
ポイント商品交換期間

2018

2018 年4月15日～2019 年3月31日
くわしくはP2～4をご覧ください。

（2018年 4月15日現在）

パソコン
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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、エクスプレス予約サービス、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UFJポイント2018 2021年3月31日
三菱UFJポイント2017 2020年3月31日
三菱UFJポイント2016 2019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UFJ-VISA会員規約や三菱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。

商品を応募する

●インターネット（三菱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
2019年3月11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。

三菱UFJポイントのご応募までの流れ

2018年4月10日ご請求分→2019年3月11日ご請求分ポイント獲得期間

※2019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。

2018年4月15日〜2019年3月31日応募受付期間

※郵送は当日消印有効です。

〜三菱UFJポイント利用規程をお読みのうえ、ご利用ください〜
利用規程は当行ホームページでご確認いただけます。

I n f o rm a t i o n
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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P46・47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。

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、2018年4月15日〜2019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（2016年度、2017年度、2018
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、エクスプレス予約サー
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。

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 〜 17：00
 （土・日・祝日および12/30〜1/3は休業） 50
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■インターネット（三菱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■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」
「商品個数」および「利用ポイント」 

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」「利用ポイント」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

 本パンフレット掲載商品について

● 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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大きなゴミから小さなゴミまで多くのゴミを同時に吸
い取り、充分な運転時間で家の隅 ま々で掃除できます。
サイズ／H22.4×W25.0×D124.4㎝　重さ／2.61㎏　素
材／ABS樹脂　付属品／ミニ モーターヘッド、コンビネー
ションノズル、隙間ノズル、アップトップアダプター、収納用ブ
ラケット、充電器　マレーシア製　型番／SV10 FF2　仕様
／充電池使用時間：〔通常モード〕40分間、〔通常モード モー
ター駆動のヘッド使用時〕ソフトローラークリーナーヘッド： 
30分間・ミニモーターヘッド： 30分間、〔強モード〕7分間

dyson V8 Fluffy

商品番号

17,500 point

351

３段階クリーニングシステムによるしっかり
とした清掃力で床掃除の負担を軽減します。
サイズ／H9.2×約φ34.0㎝　重さ／約3.6㎏　素材
／ABS樹脂　電源／AC100W　消費電力／33W　
付属品／デュアルバーチャルウォール、ホームベース、
電源コード、交換用フィルター、お手入れカッター　
中国製　型番／R690060　

アイロボット ロボット掃除機 
ルンバ690

商品番号

11,100 point

355

dyson Pure Hot + Cool Link™ 
空気清浄機能付ファンヒーター

商品番号

PM 0.1レベルの微細な粒子を自動で99.95％除去。
また、有害なガスも除去します。
サイズ／ H63.2×W22.2×D22.2 ㎝　 重さ／4.01 ㎏　 素材 ／
ABS樹脂　電源／AC100V（50/60Hz）　消費電力／最小5W/
最大44W（涼風モード）・1200W（温風モード）（首振り機能オフ時）　
付属品／リモコン　マレーシア製　型番／HP 03 WS　空気清浄
適用床面積： 8畳・30分、23畳・60分（8畳を清浄する目安 30分）

15,700 point 352

dyson V6 Slim

商品番号

ダイソン コードレスクリーナー 軽量モデル。さまざ
まな床面から確実にゴミを吸い取ります。
サイズ／H20.8×W21.1×D118.4㎝　重さ／2.1㎏　素材／ABS樹脂　付
属品／コンビネーションノズル、隙間ノズル、収納用ブラケット、充電器　マレー
シア製　型番／SV07 ENT2　仕様／充電池使用時間：〔通常モード〕20分間、

〔通常モード モーター駆動のヘッド使用時〕17分間、〔強モード〕6分間

11,400 point 354

dyson Pure Cool Link™ 空気清浄機能付
テーブルファン

商品番号

普段は空気清浄機やサーキュレーターとして、夏には
スムーズな風を遠くまで送る扇風機として使用できます。
サイズ／H61.6×W35.5×D22.0㎝　重さ／3.1㎏　素材／ABS樹脂　電
源／AC100V（50/60Hz）　消費電力／最小4W/最大40W（首振り機能
オフ時）　付属品／リモコン　マレーシア製　型番／DP 03 WS　仕様／
空気清浄適用床面積： 8畳・30分、23畳・60分 （8畳を清浄する目安 30分）

11,000 point 356
アイロボット ブラーバ380j

商品番号

普段の掃除では取りきれなかった皮脂汚れや、食べこ
ぼしのあとまで残さず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㎏　素材／ABS樹脂　
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　中国製　型番／B380065　

8,600 point 357

dyson ファンヒーター

商品番号

冬はより早く、均一に部屋を暖め、夏は勢いのある風
で涼しくします。
サイズ／約H59.5×W20.4×D20.4㎝　重さ／約2.68㎏　付属
品／リモコン　マレーシア製　型番／AM09IB　

12,800 point 353

※イメージ

※イメージ※イメージ

※イメージ

※イメージ

※イメージ

　

バラエティ
人気の最新家電から話題の日用品

まで、バラエティ豊かな商品を取

り揃えました。

※ ご利用には、三菱UFJ-VISA会員専用
Webサービスのご利用登録が必要です。

WEB
限定商品は
こちらから

98
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　バラエティ

1110

ふとんクリーナー レイコップRN

商品番号

スリム、なのにキレイ。最小・最軽量。それでいてパワ
フル。ほしかった機能を、この１台に。
サイズ／約H14.96×W29.04×D37.14㎝　重さ／約1.9㎏（電源コードを
除く）　素材／ABS樹脂　電源／AC100V　消費電力／330W　付属品
／（全て装着済み）標準フィルター、ダストボックス、フィンパンチブラシ、マ
イクロフィルター、UVランプセット　韓国製　型番／VCEN-100JP WH　

5,400 point 359

日立 サイクロン式クリーナー

商品番号

強い吸込力でお手入れ簡単・ゴミ捨てもラクラクなサ
イクロン式です。
サイズ／約H21.9×W33.0×D25.5㎝　重さ／約3.9㎏　素材／
ABS樹脂　消費電力／約1000～200W　付属品／すき間用吸
口、お手入れブラシ　日本製　型番／CV-S500A　

4,400 point 361

パナソニック 空気清浄機

商品番号

手軽に使えるコンパクトモデル。「スーパーアレルバ
スター」フィルターで、菌・カビ・花粉を抑制します。
サイズ／約H54.0×W31.1×D21.0㎝　重さ／約4.1㎏　電源／
AC100V　消費電力／ターボ：33W(60Hz)、28W(50Hz)　型番
／F-PDP30-W　仕様／適用床面積：12畳（20㎡）

3,800 point 363

パナソニック 脱臭ハンガー

商品番号

「ナノイーＸ」搭載ハンガーで、分解脱臭・花粉を抑制。
1回1円以下で経済的なので、毎日使えます。
サイズ／約H28.1×W40.0×D8.8㎝　重さ／約520ｇ　素材／上
部：ABS樹脂　底：ポリプロピレン　電源／AC100V（50/60Hz）　
消費電力／約4.5W　付属品／ACアダプター、専用ケーブル、衣
類用カバー　中国製　型番／MS-DH100-K　

4,700 point 360

マキタ コードレスクリーナー

商品番号

圧倒的な吸引力と軽快な取り回しで、約22分の充電
で約16分間使用可能です。
サイズ／約H95.8×W10.0×D15.0㎝　重さ／約980ｇ(バッテ
リー含む）　容量／集じん容量：600㎖　素材／ABS樹脂　付属
品／プレフィルタ、フィルタ、ストレートパイプ、ノズル、サッシ（すき
ま）ノズル　中国製　型番／CL106FDSHW　

4,200 point 362

ふとん乾燥機 カラリエ

商品番号

マット不要で、ふとんにホースを入れるだけで使える
コンパクトサイズ。パワフル温風のふとん乾燥機です。
サイズ／約H36.0×W16.0×D14.0㎝　重さ／約1.8㎏　素材／
ABS樹脂、ポリプロピレン　電源／AC100V（50/60Hz）　消費
電力／560W　付属品／くつ乾燥アタッチメント　中国製　型番
／FK-C2-WP　

3,000 point 365
シチズン 超音波洗浄器

商品番号

超音波の力で微細な隙間の汚れを粉砕して取り除き
ます。防水性と耐久性に優れたタッチパネル採用。
サイズ／約H14.1×W22.0×D13.8㎝　重さ／約1.3㎏　素材／
ABS樹脂、ステンレス　消費電力／40W　付属品／フタ、洗浄カ
ゴ、時計ホルダー、電源コード　中国製　型番／SWT710　

