチール（リ
ム：アルミ合金）　型番／MG-HM20R

ハマー　FDB20R

フレーム部分折り畳み機能
搭載で収納・移動に便利な
おしゃれ自転車です。

6,300 point

日立 紙パック式クリーナー
小型・軽量ボディでパワフルなうえ、ゴミ捨てがラ
クな紙パック式です。
サイズ／H21.4×W25.6×D28.8㎝　重さ／約3.3㎏　消費
電力／約1000～300W　付属品／すき間用吸口、紙パック（本
体装着）×1枚　型番／CV-KVD5 A

4,500 point

※JIS耐振動試験合格品（フレーム） ※ライトは別売りとなります。 ※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。

エレクトロラックス エルゴラピード・リチウム カラーポップ
ワンタッチでハンディクリーナーに。棚や階段も手
軽にお掃除できます。
サイズ／約H107.0×W26.3×D15.0㎝　重さ／2.4㎏　電
源／AC100V充電式　消費電力／7.5W（1時間充電）　付属
品／隙間ノズル、ブラシノズル、ACアダプター＆充電ステーショ
ンセット　型番／ZB3101

5,150 point

※イメージ

商品番号 206

商品番号 208 商品番号 210

商品番号 209

商品番号207
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※イメージ

キャプテンスタッグ ストレッチ 伸縮4輪キャリー TYPE2
かさばる荷物も楽に運べる大容量ワゴンです。アウ
トドア以外の用途にも大活躍します。
サイズ／組立時：約H96.5×W113.0×D52.0㎝、収納時：約
H76.0×W52.0×D20.0㎝　重さ／約12.3㎏　耐荷重／約
80㎏　型番／UL-1006

※収納時

4,200 point

日立 ふとん乾燥機
マットを使わないふとん乾燥機です。くつや衣類も
乾燥できます。
サイズ／約H33.8×W28.3×D20.6㎝　重さ／約4㎏　消費
電力／最大680W　付属品／ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾
燥アタッチメント、ふとん乾燥アタッチメントホルダー　型番／
HFK-V330V

3,000 point

シャープ 超音波ウォッシャー
水洗いできる衣類の部分洗いにお勧め。超音波振
動で汚れをなぞって落とします。
サイズ／約H16.8×W4.0×D4.0㎝　重さ／約200g　電源
／ニッケル水素蓄電池 DC4.8V 900mAh　消費電力／約7W　
使用可能時間／約30分（満充電時）　付属品／USBケーブル、
ACアダプター、スタンド、パフ、パフケース　型番／UW-A1-P

※イメージ

3,400 point

サイズ／H54.0×W31.1×D21.0㎝　重さ／4.1㎏　消費
電力／ターボ時：28W （50Hz）、33W （60Hz）　型番／
F-PDM30-W

パナソニック 空気清浄機

3,300 point

子供部屋などにおすすめの、
手軽につかえる

軽量コンパクトモデルです。

高圧洗浄機　K2クラシック
女性にも扱いやすい軽量＆コンパクトな家庭用高圧
洗浄機です。
サイズ／約H24.3×W17.1×D39.3㎝　重さ／約3.8㎏　消
費電力／1000W　セット内容／1ジェットノズル、高圧ホース
（5m）、トリガーガン、本体側カップリング　型番／1.600-
970.0

2,700 point

商品番号 211 商品番号212

商品番号214 商品番号215

商品番号213

バ ラエティ
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※イメージ

ティファール 衣類スチーマー アクセススチーム
パワフル連続スチームでお出かけ前にサッと衣類の
シワのばしができます。
サイズ／約H28.3×W11.0×D18.0㎝　重さ／約900g　容
量／0.185ℓ　消費電力／1200W　付属品／アタッチメント
ブラシ、ヘッドカバー、ドアフック　型番／DR8058J0

2,500 point

ロゴス サンシェード
ビーチやキャンプで大活躍の3～4人用。組立ても
片付けも簡単な日よけテントです。
サイズ／使用時：約H90×W235×D113㎝、収納時：約H5×
W70×D70㎝　重さ／約1.5㎏　仕様／3～4人用　付属品／
ペグ×2本、砂袋×4個、収納袋　型番／71809013

※収納時

1,550 point

ヴィックス スチーム加湿器
あたたかい蒸気でお部屋にうるおいを与えるスチー
ム式加湿器です。
サイズ／約H32.5×W27.0×D16.5㎝　重さ／約1.5㎏　容
量／約4ℓ　仕様／連続使用時間（弱/約26時間・強/約12時
間）、加湿量2段階切替　消費電力／130W（弱）、260W（強）　
付属品／リフレッシュ液177㎖、芳香パッド×1枚　型番／V750

※リフレッシュ液

※適用床面積：木造 ～5畳
コンクリート ～8畳

2,000 point

ケルヒャー 窓用バキュームクリーナー
バキューム機能で水ダレせず、拭きあとが残りません。
サイズ／約H35.5×W28.0×D13.0㎝　重さ／約700g　容
量／100㎖　付属品／スプレーボトル、ワイパーヘッド、ワイプパッ
ド、窓用洗浄剤　消費電力／12W　充電時間／3時間（約20分
使用可能）　型番／WV50P

2,350 point

サイズ／約H13.8×W21.0×D10.5㎝　重さ／約925g　
容量／約140㎖　消費電力／1200W　付属品／収納ケース　
型番／CSI-205

日立 コードレススチームアイロン

パワースチームで
頑固なシワも
キレイに仕上がります。

1,550 point

商品番号216 商品番号217

商品番号 218 商品番号219

商品番号 220
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※イメージ

サイズ／使用時：約H24×W39×D33㎝、収納時：約H28×
W39×D16㎝　重さ／約1.7㎏　素材／アルミ合金、ABS樹脂、
PVC樹脂　最大使用質量／100kg　型番／ML1.0-1（WH） 

ルカーノ・1ステップ

置くだけで
インテリアにもなる
可愛いデザインの踏み台です。

1,350 point

リュック型ピラミッドバッグ防災12点セット
もしもの時に役立つアイテムをセットにしました。
サイズ／約H30×W33×D18㎝　重さ／約1.2㎏　セット内容
／リュック型ピラミッドバッグ、レスキューシート、防災用ウェット
ティッシュ、ソーラー＆ダイナモLEDライト、携帯用ミニトイレ、軍手、
ロープ、笛、ティライトキャンドル10P、冷熱遮断アルミシート、防
災のしおり、非常用給水バッグ3ℓ×各1個　型番／36210

※イメージ

850 point

シチズン デジタル電波目覚まし時計
カラー液晶でスッキリ見やすい多機能表示の目覚ま
し時計です。
サイズ／約H7.8×W13.8×D4.5㎝　重さ／180g　仕様／電
子音アラーム、常時点灯ライト、カレンダー、温度、湿度、環境目安
表示　電源／単4形乾電池×3本（停電補償電池付属）　型番／
8RZ121-002
※ACアダプターを接続してご使用ください。