2,300 point 367

ティファール トゥイニー

商品番号

アイロンと衣類スチーマーの１台２役。便利にお使
いいただけます。
サイズ／約H18×W33×D15㎝　重さ／約1.9㎏　容量／400㎖

（タンク容量）　素材／ポリプロピレン、アルミニウム＋セラミック　
消費電力／1500W　中国製　型番／NI5010JO　

3,200 point 364

ボルネード コンパクト･サーキュレーター

商品番号

独自の竜巻風から起こす風は遠くまで風を届け、部
屋内の空気循環に抜群の効果を発揮します。
サイズ／約H29.8×W22.6×D25.5㎝　重さ／約2㎏　素材／
ABS樹脂　電源／AC100V　消費電力／最小20W、最大43W　
中国製　型番／360-JP　

1,900 point 369

エアウィーヴ スマート025 シングル

商品番号

エアファイバーの厚さ2.5㎝。エアウィーヴの基本性
能はそのままキープしたマットレスパッドです。
サイズ／約H3.5×W100.0×D195.0㎝　重さ／約4㎏　素材／
中材：ポリエチレン、カバー：ポリエステル　日本製　型番／
1-143011-1　

5,500 point 358

TOYMOCK BLACK × BLACK

商品番号

専用折り畳みフレームを使用するのでビーチや公園、
バルコニーやリビングなど場所を問わず使用ができます。
サイズ ／ 使用時：約 H75×W260×D80 ㎝、収納時サイズ：約
H110×W18×D14㎝　重さ／約9㎏　素材／フレーム：スチール、
ネット：ポリエステル　付属品／専用バッグ　ベトナム製　型番／
MOZ-14-01　

1,900 point 368
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ボウサイブロック for car

商品番号

1点1点の品質にこだわり抜いた車載用防災セット。防
災製品大賞2017年 新製品開発部門 優秀賞受賞。
セット内容／7年保存水500㎖×1本、7年保存クッキー（チーズ味）×1袋、ポンチョdeトイレ（大小便
兼用）×1個、ハンディートイレ（小便用）×1個、3wayポンチョ×1着、あんしんペンライト×1本、あんし
んグローブ×1双、3M社製防じんマスク×1枚、あんしんホイッスル×1個、常備用カイロ×1個、ポケッ
トティッシュ×1個、伝言カード・ペン×各1個　サイズ／約H16.0×W26.0×D12.8㎝　重さ／約1.3
㎏　賞味期限／製造日より7年　アレルギー／卵、乳、小麦（7年保存クッキーの製造工場では落花生、
ごま、カシューナッツを含む製品を生産しております。）　生産国／日本（水・食料）　型番／8429　

1,600 point 371

ロゴス サンシェード

商品番号

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×φ70
㎝　重さ／約1.5㎏　付属品／ペグ×2本、砂袋×4個、収納袋　中
国製　型番／71809013　仕様／3～4人用　※組立式

1,400 point 372
泉州ジャカードシルク混綿毛布(毛羽部分)

商品番号

大阪泉州で生産された、シルク混のジャカード織り
綿毛布です。ご家庭での丸洗いが可能です。
サイズ／約H200×W140㎝　重さ／約1.02㎏　素材／よこ糸（毛
羽部分）：綿85％・シルク15％、たて糸：ポリエステル100％　日本製　
型番／FMG10130N　※洗濯機対応（ネット使用）

1,400 point 373

パナソニック コードレスアイロン

商品番号

面積は大きく、先端は細い新Wヘッドベース採用。電
源コードを後ろに配して使い勝手を考慮した設計です。
サイズ／約H13.0×W11.0×D22.6㎝　重さ／約1㎏　素材／ポ
リカーボネート　電源／AC100V（50/60Hz）　消費電力／
1400W　中国製　型番／NI-WL404-P　

1,900 point 370

シチズン デジタル電波目覚まし時計

商品番号

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／約180ｇ　電源／単4形乾電
池×3本（動作確認用付属）　中国製またはベトナム製　型番／8RZ121-
002　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　※常時点灯ライトはACアダプターを接続してご使用ください。

1,200 point 374
マグブロック エントリーセット

商品番号

思い通りに磁力でつながる不思議なブロック。つくり
かたガイドＤＶＤ＆ブック付きですぐに楽しく遊べます。
セット内容／ブロック26ピース、つくりかたガイドＤＶＤ、つくりか
たガイドブック　サイズ／約H13×φ16㎝（パッケージ）　重さ／
約540ｇ　素材／ABS樹脂、マグネット　中国製　型番／MB-
01　対象年齢／３歳以上

1,000 point 375

ライオン トップスーパーナノックスギフト

商品番号

繊維１本１本から徹底クレンジング。最高難度の汚
れまで落とす、トップスーパーナノックスのギフトです。
セット内容／トップスーパーNANOX450ｇ×1本、同つめかえ用
360ｇ×6袋　サイズ／約H24.2×W23.5×D12.6㎝　重さ／約
2.95㎏　日本製　型番／LSN-30V　

1,000 point 377

花王 ウルトラアタックNeo 
香りのブーケギフト

商品番号

毎日のお洗濯をギフト限定の素敵な香りで包む、も
らってうれしい贈りものです。
セット内容／ウルトラアタックNeoグラシアスローズの香り400ｇ
×2本、同つめかえ用320ｇ×4袋　サイズ／約H24.1×W20.9×
D13.2㎝　重さ／約2.5㎏　日本製　型番／K･AZ-30R　

950 point 378

双眼鏡 コールマンM10×21(シルバー )

商品番号

双眼鏡メーカーのビクセンとコールマンのコラボ商品。
アウトドアやスポーツ観戦など幅広くお使いください。
サイズ／約H4.1×W10.9×D8.2㎝　重さ／約158ｇ　素材／光
学ガラス、ポリカーボネート樹脂、NBRゴム　付属品／ケース、ス
トラップ　中国製　型番／14574　仕様／対物レンズ有効φ21㎜、
倍率10倍

1,000 point 376

ケルヒャー 高圧洗浄機 K2クラシック

商品番号

女性にも扱いやすい軽量＆コンパクトで高性能な家
庭用高圧洗浄機です。
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　サイズ／約H24.3×W17.1×D39.3㎝　重さ
／約3.8㎏　素材／ポリプロピレン　電源／AC100V　消費電力
／1000W　中国製　型番／1.600-970.0　

2,800 point 366

ステンレス製マグボトル

商品番号

本体丸洗いOK。断熱材入りフタで保温保冷キープ
します。飲み口インナーキャップ付き。
サイズ／H20.6×W7.5×D7.5㎝　重さ／310ｇ　容量／600㎖　
素材／ステンレス鋼、ポリプロピレン樹脂　中国製　型番／AMZ-
60　

800 point 380
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ZERO-ONE FIELD 
フォールディングチェアペアセット

商品番号

アウトドアに最適なコンパクトチェア。専用収納袋付
きで収納・移動時に便利です。
セット内容／チェア×2脚、専用収納袋×2袋　サイズ／約H49×
W35×D35㎝　重さ／約1.4㎏　素材／ポリエステル、スチール　
中国製　型番／MG-ZRFC40　

850 point 379

サーモス 真空断熱オフィスマグ

商品番号

おいしさが長持ちする、高い保温・保冷力を持った、
ステンレス魔法びん構造のマグカップです。
サイズ／約H12.0×W11.5×D8.5㎝　重さ／約200ｇ　容量／
280㎖　型番／JCP-280（SBK）　

800 point 381

GeneLife 肥満遺伝子検査キット
（紙報告書付き）
話題のDNA美容で効率的なダイエットを！生まれ持った
体質に合わせた方法だから、健康的にきれいになれます。

1,200 point 商品番号 390

サイズ／H3.6×W16.2×D16.2㎝　重さ／224g　セット内容／ご
利用ガイド、検査申込同意書、医療機器添付文書、アンケート、返信
用封筒、採取具　日本製（採取具のみアメリカもしくはイタリア製）　
※詳しくはhttps://genelife.jp/をご確認ください。

フィールドカートセット

商品番号

家庭菜園の収穫作業や、剪定作業に便利なカート。フ
タを開けると手袋や鋏の収納スペースになっています。
サイズ／約H29×W51×D30㎝　重さ／約2.1㎏　素材／フィー
ルドカート：ポリプロピレン、スコップ：ポリカーボネート　付属品／
スコップ　日本製　型番／FK-B&20-31300　