1,000 point

agney* ジグソープレートセット
食育と知育を兼ね備えた、天然素材の楽しい食器
です。
サイズ・セット内容／プレート小（約H2.1×W13.0×D13.0㎝）
×2枚、プレート大（約H2.1×W24.5×D13.0㎝）×1枚、ス
プーン（約L11.0㎝）×1本、フォーク（約L11.0㎝）×1本　重
さ／約530g　素材／天然孟宗竹ウレタン塗装　型番／AG-
024JTS

※イメージ

1,050 point

キャプテンスタッグ フローティングLEDランタン ソーラー&USB充電式
高光度LEDを装着した防水タイプで水に浮くランタ
ンです。
サイズ／約H16.7×φ9.5㎝　重さ／約200g　電源／ソーラー
充電：5.5V、USB充電：リチウムポリマー電池　型番／UK-
4013

1,000 point

※イメージ

商品番号 222 商品番号223

商品番号 224 商品番号225

商品番号 221

バ ラエティ
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※収納イメージ

サイズ／約H31.0×W38.5×D46.0㎝　耐荷重／天板：約2
㎏、全体：約4㎏　型番／FR-30BR/WH前開き収納ボックス

フタが大きく開き、
取り出しやすい
収納ボックスです。

650 point

ライオン スーパーナノックスバラエティギフト
お洗濯・キッチンにうれしい実用性の高いギフトセッ
トです。
セット内容／トップスーパーNANOX450g×1本・同つめかえ用
360g×3袋、香りとデオドラントのソフランプレミアム消臭プラ
ス フローラルアロマの香り620㎖×1本・同つめかえ用480㎖×
1袋、CHARMY Magica フレッシュピンクベリーの香り230㎖
×1本　型番／LNN-30A

800 point

愛媛今治産ジャガード織りバスタオル
今治の職人が織り上げた世界も認めるバスタオル
です。
サイズ／約H120×W60㎝　重さ／約230g　素材／綿
100％　型番／860325　今治認定番号：第2014-908号

450 point

ガーゼパイルタオルハンカチ2枚と新疆綿無撚糸タオルハンカチ2枚
ふわふわで心地よい肌触りが魅力のタオルハンカチ
です。
サイズ／約H25×W25㎝　重さ／約90g　素材／綿100％　
セット内容／タオルハンカチ×4枚　型番／83010

200 point

愛媛今治産ジャガード織りフェイスタオル2枚
ふんわり優しい別格の使い心地。
サイズ／約H80×W34㎝　重さ／約180g　素材／綿100％　
セット内容／フェイスタオル×2枚　型番／860320　今治認定
番号：第2014-908号

400 point

商品番号226 商品番号228

商品番号 229 商品番号230

商品番号227
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※イメージ

象印 IH炊飯ジャー
強火で炊き続け、うまみをしっかり引き出す豪熱沸
とうIH炊飯器です。
サイズ／約H20.5×W25.5×D37.5㎝　重さ／約4㎏　炊飯
容量（白米）／0.5～5.5合　消費電力／1105W　付属品／白
米用計量カップ、無洗米用計量カップ、しゃもじ、しゃもじ受け　
型番／NP-VQ10-TA

※イメージ

4,550 point

プリンセス テーブルグリルピュア
焦げつきにくく、お手入れも簡単なホットプレート
です。
サイズ／約H7.0×W61.4×D22.2㎝　重さ／約3.4㎏　消費
電力／1300W　付属品／台座、温度調節プラグ、オイルトレー、
スパチュラ×6枚　型番／103030

※イメージ

3,900 point

ZAIGLE PLUS
赤外線直火調理で、こんがりおいしい焼き上がり。
サイズ／H27.5～35.3×W42.3×D40.0㎝　重さ／約3.8㎏　
消費電力／1200W　付属品／油受け皿、プレート、プラス専用
カバー　型番／JAPAN-ZAIGLE PLUS

※イメージ

6,200 point

日立 コンベクションオーブントースター
熱風で油を使わず調理でき、ヘルシーで多彩なメ
ニューが楽しめます。
サイズ／約H24.9×W37.6×D41.3㎝　重さ／約5.7㎏　消
費電力／1300W　付属品／レシピブック、オーブン皿、焼き網、
グリップ　型番／HMO-F100-R

※イメージ

3,550 point

サイズ／H21.8×W41.2×D31.5㎝　重さ／約6.3㎏　容量
／約40㎖　消費電力／1410W　付属品／焼き網、トレイ、メ
ニュー集　型番／AX-H1-R

シャープ ヘルシオグリエ

8,450 point

たっぷりの過熱水蒸気で
お惣菜もパンも
作りたてのおいしさに。

商品番号231

商品番号232 商品番号233

商品番号234 商品番号235

キッチン＆テーブル
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※イメージ

レコルト ハンディブレンダー スリム プラス
女性の手にしっかりフィット。軽くてスリムなハンディ
ブレンダーです。
サイズ／約H36.0×W5.8×D5.8㎝　重さ／約550g　消費
電力／200W　付属品／レシピブック　型番／RHB-1（W）
※一部食器洗浄機不可

1,500 point

ブラウン パワーブレンド3 ブレンダー
ハイパワーで仕上げるので風味の良い本格スムージー
も簡単です。
サイズ／約H38.5×W19.0×D18.5㎝　重さ／約3.5㎏　容
量／約1.25ℓ　消費電力／480W　付属品／ブレンダー　型
番／JB3060WHS

2,550 point

siroca IH調理器
最大出力1400Wで強火料理もOK。サクッとおい
しい揚げ物も楽しめます。
サイズ／約H5.8×W27.6×D34.5㎝　重さ／約2.1㎏　消費
電力／1400W　付属品／マグネット式電源コード　型番／SI-
C121

2,300 point

ティファール インジニオ・ネオ IHルビー・エクセレンス セット6
チタン・エクセレンスコーティングのティファール最
高峰IHシリーズです。
セット内容・サイズ・重さ・容量／フライパン（φ22㎝・約710g・
約1.7ℓ）、フライパン（φ26㎝・約980g・約2.3ℓ）、ソースパ
ン（φ18㎝・約700g・約2.3ℓ）、バタフライガラスぶた（φ18
㎝・約325g）、シールリッド（φ18㎝・約75g）、専用取っ手×
各1個　型番／L66391

3,100 point

サイズ／約H15.0×W44.0×D25.5㎝、内径φ24.0㎝　重さ／約1.4㎏　容量／約3.3ℓ　素材／
アルミニウム合金（フッ素樹脂加工・底面溶射）、強化ガラス　付属品／レシピブック　型番／RHF-302
※IH電磁調理器対応可　※食器洗浄機不可

レミパンプラス

2,150 point

新しいレミパンは、
キッチンツールがくっつく
マグネット内蔵
ハンドル付きです。

商品番号240

商品番号236 商品番号237

商品番号238

商品番号239
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※イメージ

サイズ／約H19.0×W16.5×D31.5㎝　重さ／約1.5㎏　
消費電力／900W　付属品／ほこりよけカバー　型番／
TTP220J-WH

デロンギ TRUEポップアップトース
ター

外はカリッと、
中はふわふわの
おいしいトーストが焼けます。

1,200 point

オークス レイエ グリルホットサンドメッシュ
サクッとふっくらホットサンドが、魚焼きグリルで簡
単に作れます。
サイズ／約H4.0×W25.0×D16.2㎝　重さ／約260g　素
材／ステンレス鋼（クロム18％、ニッケル8％）　型番／
LS1515

※イメージ

750 point

スプレッド ザットバターナイフ
熱伝導で冷たいバターがあっという間に食べごろに。
サイズ／約H0.2×W17.6×D1.7㎝　重さ／約85g　素材／
銅合金（チタン加工）、シリコン　型番／SPR21R

※イメージ

750 point

ジョセフジョセフ スライス&シャープン
包丁を使う直前に研げる、包丁研ぎ器が一体化し
たまな板です。
サイズ／約H1.0×W29.5×D22.0㎝　重さ／約305g　素
材／ポリプロピレン、サーモプラスティックラバー、セラミック　
型番／601084
※包丁研ぎ器は、セラミック刃・鋸刃・片刃は使用できません。

※イメージ

700 point

燕人の匠［プライム］ ステンレスタンブラー300ml 2P
匠の技が光るタンブラーです。ビールや冷たいお茶、
アイスコーヒーに。
サイズ／H10.3×φ7.5㎝　重さ／約100g　容量／300㎖　
素材／18-8ステンレス鋼　セット内容／タンブラー×2個　型番
／ES-400
※食器洗浄機不可

800 point 商品番号243 商品番号244

商品番号245 商品番号246

商品番号 242

キッチン＆テーブル
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※イメージ

クロワッサン モーニングセット11PC
シンプルなデザインに機能を備えた実用的なアイテ
ムです。
セット内容・サイズ・重さ／コーヒースプーン（L12.3㎝・約10g）
×5本、ヒメフォーク（L12.6㎝・約9g）×5本、バターナイフ（L13.4
㎝・約10g）×1本　素材／18-0ステンレス　型番／CR-21

250 point

サイズ／約H23.3×W11.6×D11.6㎝　重さ／約1㎏　容
量／200g　消費電力／200W　付属品／専用スパチュラ、専
用レシピ　型番／RCP-2（P）

レコルト カプセルカッターキャトル

硬い氷や凍らせたフルーツも
粉砕するパワフルな
フードプロセッサーです。

1,250 point

やきぱー!キャベツのみじん切り
料理の手間を簡単に。キャベツの粗みじん切りがざ
くざくできます。
サイズ／H1.4×W9.0×D26.8㎝　重さ／約75g　素材／
18-8ステンレス、ポリプロピレン　型番／YP-605

※イメージ

200 point

オークス レイエ 計量みそマドラー
くるっと回してカンタンに味噌を計量でき、そのま
まお鍋で溶かせます。
サイズ／約W4×L20㎝　重さ／約20g　素材／ステンレス鋼（ク
ロム18％、ニッケル8％）、ナイロン　型番／LS1500

※イメージ

450 point

シリコーン水切りマットミニ
オールシリコーン製水切りマットです。洗った食器
や野菜のちょっと置きに。
サイズ／H1×W27×D17㎝　重さ／約160g　素材／シリコー
ンゴム（耐熱温度220℃）　型番／KA-021

250 point

※イメージ

商品番号 247

商品番号251

商品番号248

商品番号249

商品番号 241
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※イメージ

サイズ／H6.1×W9.2×D14.9㎝　重さ／約190g　素材／ABS、真鍮、
アクリル、シリコーンゴム、エラストマー、ステンレス、ナイロン、プラチナ　型
番／PEC-L1706

MTG ReFa CARAT

ローラーが深くつまみ流す
動きで、
肌を美しく引き締めます。

4,050 point

パナソニック エアーマッサージャー レッグリフレ
足先からふくらはぎまでしぼり上げ、足先を温めな
がら足裏をマッサージします。
サイズ／操作器：約H5.0×φ14.5㎝、足用アタッチメント：約
H39×W57×D30㎝　重さ／1.6㎏　消費電力／21W　付
属品／足裏用パッド、すね用パッド　型番／EW-RA86-P　医
療機器認証番号／228AHBZX00013000 

5,500 point

タニタ 体組成計 インナースキャンVoice
音声ガイダンス付き体組成計です。乗るピタ機能で
測定も簡単です。
サイズ／約H3.7×W35.2×D30.0㎝　重さ／約1.6㎏　電源
／単3形アルカリ乾電池×4本（動作確認用付属）　型番／
BC202

2,650 point

パナソニック スチーマーナノケア コンパクト
ナノサイズのスチームが角質層まで浸透し、うるお
いとハリのある肌に。
サイズ／H16.3×W10.4×D14.8㎝　重さ／約700g　容量
／約90㎖　消費電力／290W　付属品／アロマタブレット（真
正ラベンダー）　型番／EH-SA37-P

※イメージ

4,350 point

パナソニック 目もとエステ
アロマの香りを楽しみながら、ハリ感と明るさのあ
る目もとに。
サイズ／約H6.0×W14.1×D10.4㎝　重さ／約190g　電
源／AC100～240V充電式　消費電力／6W（充電時）　付属
品／アロマタブレット（お試し用）、バンド　型番／EH-SW55-P

※イメージ

3,700 point

商品番号 253 商品番号 254

商品番号 255

商品番号 256 商品番号 257

ヘルス＆ビューティー
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※イメージ

西川リビング 羽毛肌掛けふとん
肌触りがよく保温性のある肌掛けふとんです。ご家
庭で洗えます。
サイズ／約W1.5×L2.1m　素材／側地：ポリエステル85％・
綿15%、詰めもの（約300g）：ホワイトダックダウン85%・フェ
ザー15％　型番／1342-54416-10
※洗濯機対応（ネット使用）

※イメージ

2,200 point

背筋がGUUUN 美姿勢座椅子
快適な座り心地で、美姿勢をクセづけてくれる多機
能座椅子です。
サイズ／約H18（～56）×W49×D60（～97）㎝　重さ／3.9
㎏　素材／ポリエステル、ウレタンフォーム、ポリエチレン　型番
／0070-2058-00

※イメージ

2,200 point

タニタ 上腕式血圧計
装着が簡単なクリップアームカフ付きで2名分の測
定結果を90回記録します。
サイズ／H5.7×W9.3×D14.4㎝　重さ／約228g　電源／単
3形乾電池×4本（動作確認用付属）　付属品／カフ、スタンド　型
番／BP-523　医療機器認証番号／227AABZX00085000

※イメージ

1,700 point

MTG FACIAL FITNESS PAO
口にくわえて首を振るだけ。たるみ、シワ、ほうれ
い線対策に。
サイズ／約H3.5×W54.0×D6.5㎝　重さ／約110g　素材
／本体：熱可塑性ポリウレタン、ステンレス、ポリカボネート＋
ABS樹脂、マウスピース：熱可塑性エラストマー、マウスピースケー
ス：ポリプロピレン、ウェイト：亜鉛・ABS樹脂、ポーチ：ポリエス
テル　型番／FF-PO1858F-W