700 point 385

LEDランタンライト

商品番号

伸ばして置けばランタンとして、手に持てばハンディ
ライトに。2通りの使い方ができます。　
サイズ／約H18～22×W12×D12㎝　ハンディライト時:H18㎝　
ランタンライト時：H22㎝　重さ／約560ｇ　素材／ABS樹脂、ポ
リ塩化ビニル　電源／単1形アルカリ乾電池×3本（別売）　中国製　
型番／WLT-120L　

700 point 384

今治純白バスタオル

商品番号

地球環境に配慮したオゾンブリーチ加工の今治タオ
ルです。
サイズ／約W60×D120㎝　重さ／約230ｇ　素材／綿100％　
日本製　型番／TMS2506191　認定番号：第2012-291-01号

700 point 386

今治純白フェイスタオル

商品番号

地球環境に配慮したオゾンブリーチ加工の今治タオ
ルです。
サイズ／W34×D75㎝　重さ／約75ｇ　素材／綿100％　日本製　
型番／TMS1006107　認定番号：第2012-291-01号

200 point 389
ライオン キレイキレイギフトセット

商品番号

殺菌成分配合で、きちんと殺菌しバイ菌から手肌を
守る薬用泡ソープ、キレイキレイのギフトセット。
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　サイズ／約H7.4×
W22.0×D36.0㎝　重さ／約1.63㎏　日本製　型番／LKG-20S　

700 point 383

医事管理ファイル

商品番号

お薬手帳や保険証・診察券をまとめて収納。お薬を
入れるポケットも付いて常備持ち歩くのに便利です。
サイズ／約H16.2×W13.3×D1.5㎝　重さ／約120ｇ　素材／ポ
リ塩化ビニル、ポリプロピレン　日本製　型番／AD-13　仕様／
カードポケット×6、クリアポケット×4、くすり・小物ケース、フリー
ポケット×3

250 point 387
ヘンケルスハサミ(HIシリーズ)160mm 

商品番号

1731年ドイツで創業し世界約100ヵ国でキッチン
アイテムやハサミを取り扱う信頼のブランドです。
サイズ／約H16.0×W6.8×D0.7㎝　重さ／約56ｇ（包装資材含
む）　素材／リング：エラストマー樹脂、ブレード：刃物用特殊ステン
レス鋼　中国製　型番／SH106 　

200 point 388
ステンレス製ワンタッチマグボトル

商品番号

氷がスッポリ入れられる、口径44㎜。フタを開けてそ
のまま飲める直飲みタイプです。
サイズ／H18.7×W6.6×D7.6㎝　重さ／195ｇ　容量／400㎖　
素材／ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン、シリコン　中国製　
型番／AMY-40　

750 point 382
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バルミューダ ザ･トースター
(ブラック)

サイズ／約H20.9×W35.7×D32.1㎝　重さ／約4.3
㎏　素材／ガリバリウム鋼板、メッキ鋼板、ABS樹脂　
電源／AC100V（50/60Hz）　消費電力／1300W　
付属品／5㏄カップ　中国製　型番／K01E-KG　
仕様／山型食パン2枚同時焼き

バルミューダならではのスチームテクノロジーと温度
制御が、焼きたての味を再現する感動のトースター。

5,300 point

商品番号 396

毎日使うオーブンレンジだからこそシンプルに。レン
ジ調理からオーブン料理まで、簡単な操作で使えます。
サイズ／約H33.0×W45.0×D41.2㎝　重さ／約12
㎏　容量／18ℓ（フラット庫内）　素材／スチール、
ホウケイ酸ガラス、アルミ、ABS樹脂　電源／
AC100V（50/60Hz）　消費電力／電子レンジ
1270W、オーブン1130W　付属品／角皿　中国製　
型番／K04A-WH　

バルミューダ ザ･レンジ
(ホワイト)

商品番号

10,000 point

392

バルミューダならではのスチームテクノロジーと温
度制御が、焼きたての味を再現する感動のトースター。
サイズ／約H20.9×W35.7×D32.1㎝　重さ／約4.3㎏　素材／
ガリバリウム鋼板、メッキ鋼板、ABS樹脂　電源／AC100V
（50/60Hz）　消費電力／1300W　付属品／5㏄カップ　中国製　
型番／K01E-WS　仕様／山型食パン2枚同時焼き

バルミューダ ザ･トースター (ホワイト)

5,300 point 商品番号 397
バルミューダ ザ･ゴハン(ホワイト)

商品番号

サイズ／約H19.4×W27.5×D25.1㎝　重さ／約4㎏　容量／3合
炊き　素材／ABS樹脂、耐熱ポリプロピレン、ステンレス（フッ素コー
ト仕上げ）　電源／AC100V（50/60Hz）　消費電力／670W　付
属品／水計量カップ、米計量カップ　台湾製　型番／K03A-WH　

蒸気のちからで炊き上げる炊飯器。粒立ちとほぐれの
良さ、鼻へ抜けるような香りと透明感のある味わいです。

9,400 point 394

象印 圧力IHなべ

商品番号

圧力IHなべでラクラク調理。

8,400 point 395

サイズ／約H25.0×W29.0×D37.5㎝　重さ／約7.0㎏　容量／
約1.5ℓ（炊飯ジャー時：1～3合炊き）　素材／本体：ポリプロピレン、
内鍋：ステンレス・アルミニウム・ステンレス（三層構造）　電源／
AC100V　消費電力／1200W　付属品／蒸しカゴ、計量カップ、
レシピ料理ブック　中国製　型番／EL-MB30-VD　機能／一定
圧力メニュー、可変圧力メニュー、温度調節、自動調理　※ペース
メーカー等の医用電気機器をご使用の方は、医師とご相談の上、ご
利用ください。

バルミューダ ザ･ゴハン(ブラック)

商品番号

サイズ／約H19.4×W27.5×D25.1㎝　重さ／約4㎏　容量／3合
炊き　素材／ABS樹脂、耐熱ポリプロピレン、ステンレス（フッ素コー
ト仕上げ）　電源／AC100V（50/60Hz）　消費電力／670W　
付属品／水計量カップ、米計量カップ　台湾製　型番／K03A-BK　

蒸気のちからで炊き上げる炊飯器。粒立ちとほぐれの
良さ、鼻へ抜けるような香りと透明感のある味わいです。

9,400 point 393
バルミューダ ザ･レンジ(ブラック)

商品番号

サイズ／約H33.0×W45.0×D41.2㎝　重さ／約12㎏　容量／18ℓ
（フラット庫内）　素材／スチール、ホウケイ酸ガラス、アルミ、ABS樹
脂　電源／AC100V（50/60Hz）　消費電力／電子レンジ1270W、
オーブン1130W　付属品／角皿　中国製　型番／K04A-BK　

毎日使うオーブンレンジだからこそシンプルに。レン
ジ調理からオーブン料理まで、簡単な操作で使えます。

10,000 point 391

　

キッチン&
テーブル
お料理がもっと楽しくなる、人気

の調理家電を中心に、実用性の

高い商品を厳選しています。

※�ご利用には、三菱UFJ-VISA会員専用
Webサービスのご利用登録が必要です。

WEB
限定商品は
こちらから
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キッチン&テーブル　

1918

PRINCESS TableGrill Stone

商品番号

サイズ／約H7.0×W61.4×D22.2㎝　重さ／3.4㎏　素材／アル
ミダイキャスト、セラミックコーティング、竹　消費電力／1300W　
付属品 ／オイルトレー、スパチュラ×6枚　 中国製　 型番 ／
103033　

焼くだけだったホットプレートがテーブルを彩るイン
テリアに。遠赤外線効果で食材の旨味を引き出します。

4,300 point 399

日立 コンベクションオーブントースター

商品番号

サイズ／約H24.9×W37.6×D41.3㎝　重さ／約5.7㎏　素材／
鋼板、耐熱ガラス　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　中国製　型番／HMO-F100（R）　

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。

3,500 point 401

HALムスイ KING無水鍋 ®24

商品番号

サイズ／約H14.3×W31.6×D25.8㎝　重さ／約2.2㎏　容量／
4.0ℓ （6.5合炊き）　素材／アルミニウム合金、底面:特殊磁性膜
加工+耐熱塗装　付属品／無水鍋®の栞KINGシリーズ　日本製　
型番／600034　仕様／オール熱源対応