2,250 point

サイズ／H24.5×W7.8×D9.7㎝　重さ／約620g　消費電力／1200W
（温風モード）　付属品／スムージングノズル、スタイリングコンセントレーター、
ディフューザー、収納ストラップ、滑り止めマット　型番／HD01IIF

dyson supersonic 
ヘアードライヤー

パワフルな風で髪を素早く
乾かしながら、過度な熱による
ダメージを防ぎ、
輝く髪へと導きます。10,400 point

※顎や頸椎に異状のある方、くわえた際に吐き気を感じる
症状をお持ちの方はご使用になれません。その他、挿し歯、
インプラント等ご使用の方や持病等によってはお使いいた
だけない場合がありますので、ご使用の前に必ず医師にご
相談ください。

商品番号 252

商品番号 259

商品番号 260 商品番号 261

商品番号 258
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ライオン キレイキレイギフトセット
バイ菌から手肌を守る、泡で出るハンドソープ キレ
イキレイのギフトセットです。
セット内容／キレイキレイ薬用泡ハンドソープポンプ250㎖×1本・
同つめかえ用200㎖×2袋、キレイキレイ薬用泡ハンドソープフルー
ツミックスの香りポンプ250㎖×1本・同つめかえ用200㎖×1袋　
型番／LKG-20S

600 point

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／約H21.5×W20.8×D8.9㎝　重さ／約475g　消
費電力／1200W（ターボ時）　型番／EH-NE58-N

1,000 point

サイズ／約H11.8×W9.9×D9.9㎝　重さ／約190g　電
源／単3形アルカリ乾電池×4本（動作確認用付属）　型番／
TT555

タニタ コンディションセンサー シラセ
ル

光と音で室内環境の
コンディションをお知らせする
温湿度計です。

1,000 point

オムロン ネックマッサージャ
首、肩、腰、ふくらはぎ、太ももなど、さまざまな部
位に使用できます。
サイズ／約H3.4×W3.6×D1.8㎝　重さ／約1.2㎏　消費電
力／30W　型番／HM-142-WR　医療機器認証番号／226
AABZX00086000
※ペースメーカーなどの医用電気機器との併用不可。

1,600 point

タニタ デジタル血圧計（手首式）
どこでも使える手首式です。1人分の測定結果を過
去90回分まで記録できます。
サイズ／約H8.7×W6.5×D2.8㎝　重さ／約125g　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　型
番／BP513　医療機器認証番号／227AABZX00086000

※イメージ

1,050 point

※適応手首周り：12.5～21㎝

※イメージ

商品番号 262 商品番号 264

商品番号 265 商品番号 267

商品番号 266

ヘルス＆ビューティー
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※イメージ

ドリテック 音波式電動歯ブラシ
コスメのようなデザインの音波式電動歯ブラシです。
キャップ付きで携帯に便利です。
サイズ／約H16.5×φ1.7㎝　仕様／約22,000回/分の高速
振動　電源／単4形乾電池×1本（別売）　付属品／交換用歯ブ
ラシ　型番／TB-306PK
※ペースメーカーなどの医用電気機器をご使用の方は医師とご
相談のうえ、ご利用ください。

500 point

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知らせます。
サイズ／約H12.8×W1.8×D0.8㎝　重さ／約10g　素材／
ABS樹脂　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　型番／CT422-BL　医療機器認
証番号／219ADBZX00169000

250 point

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る炭酸ガス発泡入浴料の
セットです。
セット内容／豊後長湯、信州木曽、十和田八幡平 各40g×3個　
型番／82434
※本品は、温泉の湯を再現したものではありません。

200 point

サイズ／約H28.0×W28.5×D2.8㎝　重さ／約1.6㎏　電源
／単4形乾電池×4本（動作確認用付属）　型番／HBF-226-DB
※ペースメーカーなどの医用電気機器との併用不可。

オムロン 体重体組成計

使いやすく、
収納もスマートな
スリムデザインです。

1,350 point

西川リビング 肩口フィット枕
肩口にフィットする立体キルト縫製で首を優しく支
えます。
サイズ／約W63×D43㎝　素材／側地：綿100％、詰めもの：
ポリエステル100％　型番／2435-55638
※手洗い対応

500 point

商品番号 263

商品番号 269商品番号 268

商品番号 270 商品番号 271
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※イメージ

エース トローリー アバロン ファビオ
自在に動く4輪キャスターが付いた定番トローリー
です。
サイズ／約H46×W34×D23㎝　重さ／約2.4㎏　容量／約
20ℓ　型番／26760-01

1,600 point

パーカー ソネット オリジナル ブラックマルチファンクション
高級感のあるスタイルと実用性を兼ね備えたマルチ
ファンクションペンです。
サイズ／約φ1.0×L13.9㎝　重さ／約20g　素材／ステンレ
ススチール　型番／S111306120

1,000 point

カシオ 電波ソーラースポーツウォッチ
10気圧防水に加え、ラップ・スプリットタイムを
120本記録できます。
サイズ／約H4.9×W4.5×D1.1㎝　重さ／約46g　電源／タ
フソーラー（ソーラー充電システム）　型番／STW-1000-7JF

2,200 point

※イメージ

サイズ／約H16.4×W6.1×D6.7㎝　重さ／約173g　電
源／AC100～240V充電式　消費電力／9W　付属品／トリ
マー、保護キャップ　型番／S5076/06

フィリップス メンズシェーバー

ヘッドが5方向に動いて
すばやく深剃りします。
お風呂シェーブ対応です。

2,400 point

HIDEO WAKAMATSU ナロー
サイレント走行でストレスフリーです。使い勝手抜群
の超軽量スーツケースです。
サイズ／約H69×W46×D27㎝　重さ／3.6㎏　容量／64ℓ　
素材／ポリカーボネート　型番／85-76192

3,950 point

※開口時

商品番号274

商品番号273

商品番号276 商品番号277

商品番号275

ファッション＆ビジネス
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※イメージ

※開口時

サイズ／約H30×W42×D11㎝　重さ／約2㎏　素材／ポリ
カーボネート　付属品／ショルダーベルト　型番／80616-01エース ゼロハリバートン アタッシェ

軽量化を重視した
ポリカーボネート製の
アタッシェケースです。

5,750 point

ショッピングバッグ
四隅についたホックを留めればマチができて形が変
わる2Wayバッグです。
サイズ／約H40×W53㎝、持ち手：約20㎝、収納時：約16×
14㎝　重さ／約60g　素材／ポリエステル　型番／DJQ-
4611

※収納時

250 point

ミラショーン 紳士ミニ傘
軽く、折り畳みもスムーズなトップレス式のミニ傘で
す。
サイズ／L60㎝（7本骨）、折り畳み時：L27㎝　重さ／203g　
型番／062-55780-65-75-60

※折り畳み時

800 point

マブワールド 超軽量24本骨傘江戸
さりげない小紋の透かし柄が印象的。日本の伝統
美を表現した傘です。
サイズ／60㎝（24本骨）　重さ／約475g　型番／MBU-
24E01