KING series 無水鍋®の原点であり、時代が変わっ
ても、変わらない価値があります。

3,400 point 402

象印 IH炊飯ジャー

商品番号

サイズ／約H20.5×W25.5×D37.5㎝　重さ／約4㎏　容量／1.0ℓ（5.5合炊き）　
素材／ポリプロピレン、印刷鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミ、ステンレス、フッ素コー
ト　電源／AC100V（50/60Hz）　消費電力／1105W　付属品／しゃもじ、しゃ
もじ受け、無洗米用計量カップ、白米用計量カップ　日本製　型番／NP-VJ10-TA　

「白米炊き分け3コース」でご家庭のお好みにあわせ、
ふつう・やわらかめ・かためと炊き方が選べます。

4,300 point 398

象印 VE電気まほうびん

商品番号

サイズ／約H26.0×W22.0×D29.5㎝　重さ／約2.8㎏　容量／
2.2ℓ　素材／ポリプロピレン、ステンレス、フッ素加工、ポリエステ
ルシート　電源／AC100V（50/60Hz）　消費電力／905W　中
国製　型番／CV-GS22-VD　

大きな文字で見やすい操作パネル&大型オレンジくっ
きり液晶。「コードレス電動給湯」搭載で軽く注げます。

3,400 point 403

バルミューダ ザ･ポット(ブラック)

商品番号

サイズ／約H19.4×W26.9×D14.2㎝　重さ／約900ｇ　容量／
約600㎖　素材／ステンレス（粉体塗装）、ポリプロピレン　電源／
AC100V（50/60Hz）　消費電力／1200W　台湾製　型番／
K02A-BK　

600㎖の丁度いいサイズ。最高の注ぎ心地を実現し
た、ノズルとハンドルの形が使いやすい電気ケトルです。

2,700 point 405
バルミューダ ザ･ポット(ホワイト)

商品番号

サイズ／約H19.4×W26.9×D14.2㎝　重さ／約900ｇ　容量／
600㎖　素材／ステンレス（粉体塗装）、ポリプロピレン　電源／
AC100V（50/60Hz）　消費電力／1200W　台湾製　型番／
K02A-WH　

600㎖の丁度いいサイズ。最高の注ぎ心地を実現し
たノズルとハンドルの形が使いやすい電気ケトル。

2,700 point 406

クイジナート スマートパワーハンドミキ
サー プラス

商品番号

サイズ／約H29.5×W9.5×D21.0㎝　重さ／約1.1㎏　素材／
AS樹脂、ABS樹脂、ステンレス　電源／AC100V（50/60Hz）　
消費電力／160W　付属品／ニーダー、ビーター、ウィスク、ヘラ、
収納ケース　中国製　型番／HM-060SJ　

160Wのパワフルモーターで重い生地作りまで対応
できるハンドミキサーです。

2,600 point 407
クイジナート ベジタブル スパイラルスラ
イサー

商品番号

サイズ／約H35.0×W14.0×D22.5㎝　重さ／約1.5㎏　素材／
本体：ABS 樹脂、容器：AS 樹脂　電源／ AC100V（50/60Hz）　
消費電力／50W　付属品／投入口（チューブ）×2種、カッティング
コーン×4種　中国製　型番／SSL-100J　仕様／定格時間：5分

細切りやリボン切りなど8種類の多彩な切り方で、い
つもの野菜を華やかなメインディッシュに演出します。

2,400 point 408

ティファール インジニオ･ネオ  
IHハードチタニウム･プラス セット6

商品番号

セット内容／フライパン22㎝、フライパン26㎝、ソースパン18㎝、バタフライガラスフタ18
㎝、シールリッド18㎝、専用取っ手　重さ／約3.4㎏（6点セット）　容量／フライパン22㎝：
1.7ℓ、フライパン26㎝：2.3ℓ、ソースパン18㎝：2.3ℓ　素材／本体：アルミニウム、底：ア
ルミニウム+18-0ステンレス、取っ手・フタつまみ：フェノール樹脂、フタ：ガラス・シリコーン
ゴム、シールリッド：ポリエチレン　フランス製　型番／L66790　仕様／オール熱源対応

進化した「チタン・エクセレンス」コーティングで耐久
性がさらにアップ。ティファール最高峰IHシリーズ。

3,000 point 404
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レミパンプラス

商品番号

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／本体：アルミニウム合金、底面：鉄溶射加工、内面：ふっ素樹脂加工、外面：焼付塗装、
フタ：全面物理強化ガラス　付属品／レシピブック　部品：韓国製（ガラス部：中国製）、検
査組立：日本　型番／RHF-302　※IH電磁調理器対応可　※食器洗浄機不可

煮る・炒める・炊く・蒸す・焼く・揚げる、すべての調理
ができる深型フライパンです。

2,200 point 409

ネスカフェ ゴールドブレンドバリスタ 
フィフティ レッド

商品番号

サイズ／約H32.3×W15.5×D30.6㎝　重さ／約3.4㎏　容量／
800㎖（タンク）　電源／AC100V（50/60Hz）　消費電力／
1460W　型番／SPM9634-R　

従来の機能はそのまま、専用の「ネスカフェ　アプリ」
を使うことで、さらに飲み方・楽しみ方が広がります。

2,200 point 410

タイガー オーブントースター <焼きたて>

商品番号

サイズ／約H22.5×W35.1×D33.0㎝　重さ／約3.7㎏　素材／
鋼板、PBT樹脂、フェノール樹脂　消費電力／1300W　付属品
／調理トレイ　中国製　型番／KAM-G130R　

ワイド庫内で簡単調理&あたため、こんがり効率よく
焼きあげる「焼エネ」クッキングトースターです。

1,900 point 412

象印 ホットプレート

商品番号

サイズ／約H10.5×W49.0×D39.0㎝　重さ／約3.7㎏　素材／
トリプルチタンセラミックコート、カラー鋼板　電源／AC100V
（50/60Hz）　消費電力／1300W　付属品／温度調節プラグ　
中国製　型番／EA-BE10-TD　

丈夫で長持ち「トリプルチタンセラミックコートの遠
赤平面プレート」使用。収納しやすいローフォルムです。

2,000 point 411

タイガー 電気ケトル 1.2L

商品番号

サイズ／約H22.5×W15.9×D23.3㎝　重さ／約1㎏　容量／約
1.2ℓ　素材／本体：ポリプロピレン、内容器：ポリプロピレン（側面）、
ステンレス（底面）　電源／AC100V（50/60Hz）　消費電力／
1300W　中国製　型番／PCI-G120C　

カップ1杯分(140㎖)を約60秒でスピード沸騰。安
全性が高い「蒸気レス&転倒流水防止構造」です。

1,500 point 414

ブラウン パワーブレンド コンパクト 3 

商品番号

セット内容／ブレンダー×1、ミル×1、ミル用フタ×1　サイズ／約H33.0×
W13.0×D13.5㎝　重さ／約1.2㎏　容量／約600㎖　素材／本体（モーター
部分）：ABS樹脂、ジャグ：サーモレジストガラス、刃：ステンレス、フタ：ポリプ
ロピレン　電源／AC100V　消費電力／240W　中国製　型番／JM3018　

コンパクトでありながらも、ドイツ品質のハイパワー
設計で使いやすさと操作性を追求したブレンダーです。

1,400 point 415

ヨーグルトメーカー プレミアム

商品番号

サイズ／約H28.0×W14.7×D14.7㎝　重さ／約760ｇ　容量／約800
㎖（付属容器）　素材／ABS樹脂、ポリプロピレン　電源／AC100V
（50/60Hz）　消費電力／30W　付属品／計量スプーン、牛乳パック用
フタ、容器、水切りカップ、レシピブック　中国製　型番／IYM-012　

自家製ヨーグルトや発酵食品が自宅で簡単に手作り
できるヨーグルトメーカーです。レシピブック付き。

1,300 point 417

BRUNO コンパクトホットプレート

商品番号

サイズ／約H14.0×W37.5×D23.5㎝　重さ／約2.3㎏　素材／本体：ス
チール・フェノール樹脂、プレート：アルミダイキャスト　電源／AC100V　
消費電力／1200W　付属品／平面プレート、たこ焼きプレート、木べら、
マグネット式脱着電源コード　中国製　型番／BOE021-RD　

鋳物ホーロー風デザインのホットプレート。付属の2
種のプレートで楽しみ方もいろいろです。

1,800 point 413

三菱レイヨンクリンスイ MONOシリーズ 
クリンスイ

商品番号

サイズ／約H10.3×W14.8×D5.8㎝　重さ／約260ｇ（満水時約
360ｇ）　素材／本体：ABS樹脂、ろ材：中空糸膜（ポリエチレン）・
セラミック・活性炭　本体切替部：中国製、カートリッジ：日本製　
型番／MD101-NC　機能／3段切替レバー