900 point

hacobel 吸水傘ケース 2way・BK
バッグに合わせて付け方を変えられる2wayタイプ
の吸水傘ケースです。
サイズ／H29×W10×D2 ㎝　 重さ／ 約75g　 型番 ／
S413BK

※イメージ

550 point

商品番号272

商品番号278

商品番号281商品番号280

商品番号279
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チリワイン サンタ・アリシア レゼルヴァ&貴腐ワインセット
数々の賞に輝くサンタ・アリシア。様々なブドウ品種
が楽しめる6本セットです。
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

1,500 point

フランス ボルドーAOC金賞受賞ワイン
仏コンクールで金賞に輝いたボルドー産AOCワイ
ンをお楽しみください。
セット内容／シャトー・ギルボ・プレザンス、シャトー・ドリヨン、シャ
トー・ラ・クロワ・ドゥルケ、シャトー・ラ・ボルヌ・ブリアン、シャ
トー・ガバロン・ブラン 各750㎖×1本　生産国／フランス

1,800 point

東北ブランド米セット 5kg×2袋
米どころ山形県・宮城県のお米を食べ比べられる、
こだわりのセットです。
セット内容／特別栽培米山形県産つや姫、宮城県産ささにしき
各5㎏×1袋　賞味期限／精米日より冷暗所約1カ月　生産地／
山形県、宮城県

1,850 point

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
※産地直送のため、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

柔らかくきめ細やかで
上品な旨みのある和牛肉を
ご堪能ください。

1,900 point

エノテカおすすめ ワイン伝統国の厳選ワインセット
ヨーロッパ有名ワイナリーの歴史と伝統が息づくワ
インをセレクトしました。
セット内容／アニョー・ルージュ、カデ・ドック・カベルネ・ソーヴィ
ニヨン、サンタ・クリスティーナ・ロッソ、サンタ・クリスティーナ・
ビアンコ、サングレ・デ・トロ、サングレ・デ・トロ・ブランコ 各
750㎖×1本　生産国／フランス、イタリア、スペイン

1,900 point

※イメージ

商品番号283

商品番号286商品番号 285

商品番号284

商品番号 282

グルメセレクション
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※イメージ

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。
セット内容／350㎖×24缶　賞味期限／製造日より270日　生
産国／日本

1,300 point

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％のビールです。
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

1,200 point

ボローニャ 缶deボローニャセット
長期保存が可能なパンです。非常食用にもレジャー
のお供にも便利です。
セット内容／プレーン、メープル、チョコ×各4缶（1缶2個入）　
賞味期限／製造日より3年　アレルギー／小麦、卵、乳　加工地
／日本

1,250 point

セット内容／カデ・ドック・カベルネ・ソーヴィニヨン、カデ・ドック・メルロ、カデ・ドッ
ク・シャルドネ、マプ・カベルネ・ソーヴィニヨン、マプ・メルロ、マプ・ソーヴィニヨン・
ブラン 各750㎖×1本　生産国／フランス、チリ

エノテカおすすめ シャトー・ムートンが
手がけるカジュアルワインセット

ボルドー第一級シャトー、
シャトー・ムートン直系の
ワインです。

1,500 point

全国味めぐりお米セット
今話題の銘柄や食味ランキングで評価の高いお米
のセットです。
セット内容／北海道産ゆめぴりか、山形産つや姫、青森産青天の
霹靂、新潟魚沼産こしひかり、香川産おいでまい、熊本産森のく
まさん 各約2合（300g）×2袋　賞味期限／精米日より冷暗所
約6カ月（未開封）　生産国／日本

1,150 point

商品番号 288

商品番号 291商品番号 290

商品番号 289

商品番号287

※ 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。
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※イメージ

有機えごま油・有機アマニ油セット
無添加、無精製の有機JAS認定オメガ3オイルをセッ
トにしました。
セット内容／有機えごま油×2本、有機アマニ油×1本（各110g）　
賞味期限 ／ 製造日より1年半　 生産国 ／ 日本　 型番 ／
4573305960127

1,050 point

北魚沼こしひかり5kg
食味・色・つや・粘りの全てがバランスのとれた最
高級品です。
賞味期限／精米日より冷暗所約1カ月　生産地／新潟県

1,000 point

セット内容／野菜たっぷりトマトのスープ、野菜たっぷりかぼちゃのスープ、野菜たっぷり豆
のスープ、野菜たっぷりきのこのスープ 各160g×4個　賞味期限／製造日より4年（未開
封）　アレルギー／小麦、乳、大豆、豚肉、鶏肉、ゼラチン　生産国／日本　型番／SO-50

カゴメ 
野菜たっぷりスープセット

手軽に野菜が
摂取できるスープです。
非常食としてもぴったりです。

1,100 point

元気なシークヮーサー&ウコン
飲み会前、飲み会後にフルーティーでスッキリ爽や
かなドリンクを。
セット内容／100㎖×6缶×5パック　賞味期限／製造日より18
カ月　アレルギー／大豆　生産国／日本 

1,100 point

にほんのドライフルーツプライムセット
果物本来の味が楽しめる砂糖・保存料不使用のドラ
イフルーツです。
セット内容／サンふじ50g、たねなし巨峰40g、とちおとめ
25g、不知火35g、シャルドネ35g×各1袋　賞味期限／製造日
より180日　アレルギー／りんご　生産国／日本

1,000 point

商品番号292

商品番号294

商品番号 295

商品番号 298

商品番号 293

グルメセレクション
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※イメージ ※イメージ

信州りんごジュース無調整
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。
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％

950 point

新潟県産特別栽培米こしひかり2.5kg&南魚沼産こしひかり2kg
米どころ新潟県で丹精込めて作られたお米のおい
しさをご堪能ください。
賞味期限／精米日より冷暗所約1カ月　生産地／新潟県

1,000 point

1,000 point

食塩無添加桃太郎トマトジュース
北海道平取町産の桃太郎トマトを贅沢に100％使
用しました。
セット内容／190g×30本　賞味期限／製造日より730日　生
産国／日本　加工地／北海道

越後舞
様々な味・食感が楽しい5種類のおかき・おせんべ
いの詰め合わせです。
セット内容／きなこ餅×20枚、とろび揚げ×8枚、海苔しょうゆ×
20枚、豆入りおかき×14枚、餅つぶてサラダ6個入×8袋　賞味
期限／製造日より常温90日　アレルギー／小麦、大豆、ごま　生
産地／新潟県 

1,000 point

北海道産銘柄米セット2kg×2袋
味の違いが楽しめる、人気の北海道産米のセットで
す。
セット内容／北海道産ゆめぴりか2㎏×1袋、北海道産ななつぼし2
㎏×1袋　賞味期限／精米日より冷暗所約1カ月　生産地／日本