水栓と一体になるメタリックボディ。クリンスイ独自
のカートリッジがしっかり浄水します。

1,400 point 416

ティファール 
IHルビーエクセレンス フライパン 26cm

商品番号

サイズ／H7.6×W45.7×D28.0㎝　重さ／約1.1㎏　素材／アル
ミニウム、ステンレス、フェノール樹脂　フランス製　型番／
C62205　

418

ティファールの頂点。6層「チタン・エクセレンス」コー
ティングで耐久性も抜群です。

1,100 point
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　キッチン&テーブル

2322

象印 コーヒーメーカー (4杯用)

商品番号

サイズ／約H23.0×W20.5×D15.5㎝　重さ／約1.1㎏　容量／540
㎖　素材／ポリプロピレン、ホウケイ酸ガラス、繊維状活性炭、メッキ
鋼板　電源／AC100V　消費電力／650W　付属品／計量スプーン、
ペーパーフィルター（2枚）お試し用　中国製　型番／EC-TC40（TA）　

ひと目でわかる目盛り付き「水タンク」カルキをとって
コーヒー豆本来の美味しさを引き出します。

1,000 point 420

リーデル オー ビア

商品番号

セット内容／ビールグラス×2個　サイズ／約H15㎝　重さ／約
200ｇ（ペア）　容量／約245㎖　素材／クリスタルガラス　ドイツ
製　型番／414/11　

リーデルのオービアグラス。クリーミーな口あたりと
フルーティな香りを楽しめるビールグラスです。

950 point 421

コンパクトマロンポットパン18cm

商品番号

セット内容／片手鍋（約 H11.4×W33.5×D18.5㎝・496ｇ）満水容量
1650㎖／深さ75㎜、 両手鍋（約H15.5×W30.0×D18.5㎝・938ｇ）満水
容量1850㎖／深さ85㎜、フライパン（約H8.0×W33.0×D18.5㎝・387ｇ）
深さ50㎜　重さ／約2.03㎏(箱込重量)　素材／アルミニウム合金、フェ
ノール樹脂　中国製　型番／MR-104　仕様／IH100・200V対応 

内面フッ素樹脂加工でお手入れ簡単。重ねてコンパ
クトに収納が可能です。

950 point 422

越後義次作 包丁2点セット

商品番号

セット内容／牛刀・三徳×各1本　サイズ／牛刀：刃渡約18㎝・約
L30㎝、三徳：刃渡約16.0㎝・約L28.5㎝　重さ／牛刀約100ｇ、
三徳約98ｇ　素材／刃部：ステンレス刃物鋼、柄部：黒積層強化木　
日本製　型番／HM1040-1　

水に強い積層強化木ハンドル。刃部は錆びにくいス
テンレス刃物鋼を使用しています。

850 point 424
マイクロウェーブヒートライト

商品番号

サイズ／約H6.5×W20.0×D13.5㎝　重さ／約500ｇ　素材／プ
レート：磁器、フタ：ポリプロピレン　付属品／レシピブック　日本製　
型番／MW-501　

プレートに食材をのせて電子レンジでチンするだけで、
簡単に時短で焼き調理が行えます。

650 point 425

スープポット

商品番号

保温・保冷OK！美味しさ持続の断熱二重構造。ス
プーン付きで、折りたたんでフタに収納できます。

600 point 426

サイズ／H11×W9×D9㎝　重さ／280ｇ　容量／300㎖　素材
／ステンレス鋼（二重構造）、ポリプロピレン　付属品／スプ－ン　
中国製　型番／LF-250　

ミラくるザル･ボウル 米とぎセット

商品番号

サイズ／H13.1×W26.5×D28.0㎝　重さ／390ｇ　容量／3.2ℓ
（ボウル）　素材／ボウル・ザル：ポリプロピレン、米トギーナ本体：ポ
リエチレン、米トギーナハンドル：ポリプロピレン　付属品／米トギー
ナ　日本製　型番／MZ-3514　

クルッと水切り。ボウルは回転、ザルはそのまま。新
発想のザル・ボウルです。

500 point 429

タニタ デジタルクッキングスケール

商品番号

サイズ／H2.7×W13.0×D19.6㎝　重さ／約361ｇ（乾電池、シリ
コーンゴムカバー含む）　素材／ABS樹脂、ペット、シリコーンゴム　
電源／単4形乾電池×2本（動作確認用付属）　付属品／シリコー
ンゴムカバー　中国製　型番／KJ-212　

0.1ｇ単位の計量が可能な微量モードで、イーストや
調味料などの細かな計量に便利です。

900 point 423

ネスト ガラスストレージ 4ピースセット

商品番号

セット内容／Sサイズ13.0×9.0×5.0㎝×1個、Mサイズ18.0×13.5×6.0
㎝×1個、Lサイズ23.0×17.5×7.5㎝×1個、XLサイズ28.0×21.5×9.0
㎝ ×1個　サイズ／約 H28.0×W21.5×D10.0㎝　重さ／約3.02㎏　
素材／ポリプロピレン、ほうけい酸ガラス　中国製　型番／81060　

419

重ねて収納できるネストストレージシリーズの耐熱ガ
ラスバージョンです。

1,000 point

計量みそマドラー

商品番号

サイズ／約W20.0×D4.0㎝　重さ／約20ｇ　素材／本体：ステン
レス鋼（クロム18％、ニッケル8％）、中栓：ナイロン　日本製　型番
／LS1500　※食器洗い乾燥機使用可

428

いつもの味が手軽に作れる。大小の丸い計量部を味噌
に差してくるりと回すと簡単に味噌の計量ができます。

500 point

※イメージ

※イメージ

※イメージ

※イメージ

※イメージ
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サーモス 真空断熱タンブラー

商品番号

サイズ／約H12.5×φ7.0㎝　重さ／約100ｇ　容量／約300㎖　
素材／ステンレス（真空二重構造）　中国製　型番／JDI-300　※
食器洗浄機使用不可

真空断熱構造だから結露しにくく、熱い飲み物を入
れても外側が熱くなりません。

550 point 427

タニタ 薄型タイマー

商品番号

サイズ／約H0.95×W8.2×D7.6㎝　重さ／約62ｇ　素材／本体：
ABS樹脂、レンズ：PMMA樹脂　電源／CR2032リチウム電池×
1個（動作確認用付属）　中国製　型番／TD408　

おしゃれで落ちにくい、マグネットタイプの薄いタイマー
です。

400 point 432

おろしスプーン

商品番号

サイズ／約W16.5×D4.0㎝　重さ／約50ｇ　素材／ステンレス鋼
（クロム18％）　日本製　型番／UCS6　※食器洗い乾燥機使用
可

簡単おろし金がスプーン形になりました。おろしてそ
のまま混ぜられるので無駄が無くとても便利です。

400 point 433
キャップ付キッチンバサミ

商品番号

サイズ／約L20㎝　重さ／約125ｇ　素材／ステンレススチール、
ABS樹脂、ゴム系樹脂　中国製　型番／KS110　

落としても安全なキャップ付のキッチンバサミです。
握りやすいソフトグリップです。

350 point 434

プログレードカラーグリップスピードピーラー

商品番号

サイズ／H12.3×W6.2×D1.4㎝　重さ／約60ｇ　素材／フレー
ム：18-8ステンレス、グリップ：エラストマー、刃部：ステンレス刃物鋼　
日本製　型番／PG-604B　

切れ味鋭い国産刃を使用。すべりにくいグリップ付き。

350 point 435
マリ･クレール プレリー コーヒースプーン
&ヒメフォーク10PCセット

商品番号

セット内容／コーヒースプーン×5本、ヒメフォーク×5本　サイズ
／スプーン：約W2.5×D12.0㎝、フォーク：約W1.5×D12.5㎝　
重さ／各10ｇ　素材／ステンレス鋼（クロム18％）　日本製　型番
／MC-109　※食器洗い乾燥機使用可

シンプルでクセのないデザインで、普段使いや来客
時のおもてなしなど幅広く活躍します。

350 point 436

くるりとはちみつスプーン

商品番号

サイズ／W2×D18㎝　重さ／30ｇ　素材／本体：ステンレス鋼（ク
ロム18％）　日本製　型番／LS1523　※食器洗い乾燥機使用可

たっぷりすくえてキレイにきれるはちみつスプーンです。

250 point 437
フルベジ 千切り･ツマ切り

商品番号

サイズ／H26.8×W9.0×D1.4㎝　重さ／80ｇ　素材／金属部：
ステンレススチール、樹脂部：ポリプロピレン　日本製　型番／FV-
604　

両面を使い分けて、大根やきゅうり、人参・ごぼうの
千切りやツマ切りが作れます。

200 point 438

ハリオ 耐熱ガラス製保存容器3コセット

商品番号

セット内容／Sサイズ×2個、Mサイズ×1個　サイズ／SサイズH4.7×
W11.1×D10.7㎝　MサイズH6.2×W14.3×D13.9㎝　重さ／約900ｇ
（3個セット）　容量／Sサイズ250㎖、Mサイズ600㎖　素材／ガラス
本体：耐熱ガラス、フタ：ポリプロピレン　日本製　型番／KST-2012-R　

オーブン調理もできる耐熱ガラス製の保存容器3個
セットです。

500 point 431

包丁研ぎ器

商品番号

サイズ／H5.7×W19.3×D4.7㎝　重さ／210ｇ　素材／本体：
ABS樹脂、滑り止め：シリコーンゴム、砥石：炭素鋼　中国製　型
番／EM-9334　

430

持ち手つきで安定し、研ぎやすい設計。荒研ぎと仕
上げ研ぎの2種類の砥石です。

500 point

　キッチン&テーブル
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速乾のためのパワフルなデジタルモーター。髪本
来の輝きをヒートコントロール機能で引き出します。
サイズ／約H24.5×W7.8×D9.7㎝　重さ／約630ｇ　
素材／ABS樹脂　電源／AC100V（50/60Hz）　消
費電力／1200W　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　マレーシア製　型番／HD01 ULF 
IIF　仕様／風量調整3段階、風温調整3段階＋冷風

dyson Supersonic 
ヘアードライヤー

10,900 point

439商品番号

脚の「疲れ」と「むくみ」を包み込むようにマッサージ。
ヒーター付きで足先温か。手洗いできて清潔です。
サイズ／ 約 H55×W61×D6 ㎝　 重さ／ 約1.68 ㎏　
素材／本体：ポリエステル・ポリウレタン、本体カバー：
ポリエステル　付属品／専用ACアダプター、本体カ
バー、足裏用アタッチメント、収納バッグ　中国製　型
番／HM-261-R　仕様／適応ふくらはぎ周：30～43
㎝　医療機器認証番号／227AABZX00073000

オムロン エアマッサージャ

4,800 point

440商品番号

Style PREMIUM

商品番号

座るだけで腰を楽にする、本格的な姿勢ケア。腰の
負担を軽減します。

4,600 point 441

サイズ／約H41.0×W46.0×D43.0㎝　重さ／約3.1㎏　素材／
構造部材：ポリプロピレン、クッション材：ウレタンフォーム、張り材：
ポリエステル・ポリウレタン、フレームライン：シリコーン　中国製　
型番／BS-PR2004F-N　

SIXPAD Abs Fit

商品番号

サイズ／約19.8×17.3㎝　重さ／約84ｇ（コイン電池含む）　素材／本体：
シリコーンゴム・ABS樹脂・ペット・導電性銀・カーボンインク、台紙：ペット・
ポリプロピレン・紙、高電導ジェルシート：アクリル系ポリマー　電源／電池

（CR2032）×2個（動作確認用付属）　付属品／ジェルシート（3枚×2）、台紙、
クリアケース、オープナー、サポートベルト　中国製　型番／SP-AF2009F　

革新的トレーニングギア。スリムで軽量、コードレス。
ワンタッチ操作で簡単に腹筋トレーニングができます。

4,500 point 442

SIXPAD Body Fit

商品番号

サイズ／約11.2×24.4㎝　重さ／約49ｇ（コイン電池含む）　素材／本体：
シリコーンゴム・ABS樹脂・ペット・導電性銀・カーボンインク、台紙：ペット・
ポリプロピレン・紙、高電導ジェルシート：アクリル系ポリマー　電源／電池

（CR2032）×2個（動作確認用付属）　付属品／ジェルシート（2枚×1）、台紙、
クリアケース、オープナー、サポートベルト　中国製　型番／SP-BF2008F　

ワンタッチ操作の身体にフィットするトレーニング・ギ
ア。ウエスト、腕、脚などにお使いください。

3,400 point 446

パナソニック 
スチーマー ナノケア / コンパクト

商品番号

サイズ／約H16.3×W10.4×D14.8㎝　重さ／約700ｇ　容量／約90㎖（給
水タンク）　素材／ポリカーボネート、ABS樹脂　電源／AC100V（50/60Hz）　
消費電力／約290W　付属品／アロマタブレット（お試し用）×1個　中国製　
型番／EH-SA37-P　仕様／スチーム発生量約6㎖/分（吹出口1個）

ナノサイズのスチームが角質層まで浸透。肌にうるお
いとハリ感を与えます。簡単操作でコンパクトタイプ。

4,500 point 443

オムロン 上腕式血圧計

商品番号

サイズ／約H8.5×W12.0×D2.0㎝　重さ／約240ｇ　素材／ABS
樹脂　電源／単4形アルカリ乾電池×4本（動作確認用付属）　付属品
／収納ソフトケース　日本製　型番／HEM-7600T-W　仕様／対象
腕周：22～42㎝　医療機器認証番号／228AGBZX00110000

本体とカフが一体化したチューブレスタイプ。スマー
トフォンアプリで、測定データを簡単管理できます。

4,200 point 445

※イメージ

※イメージ

※イメージ

※イメージ
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ReFa CARAT

商品番号

サイズ／約 H6.1×W9.2×D14.9㎝　重さ／約190ｇ　素材／
ABS樹脂、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　付属品／ギャランティーカード、ガイドブッ
ク、ポーチ、クリーンクロス　日本製　型番／PEC-L1706　

プロの手技である「ニーディング」を再現した、深く
つまみ流す動きが、お肌を引き締めます。

4,400 point 444

ReFa S CARAT

商品番号

サイズ／約H3.2×W4.5×D14.2㎝　重さ／約28ｇ　素材／ABS
樹脂、アクリル、ステンレス、ナイロン、プラチナ　付属品／ギャラン
ティーカード、ポーチ、クリーンクロス　日本製　型番／ RF-
SC1855B　

目元、口元のゆるみがちな肌へ、やさしくつまみ流す「ポ
イントニーディング」の動きを再現しました。

3,000 point 447
テンピュール ® オリジナルネックピロー M

商品番号

サイズ／約H10×W50×D31㎝　重さ／約1.26㎏　素材／カバー
生地：ポリエステル99％・ポリウレタン1％　デンマーク製　

理想的な安眠スタイルを生み出す絶妙のバランスで、
世界中の多くの人に愛用されているピローです。

2,900 point 448

西川リビング 羽毛肌掛けふとん1枚

商品番号

サイズ／約W210×D150㎝　重さ／約1㎏（中綿重量：約300ｇ）　
素材／側地：ポリエステル85％、綿15％、詰めもの：ホワイトダック
ダウン85％　フェザー15％　日本製　型番／1342-54416-10　

ふんわりダウンに包まれて、軽くてあたたかな寝心地。
夏はエアコン冷え対策に、冬は毛布代わりに使えます。

2,400 point 451
オムロン ネックマッサージャ

商品番号

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。

1,900 point 453

サイズ／約H34×W36×D18㎝　重さ／1.18㎏　素材／ポリウレタンフォーム、
ポリエステル　電源／AC100V（50/60Hz）　消費電力／30W　付属品／専
用 AC ア ダ プ タ　 中国製　 型番 ／ HM-142-DB　 医療機器認証番号：
226AABZX00086000　※ペースメーカーなどの医用電気機器との併用不可。

パナソニック カールアイロン26&32mm

商品番号

サイズ／約H33.0×W4.5×D7.5㎝　重さ／約380ｇ　素材／ポ
リカーボネート　電源／AC100V（50/60Hz）　消費電力／最大
400W　付属品／ヘアーバンド　タイ製　型番／EH-HT55-W　
仕様／アイロン部温度約110･120･130℃(3段階)

2サイズのカールが作れ、3Dスタイリングが楽しめ
ます。すべりがよく、髪にやさしいフッ素コーティング。

1,900 point 454
ReFa COLLAGEN ENRICH

商品番号

サイズ／約 H29.5×φ6.5㎝　重さ／約940ｇ　容量／480㎖　
付属品／コップ、付け替えキャップ　賞味期限／製造日より1年半　
生産国／日本　型番／RF-CE2235C-M　