1,000 point 商品番号 299

商品番号 302

商品番号 301

商品番号 297商品番号 296
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※イメージ

浅草今半 牛肉佃煮詰合せ「おこの味連」
「老舗の味をお土産に」お客様からの声から誕生し
た牛肉すきやき佃煮です。
セット内容／牛肉すきやき60g、牛肉しいたけ70g、ほたて美味
煮80g、たらこくきわかめ80g×各1箱　賞味期限／製造日より
270日　アレルギー／小麦、牛肉、大豆 　生産国／日本　型番
／SO-30

900 point

カゴメ 野菜生活ギフト 地産全消果実めぐり
人気の野菜生活限定商品が楽しめるうれしい詰め
合わせです。
セット内容／沖縄フルーツミックス×6本、北海道ベリーミックス×
6本、紀州うめミックス×3本、瀬戸内柑橘ミックス×6本（各
190g）　賞味期限／製造日より540日　アレルギー／オレンジ、
りんご　生産国／日本　型番／YK-30

800 point

シベール ブランデーケーキ詰合せ（ブランデー・チョコレート）
大人な味のブランデーケーキとビターなチョコレー
トケーキのセットです。
セット内容／ブランデーケーキ、チョコレートケーキ×各1本　賞
味期限／製造日より4カ月　アレルギー／小麦、卵、乳、大豆　生
産国／日本　型番／BCH-30

850 point

セット内容／スペシャルブレンド・プレミアブレンド・摘みたてプレミアプロミネ
ントブレンド7.5g 5袋×各1箱、コロンビアブレンド・モカブレンド8.0g 5袋×
各1箱　賞味期限／製造日より540日　生産国／日本　型番／MCS-30SD

モンカフェ ドリップコーヒー

カップにのせて
お湯を注ぐだけで、豊かな味
と香りを楽しめます。

750 point

新宿中村屋 国産シリーズカレー詰合せ
こだわりの国産素材を使用した贅沢感のあるカレー
です。
セット内容／国産牛肉のビーフカリー、国産鶏肉のチキンカリー各
180g×2食、4種の国産野菜の野菜カリー、国産牛肉のビーフハ
ヤシ各180g×1食　賞味期限／製造日より540日　アレルギー
／乳、小麦、大豆、牛肉、鶏肉、豚肉、りんご、カシューナッツ　生
産国／日本

※イメージ

850 point商品番号303

商品番号306商品番号305

商品番号304

商品番号307

グルメセレクション
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※イメージ

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「健康サララ」の入ったオ
イルギフトです。
セット内容／べに花油、健康サララ、伝承のおいしさ 3種のブレン
ド 匠の油各350g×2本　賞味期限／製造日より720日　生産
国／日本　型番／PV-30C

700 point

昭和 ピュアオイルセット
いろいろなお料理に使えるピュアオイルのセットです。
セット内容／ヘルシープレミア300g×1本、キャノーラ油300g
×2本　賞味期限／製造日より18カ月（未開封）　生産国／日本　
型番／HT-15

400 point

カルピスギフト
人気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。
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

600 point

セット内容／330g（250㎖）×3本　賞味期限／製造日より常
温で3年　原産地／カナダメープルシロップ

カナダ産、添加物不使用の
メープルシロップです。

700 point

オリーブオイル ティエラ
フルーティーな味わいが特徴のスペイン産エクスト
ラバージンオリーブオイルです。
セット内容／229g×4本　賞味期限／製造日より常温で730日　
原産地／スペイン

※イメージ

600 point

商品番号 309

商品番号 312

商品番号 310

商品番号311

商品番号308
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1,900 point

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／約1,320点（内グルメ
約240点）

900 point

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／約2,360点（内グルメ
約310点）

1,100 point

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
ショップの商品や、名店の
グルメもお選びいただけま
す。
商品点数／約2,570点（内グルメ
約310点）

900 point

ビームスカタログギフト「オレンジ」

カタログ限定商品や、ビー
ムスならではの視点でセレ
クトした商品を取り揃えま
した。
商品点数／106点（雑貨82点、
グルメ24点）

313商品番号 314商品番号

315商品番号 316商品番号

ギフトカタログ
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2,100 point

ア・ラ・グルメ「キール ロワイヤル」

フランス菓子の老舗「ダロ
ワイヨ」や世界が認める「な
だ万」など、名店による味
の饗宴が楽しめます。
商品点数／約300点

950 point

ア・ラ・グルメ「ジンライム」

パティスリー界のピカソと
称される「ピエール・エル
メ」や創業480年を超え
る老舗「とらや」など、名
店の味が満載です。
商品点数／約390点

1,200 point

ア・ラ・グルメ「シンデレラ」

確かな味わいの「パティス
リー キハチ」、伝統の味を伝
える「塩瀬総本家」など、グ
ルメ納得の味を集めました。
商品点数／約400点

317商品番号

319商品番号

318商品番号

● 期間中、カタログをリニューアルす
る場合がございます。

● 掲載のギフトカタログ冊子が商品
です。

● カタログ内の商品は冊子に同封さ
れたハガキにて、冊子を受け取り
後60日以内にハーモニックへ直
接ご応募ください。

※写真はすべてイメージです。

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）

ハーモニックギフトカタログに
関するお問合せ先

0120-977-777

ハーモニック
「ギフトカタログ」の

ご利用について
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2,900 point

JTBえらべるギフト たびもの撰華「椿」

上質なホテルでのくつろぎ
の時間、有名店のこだわり
の逸品などを揃えました。
商品点数／約400点 

13,000 point

JTBえらべるギフト たびもの撰華「橘」

美しい日本を味わえるとき
めきの旅など贅沢を堪能
できる品々を揃えました。
商品点数／約210点

7,900 point

JTBえらべるギフト たびもの撰華「柊」

日本全国を巡る豊富な品
揃えの宿泊旅行など、格調
ある大人のギフトです。
商品点数／約300点

322商品番号

321商品番号320商品番号

● 期間中、カタログをリニューアルす
る場合がございます。

● 掲載のギフトカタログ冊子が商品
です。

● カタログ内の商品は冊子に同封さ
れたハガキを利用し、有効期限内

（約1年）にたびもの撰華受付セン
ターに直接ご応募ください。（詳細
な日数につきましては「たびもの
撰華」に同封の案内をご確認くだ
さい。）

※写真はすべてイメージです。

営業時間／ 月～金 10：00～17：00 
（土・日・祝　年末年始休み）

JTBギフトカタログに
関するお問合せ先

0120-753-366

JTB
「ギフトカタログ」の

ご利用について

ギフトカタログ
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※イメージ

4,200 point

「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。
2名様 ご昼食プラン　日本
料理　定休日／無

愛知／
名古屋 名古屋浅田

※イメージ

3,300 point

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。
2名様 お食事プラン　ゆど
うふ料理　定休日／不定

京都／
南禅寺 南禅寺　順正

2,750 point

東京オペラシティタ
ワー54階。空を望む
空間で東天紅のおも
てなしとお食事をお楽
しみください。
2名様 ご昼食プラン　中国
料理　定休日／東京オペラ
シティ休館日、年始3日間

東京／
新宿 東天紅　オペラシティ店

※イメージ※イメージ

3,150 point

昭和28年に銀座で創
業以来、新鮮な江戸前
鮨をご提供。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。
2名様 ご夕食プラン　寿司　
定休日／日曜、祝日