コラーゲンをデザインする。160,000㎎ものコラー
ゲンを1本のボトルに詰め込みました。

1,800 point 455

オムロン 体重体組成計

商品番号

サイズ／H2.8×W28.5×D28.0㎝　重さ／約1.6㎏　素材／高衝
撃性ポリスチレン、強化ガラス　電源／単4形乾電池×4本（動作確
認用付属）　中国製　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。

電源ＯＮして、乗るだけで測定完了。スリムなデザイ
ンで、毎日の測定に役立つ機能が充実しています。

1,300 point 456
タニタ デジタル血圧計(手首式)

商品番号

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　中国製　
型番／BP513　医療機器認証番号／227AABZX00086000

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。

1,200 point 457

パナソニック ヘアードライヤー ナノケア

商品番号

サイズ／約H21.7×W15.7×D7.9㎝　重さ／約475ｇ（速乾ノズル
を除く）　素材／ハウジング、ハンドル:ABS樹脂、ノズル:外側ポリカー
ボネート、内側PBT樹脂　電源／AC100V（50/60Hz）　消費電力
／1200W　付属品／速乾ノズル 　タイ製　型番／EH-NA29-P　

「ナノイー」が髪のうねりを整え、なめらかな指通り&
まとまる髪へ導きます。コンパクト&軽量タイプ。

2,850 point 449

※イメージ ※イメージ
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熊野化粧筆 筆の心 ハートセット

商品番号

セット内容／ハートフェイスブラシ×1本、ハートチークブラシ×1本、
押出しリップブラシ×1本、収納ケース×1個　サイズ／約H7.8×
W19.2×D1.8㎝　重さ／約57ｇ　素材／細長峰、ナイロン、コリン
スキー　日本製　型番／KFi-P12HT　仕様／特許技術の「3D工法」

「世界のブランド熊野筆」として、品質の高さを評価
されている熊野の化粧筆です。

2,000 point 452

パナソニック ヘアードライヤー イオニティ

商品番号

サイズ／約H21.5×W20.8×D8.9㎝　重さ／約475ｇ（速乾ノズル含
む）　素材／ハウジング：ポリカーボネート、ハンドル：ABS樹脂、ノズル：
外側ポリカーボネート・内側PBT樹脂　電源／AC100V（50/60Hz）　
消費電力／1200W（ターボ時）　タイ製　型番／EH-NE59-N　

1.9㎥/分の大風量で、パワフルにヘアードライでき
ます。

1,200 point 458
オムロン 
音波式電動歯ブラシ(替えブラシ付)

商品番号

サイズ／約H20.0×φ2.18㎝　重さ／約60ｇ　素材／ABS樹脂　
電源／単4形乾電池×2本（動作確認用付属）　付属品／トリプルク
リアブラシ×3本　中国製　型番／HT-B906-SET5　機能／約
20,000回/分の高速音波振動

約20,000回/分の高速音波振動で、つるつるに磨け
ます。

950 point 460

タニタ デジタル温湿度計

商品番号

サイズ／H13.2×W7.5×D3.0㎝　重さ／168ｇ　素材／ABS樹
脂、PMMA樹脂　電源／単4形乾電池×1本（動作確認用付属）　
中国製　型番／TT572　

ひと目で部屋の状況（乾燥／快適／不快)がわかる、
快適レベル表示。高級感のある木目調のデザインです。

850 point 461
バスクリン きき湯オリジナルギフトセット

商品番号

セット内容／入浴剤（マグネシウム炭酸湯、カリウム芒硝炭酸湯、食
塩炭酸湯、ミョウバン炭酸湯、クレイ重曹炭酸湯、カルシウム炭酸湯）
各30ｇ×2包　合計12包　日本製　型番／KKY-15C　

その日の症状、その日のうちに。現代人の健康入浴
習慣をご提案します。

600 point 462

西川リビング 肩口フィット枕

商品番号

サイズ／約H35×W50㎝　重さ／500ｇ　素材／側地：綿100％、
詰め物：ポリエステル100％　日本製　型番／2435-55620　※
丸洗い可

立体キルト縫製で頸椎を優しくサポート。優しいフィッ
ト感が、快適な眠りをもたらせてくれます。

550 point 463

旅の宿全国十箇所温泉気分湯めぐりセット

商品番号

セット内容／登別、草津、箱根、湯沢、奥飛騨、吉野、白浜、有馬、
道後、別府 各25ｇ×2袋　サイズ／約H1.8×W26.5×D27.4㎝　
重さ／約690ｇ　日本製　型番／88352　

人気の旅の宿、温泉成分配合の薬用入浴剤です。御
自宅で日替わり温泉気分がお楽しみいただけます。

500 point 465

花王 めぐりズム蒸気でホットアイマスク 
14P

商品番号

セット内容／めぐりズム蒸気でホットアイマスク無香料×14枚　サ
イズ／約H13.9×W12.5×D8.4㎝　重さ／約158ｇ　日本製　

目を心地よい蒸気で温めて気分をリラックスさせるア
イマスク。気分が奥からじんわりほぐれていきます。

500 point 464

シチズン電子体温計

商品番号

サイズ／約H12.8×W1.8×D0.8㎝　重さ／約10ｇ　素材／ABS
樹脂　電源／LR41ボタン電池×1個（動作確認用付属）　付属品
／収納ケース　中国製　型番／CT422-BL　

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。

200 point 466

フィリップス ソニッケアークリーンケアー

商品番号

サイズ／約 H23.3×W3.4×D3.4㎝　重さ／約149ｇ　素材／
ABS樹脂　電源／AC100-240V　消費電力／0.4-1.4W　付属
品／プロリザルツプラークディフェンスブラシヘッド、充電器台　中
国製　型番／HX3293/07　

音波水流で歯垢をしっかり除去。ボタン1つの簡単操
作で、電動歯ブラシを初めてお使いの方におすすめです。

1,100 point 459

※イメージ※イメージ

※イメージ

※イメージ

　ヘルス&ビューティ
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しなやかな動きに応える軽さと、ハードな移動に耐
える強さを兼ね備えたBERMAS最上級モデルです。
サイズ／H74×W51×D29㎝　重さ／約5.4㎏　容
量／約87ℓ　素材／ポリカーボネート　中国製　型
番／6028210　

バーマス プレステージⅢ

商品番号

6,800 point

467商品番号

エコ・ドライブ（光発電）で電池交換をする必要があ
りません。1/1秒クロノグラフ機能（60分計）付き。
サイズ／約H4.6×W4.25×D1.1㎝　重さ／約140ｇ　
素材／ステンレス、クリスタルガラス　電源／エコ・ド
ライブ（光発電）　中国製　型番／VO10-6771F　

シチズン エコ･ドライブ 
クロノグラフウオッチ

468商品番号

5,000 point

富士フイルム チェキミニ8+

商品番号

サイズ／約H11.6×W11.8×D6.8㎝　重さ／約307ｇ（電池、ストラッ
プ、フィルム、専用接写レンズ別）　電源／単3形アルカリ乾電池×2本（動
作確認用付属）　付属品／ハンドストラップ 、+チェキ活用BOOK、接
写レンズ　中国製　型番／チェキカメラinstax mini8+ Vanilla（バニラ）　

世界で一番かわいいインスタントカメラ。撮った写真
がすぐに出てくるチェキで毎日がもっと楽しくなります。

2,500 point 469

エース トロリー アバロン ファビオ

商品番号

サイズ／ 本体：約 H46×W34×D23 ㎝　 外寸：約 H55×W34×
D24㎝　重さ／約2.3㎏　容量／約20ℓ　素材／ポリエステル　
付属品／南京錠×1個、鍵×2個　中国製　型番／26760-01　

1泊程度の旅行や出張で活躍する、機能的なトロリー
です。四輪仕様で操作しやすく移動が快適です。

1,700 point 470
フィリップス シェーバー

商品番号

サイズ／約H16.4×W6.1×D6.7㎝　重さ／173ｇ　素材／ABS
樹脂　電源／AC100-240V　消費電力／2W　付属品／充電ア
ダプター、保護キャップ　中国製　型番／S5050/05　

5方向に可動するヘッドと、丸みを帯びた刃がやさし
い肌あたりでシェービングをサポートします。

1,700 point 471

エース ビジネスバッグ

商品番号

サイズ／約H30×W42×D12㎝　重さ／約580ｇ　素材／本体：ポリエステル、付
属部：ポリ塩化ビニル・ポリプロピレン　中国製　型番／26869-01　仕様／内部：
テープ付きポケット･ファスナーポケット×各1、前面：ファスナーポケット×1、背面：
テープ付きポケット×1、開閉部（2室）ファスナー式、着脱式ショルダーベルト