東京／
銀座 寿し屋の勘八（本店）

商品番号 324

商品番号 327商品番号 326

商品番号 325

レストランセレクション



34

2,450 point

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。
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

三重／
長島 ナガシマスパーランド

※イメージ

2,450 point

ワールドクラスの絶叫マシンや、お子様に大人気の
トーマスランドなど、1日では遊び尽くせない楽しさ
がいっぱいです。
2名様 1日フリーパスプラン　定休日／不定

山梨／
富士吉田 富士急ハイランド

1,300 point

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々な動物た
ちが暮らしています。
2名様 入園プラン　定休日／無

静岡／
裾野市 富士サファリパーク

1,300 point

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。
2名様 アクアリゾーツパスプラン　定休日／不定

神奈川／
横浜 横浜・八景島シーパラダイス

商品番号 328

商品番号 331商品番号 330

商品番号329

テーマパ ーク
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［ P33・34 掲載商品のご利用方法について ］

［ 本パンフレット掲載商品について ］

●お問い合わせ先
≪三菱 UFJ ニコス・JTB 予約センター≫
7R 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）
※�ポイントプログラムや三菱東京UFJ-VISAに関するお問い合わせは、カード裏面の
コールセンターまでお問い合わせください。

P33　レストランセレクションのご利用方法について
① �商品交換後、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。

● �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本パンフレット
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。

P34　テーマパークのご利用方法について
① �商品交換後、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。

● �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。

共通事項
● �ご利用期間は2017年4月15日（土）〜 2018年9月30日（日）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」を紛失されても再発行はできません。
● �本パンフレット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。

● �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。また、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できません。
●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、印刷および写真撮影の関係上、若干異なる場合がございます。
●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
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GIFT CARD

セレクトコース

※�すべて1,000円券でお届けいたします。
※�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。

10,000円分

商品番号7022,050 point

15,000円分

商品番号7033,050 point

5,000円分

商品番号7011,050 point

20,000円分

商品番号7044,050 point

25,000円分

商品番号7055,050 point

三菱UFJニコスギフトカード
全国の有名百貨店、スーパーなどでご利用いただ
けます。

商品番号757200 point

キャッシュバック（1,000円分）
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。

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。

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。

ギフトカード ／ セレクト／ J A F
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JAF 年会費コース

商品番号876800 point

JAF継続年会費�800ポイントを1口とします。
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。

フォースメディア�スタンド機能付きモバイルバッテリー
モバイルバッテリーにスタンド機能が付いているので、
充電しながら視聴することができます。スマートフォ
ン約2回分の5200mAhモデルです。
サイズ／約H2.7×W4.4×D10.9㎝　重さ／約165g　付属
品／充電用USBケーブル（約30㎝）　型番／JF-PEACE55S
※すべてのUSB機器への充電を保証するものではありません。

商品番号5721,000 point

ココセコム
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。

商品番号5711,400 point

カスペルスキーセキュリティ2017�１年５台版
ウイルス対策、ネット決済時の保護などインターネッ
ト利用時の安全を守る総合セキュリティソフトです。
サイズ／約H19.5×W13.5×D2.6㎝　重さ／約110g　セッ
ト内容／アクティベーションコード、スタートガイド、CD-ROM、
挨拶文　型番／KL1936JBEFS107

商品番号5731,500 point

SONY�ワイヤレスポータブルスピーカー
ハイレゾ対応のワイヤレススピーカーです（Wi-Fi対
応）。便利な操作性、高音質でワイヤレスの音楽再
生を楽しめます。
サイズ／約H6.2×W20.4×D6.0㎝　重さ／本体：約790g　
電源／AC電源、リチウムイオンバッテリー　消費電力／内蔵充電
池充電中：約12.0W、待機時・Bluetoothスタンバイ機能オン：
約0.2W、待機時・Bluetoothスタンバイ機能オフ：約0.2W　
付属品／マイクロUSBケーブル、USB�ACアダプター　型番／
SRS-HG1�B

商品番号5746,150 point

【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（→P5）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

※�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。
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TICKETに関するご注意
・�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等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。

TICKET

●ご応募後、ご応募いただいた金額分の厳選いいもの便り専用クーポン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、応募口数分の厳選いいもの便り専用クーポン番号をお送りいたします。
●有効期限：6カ月（詳細は、お届けする書面にてご案内いたします。）
※�本クーポンは、パソコンまたはスマートフォンからご利用いただけますが、携帯電話（フィーチャーフォン）からは
ご利用いただけません。
※「厳選いいもの便り」でのお取扱商品は、3,240円以上になります。

●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。

1,080円分

商品番号615250 point

5,400円分

商品番号 6261,000 point

1,000円分（Amazonギフト券）

商品番号 606350 point

3,240円分

商品番号625650 point

10,800円分

商品番号6271,900 point

4,000円分（Amazonギフト券）

商品番号6161,000 point

厳選いいもの便り専用クーポン
「厳選いいもの便り」（WEBサイト限定）では、47
都道府県が誇る美味･名品を中心に厳選した商品
がご購入いただけます。
詳しくはhttp://www.iimonodayori.jp/をご
覧ください。

Amazonギフト券
総合オンラインストアAmazon.co.jpで使えるギフ
ト券です。
※�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。

iTunes�Card�
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。

商品番号 6171,000 point

4,000円分
1,000円券×4枚　有効期限：なし

商品番号 607350 point

1,000円分
1,000円券×1枚　有効期限：なし

見  本

チケット
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※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。
※カードデザインなどを変更する場合がございます。

ワコールエッセンスチェック
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。

商品番号640950 point

4,000円分
500円券×8枚　有効期限：なし

商品番号630300 point

1,000円分
500円券×2枚　有効期限：なし

見  本

見  本

全国共通お食事券　
ジェフグルメカード
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。

図書カードNEXT
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NEXT取扱
い店マーク」を表示しています。

ハーゲンダッツ　
ミニカップギフト券
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。

商品番号 6201,000 point

4,000円分
500円券×8枚　有効期限：なし

商品番号 6191,000 point

4,000円分
1,000円券×4枚　有効期限：約10年

商品番号6411,000 point

6枚
有効期限：なし

商品番号610350 point

1,000円分
500円券×2枚　有効期限：なし

商品番号 609350 point

1,000円分
1,000円券×1枚　有効期限：約10年

商品番号631450 point

2枚
有効期限：なし

見  本
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※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。
※カードデザインなどを変更する場合がございます。

見  本

見  本

※�お届けのカードに2,000円分チャージした状態でお届けします。
※�カードの有効期限は、約1年6カ月となります。有効期限を過ぎると、カードの権利は失効し、利用できません。
※�お届け後の店頭利用で有効期限が2年延長されます。
※�一部店舗「球場、競馬場、競技場等の併設店、臨時販売店等」およびネット注文ではご利用いただけません。
※各種クーポンや株主優待券との併用が可能です。

※�ご応募後、2,000円分のカード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、応募口数分のレコチョクプリペイドカード番号をお送りいたします。
※�有効期限：約6カ月（詳細は、お届けする書面にてご案内いたします。）
※�ご利用は音楽ダウンロードの「レコチョク」、音楽聴き放題の「レコチョクBest」でご利用いただけます。
※�Android、iPhone、およびパソコンにてご利用可能です。
※�一部スマートフォンにてご利用いただけない場合がございます。

※�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://mos.jp/mosca/#nav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照会、利用
履歴の確認、webチャージ、残高移行ができて便利です。

2,000円分

商品番号633650 point

2,000円分

商品番号 634650 point

2,000円分

商品番号632650 point

KFC�CARD
全国のケンタッキー各店で使えるプリペイドカード
です。繰り返しチャージして使えるので、ギフトでも
個人でも、ずっと使えます。

レコチョクプリペイドカード
（デジタル券）
シングル、アルバム、ビデオクリップ、着うたのダウンロー
ドや音楽聴き放題サービスでご利用いただけるプリ
ペイドカードです。詳しくはhttp://recochoku.
com/prepaidcard/でご確認ください。

MOS�CARD
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、お得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。

ユナイテッド・シネマ/シネプレックス
共通映画鑑賞券
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。

商品番号623700 point

2枚
有効期間：約5カ月

商品番号 613400 point

1枚
有効期間：約5カ月

※イメージ

チ ケット
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チャリティ
※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
2011年から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」を通じて、雇用を創出しつつ、100ha、50万本のクロマツの育苗、
植栽および育林の大規模プロジェクトに取り組んでいます。

商品番号581200 point

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。

商品番号589200 point

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。

商品番号587200 point

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
援しています。

商品番号586200 point

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。

商品番号588200 point

日本野鳥の会
野鳥とその生息地の保全を中心に活動する自然保
護団体です。

商品番号590200 point

JOCオリンピック選手強化寄付プログラム�with�Visa
各競技団体を通じ、オリンピックをはじめ、世界選
手権などで活躍するアスリートのサポートに活用し
ます。

商品番号591200 point

がん研究会
「がん克服」を目指して。日本で最初のがん研究所、
病院（がん研有明病院）を持つ、公益財団法人です。

商品番号593200 point

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。

商品番号583200 point

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。

商品番号582200 point

あしなが育英会
日本や海外の親を亡くした子どもたちや、親が重度
の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。

商品番号585200 point

日本ユネスコ協会連盟
ユネスコ憲章の理念に則り、世界平和と人類共通の
福祉の実現をめざし、途上国教育支援、東日本大震
災復興支援など国内外で様々な活動をしています。

商品番号592200 point

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。

商品番号584200 point

チャリティ
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ポイント名 ポイント換算 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

■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

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

お電話
（自動音声応答）

パソコン・
スマートフォン

■TOKYU POINT
＜ポイント移行先番号 : 869＞

三菱東京UFJポイント
100Pにつき

TOKYU POINT

500P
100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約2〜6週間
TOKYU CARD

会員番号

■S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

Sポイント
500P

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約4〜8週間 STACIA番号

■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

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

■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

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

■KIPSポイント 三菱東京UFJポイント
100Pにつき

KIPSポイント
500P

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）

パソコン・
スマートフォン

■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
400P

100Pを
1口として

2口以上
     1口単位

約1〜3週間
①「auお客様コード」もしくは
　「ご請求コード」（＊3）
②au携帯電話番号

■dポイント 三菱東京UFJポイント
100Pにつき

dポイント
400P

100Pを
1口として

2口以上
     1口単位

約4〜8週間
 ①dポイントクラブ会員番号（＊4）
 ②ドコモ携帯電話番号

■Pontaポイント 三菱東京UFJポイント
100Pにつき

Pontaポイント
400P

100Pを
1口として

2口以上
     1口単位

約3〜4週間 Ponta会員ID

■Ｔポイント 三菱東京UFJポイント
100Pにつき

Tポイント
400P

100Pを
1口として

2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）

■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
400P

100Pを
1口として

2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

■nanacoポイント 三菱東京UFJポイント
100Pにつき

nanacoポイント
300P

100Pを
1口として

2口以上
     1口単位

約1〜2週間 nanaco番号

■WAONポイント 三菱東京UFJポイント
100Pにつき

WAONポイント
300P

100Pを
1口として

2口以上
     1口単位

約1〜3週間 WAON番号

■Suicaポイント 三菱東京UFJポイント
100Pにつき

Suicaポイント
300P

100Pを
1口として

2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）

■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

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移行先への
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
P5をご覧ください。

（＊5）

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P2〜6をご覧ください。

Point�Swing
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P＝ポイント

ポイント名 ポイント換算 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

■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

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

お電話
（自動音声応答）

パソコン・
スマートフォン

■TOKYU POINT
＜ポイント移行先番号 : 869＞

三菱東京UFJポイント
100Pにつき

TOKYU POINT

500P
100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約2〜6週間
TOKYU CARD

会員番号

■S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

Sポイント
500P

100Pを
1口として

5口以上
     1口単位

約4〜8週間 STACIA番号

■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

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

■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

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

■KIPSポイント 三菱東京UFJポイント
100Pにつき

KIPSポイント
500P

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）

パソコン・
スマートフォン

■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
400P

100Pを
1口として

2口以上
     1口単位

約1〜3週間
①「auお客様コード」もしくは
　「ご請求コード」（＊3）
②au携帯電話番号

■dポイント 三菱東京UFJポイント
100Pにつき

dポイント
400P

100Pを
1口として

2口以上
     1口単位

約4〜8週間
 ①dポイントクラブ会員番号（＊4）
 ②ドコモ携帯電話番号

■Pontaポイント 三菱東京UFJポイント
100Pにつき

Pontaポイント
400P

100Pを
1口として

2口以上
     1口単位

約3〜4週間 Ponta会員ID

■Ｔポイント 三菱東京UFJポイント
100Pにつき

Tポイント
400P

100Pを
1口として

2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）

■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
400P

100Pを
1口として

2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

■nanacoポイント 三菱東京UFJポイント
100Pにつき

nanacoポイント
300P

100Pを
1口として

2口以上
     1口単位

約1〜2週間 nanaco番号

■WAONポイント 三菱東京UFJポイント
100Pにつき

WAONポイント
300P

100Pを
1口として

2口以上
     1口単位

約1〜3週間 WAON番号

■Suicaポイント 三菱東京UFJポイント
100Pにつき

Suicaポイント
300P

100Pを
1口として

2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）

■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

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 TOKYU POINT 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・ご請求コードは、auから送付される紙請求書、またはスマートフォン・パソコンから「auお客様サポート」にア
クセスしてご確認いただけます。

＊4   「dポイントクラブ会員番号」はdポイントクラブ登録の際に発行される12桁の番号です。「dポイントカード番号」や「ドコモビ
ジネスクラブ会員番号」とは異なります。

＊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）

●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。
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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）



ポイント商品交換期間

2017

2017年4月15日～2018 年3月31日
くわしくはP2～4をご覧ください。

（平成29年4月15日現在）

パソコン
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