ベーシックなデザインで使いやすいビジネスバッグで
す。

1,500 point 472
アディダス リュックサック

商品番号

サイズ／約H41×W30×D13㎝　重さ／約300ｇ　容量／約15ℓ　
素材／ポリエステル　中国製　型番／26887-01　

人気アイテムのリュックサックはタウン・トラベル・レ
ジャーと幅広いシーンで使えるので便利です。

1,400 point 473

ファッション
＆ビジネス
ビジネスシーンだけでなく、日常

生活の幅広い場所で役に立つ商

品が揃っています。

※ ご利用には、三菱UFJ-VISA会員専用
Webサービスのご利用登録が必要です。

WEB
限定商品は
こちらから
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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。

商品番号

2,000 point

474

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。
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

エノテカがおすすめするワインの伝統国から、
代表するワイナリーのワインをセットにしました。
セット内容／アニョー・ルージュ（赤）フランス、カデ・ドック・カベ
ルネ・ソーヴィニヨン（赤）フランス、サンタ・クリスティーナ・ロッソ

（赤）イタリア、サンタ・クリスティーナ・ビアンコ（白）イタリア、サ
ングレ・デ・トロ（赤）スペイン、サングレ・デ・トロ・ブランコ（白）ス
ペイン 各750㎖×1本　サイズ／約H19.5×W29.5×D38.0㎝　
重さ／約7.5㎏　生産国／フランス、イタリア、スペイン　

エノテカおすすめワイン
伝統国の厳選ワインセット

商品番号

1,900 point

475

特選ニューワールドワインセット

商品番号

セット内容／モンテス・クラシック・シリーズ・カベルネ・ソーヴィニヨ
ン（赤）チリ、サンタ・ディグナ・メルロ・レゼルヴァ（赤）チリ、ベンチマー
ク・シャルドネ（白）オーストラリア、セラー・セレクション・ソーヴィニ
ヨン・ブラン（白）ニュージーランド、エスパス・オブ・リマリ・ブリュット（白
発泡）チリ、各750㎖×1本　サイズ／約H19.5×W29.5×D38.0㎝　
重さ／約6.25㎏　生産国／チリ、ニュージーランド、オーストラリア　

ワインの新たな銘醸地として注目のニューワールド
産ワインをエノテカのソムリエが厳選しました。

1,700 point 476

サントリー ザ･プレミアム･モルツ

商品番号

セット内容／350㎖×24缶　重さ／約9.2㎏　賞味期限／製造日
より270日　生産国／日本　

ダイアモンド麦芽がもたらす“華やかな香り”と“深
いコクと旨み”がさらに進化しました。

1,500 point 478

サッポロ ヱビスビール

商品番号

セット内容／350㎖×24缶　重さ／約9.2㎏　賞味期限／製造日
より270日　生産国／日本　

ドイツ正統の醸造法（ビール純粋令）に基づいた麦芽
100％生ビール。100年プレミアムのビールです。

1,500 point 479
キリン一番搾り

商品番号

セット内容／350㎖×24缶　重さ／9.1㎏　賞味期限／製造日よ
り270日　生産国／日本　

麦のおいしいところだけを搾った「一番麦汁」のみを
使用。上品な麦のうまみをお楽しみいただけます。

1,300 point 480

エノテカ厳選チリワインセット

商品番号

セット内容／モンテス・クラシック・シリーズ・カベルネ・ソーヴィニヨン（赤）、モンテ
ス・クラシック・シリーズ・メルロ（赤）、モンテス・クラシック・シリーズ・シャルドネ（白）、
マプ・カベルネ・ソーヴィニヨン（赤）、マプ・ソーヴィニヨン・ブラン（白） 各750㎖×
1本　サイズ／約H19.5×W29.5×D38.0㎝　重さ／約6.25㎏　生産国／チリ　

エノテカのソムリエが個性豊かな味わいを楽しめる
チリワインを厳選しました。

1,600 point 477

※イメージ

※イメージ

※イメージ

　

グルメ 
セレクション
各地から厳選した人気の絶品グル

メを、幅広くラインナップしてお

届けします。

※ ご利用には、三菱UFJ-VISA会員専用
Webサービスのご利用登録が必要です。

WEB
限定商品は
こちらから
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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。

商品番号 495
ニッポンの○（マル）
美味しいごはん 香り（かおり）

1,200 point

日本各地のお米やごはんに
合うおかずが満載。ニッポン
の美味しい“ごはん”にこだ
わったカタログギフトです。

※商品点数／約70点
※ページ数／50ページ
※カタログ内の商品は冊子に同封
されたハガキにてご応募ください。

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ヶ月　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％

1,000 point 商品番号 482

商品番号 483
夕張メロンピュアゼリー

北海道を代表する果物、夕張メロンの完熟果肉を贅
沢に使用しました。
セット内容／80ｇ×15個　賞味期限／製造日より270日　アレル
ギー／乳　生産国／日本

1,000 point

商品番号 490
馬路村 ポン酢しょうゆセット

人気の「ゆずの村」と、ゆずの味を効かせた濃いぽん
酢「１０００人の村」のセットです。
セット内容／　ゆずの村500ｍℓ×2本、1000人の村500ｍℓ×１
本　賞味期限／製造日より180日　アレルギー／原料の一部に大
豆、小麦を含む　生産国／日本

850 point

新宿中村屋 老舗のカリー &ハヤシ詰合せ

商品番号

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袋、4種の国産野菜カリー、国産牛肉のビーフハヤシ×各180
ｇ×1袋　サイズ／約H11.0×W29.5×D21.5㎝　重さ／約1.2㎏　賞
味期限／製造日より常温で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　型番／SN-40　

こだわりの国産素材を使用した贅沢感のあるカリー
です。

1,000 point 484

カゴメ 野菜の保存食

商品番号

セット内容／野菜たっぷりトマトのスープ160ｇ×2袋、野菜たっぷりかぼ
ちゃのスープ160ｇ×2袋、野菜たっぷり豆のスープ160ｇ×2袋、野菜一
日これ一本（長期保存用）190ｇ×6本　サイズ／約H20.8×W17.3×
D14.0㎝　重さ／約2.5㎏　賞味期限／製造日より4年　アレルギー／
乳、小麦、大豆、豚肉、鶏肉、ゼラチン　生産国／日本　型番／YH30　

野菜一日これ一本と野菜たっぷりスープを詰め合わ
せた長期保存可能な「野菜の保存食」セットです。

950 point 486
カゴメ 野菜たっぷりスープ

商品番号

セット内容／野菜たっぷりトマトのスープ160ｇ×3袋、野菜たっぷ
りかぼちゃのスープ160ｇ×3袋、野菜たっぷり豆のスープ160ｇ×
3袋　サイズ／約H17.9×W40.2×D5.9㎝　重さ／約1.7㎏　賞
味期限／製造日より4年　アレルギー／乳、小麦、大豆、豚肉、鶏肉、
ゼラチン　生産国／日本　型番／SO-30　

野菜の旨みを活かした3種類のスープの詰め合わせ。
トマト、豆、かぼちゃの味わいが手軽に楽しめます。

900 point 487

カゴメ 野菜生活ギフト 地産全消果実めぐり

商品番号

セット内容／野菜生活100沖縄フルーツミックス190ｇ×6本、野菜生活
100北海道ベリーミックス190ｇ×6本、野菜生活100紀州うめミックス
190ｇ×3本、野菜生活100瀬戸内柑橘ミックス190ｇ×6本　サイズ／
約H5.8×W40.1×D33.5㎝　重さ／約5㎏　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　

地産全消で地域の美味しさを全国に。人気の野菜生
活限定商品が一度に楽しめるうれしい詰め合わせです。

900 point 488

AGF® ｢ブレンディ ®｣ スティック カフェオレ 
コレクション

商品番号

セット内容／深煎珈琲仕立て14ｇ×12本、深煎珈琲仕立てミルクたっ
ぷり14ｇ×10本、深煎珈琲仕立て甘さひかえめ12ｇ×10本、紅茶オ
レ11ｇ×5本、抹茶オレ12ｇ×5本、ココア･オレ11ｇ×6本　サイズ
／約H32.8×W47.6×D2.8㎝　重さ／約1㎏　賞味期限／製造日よ
り13ヶ月　アレルギー／乳　生産国／日本　型番／BST-30C　

カフェオレに加え、紅茶オレ、ココア･オレ、抹茶オレ
を詰め合せた色々な味わいが楽しめるギフトです。

950 point 485

アサヒ スーパードライ

商品番号

セット内容／350㎖×24缶　重さ／9.1㎏　賞味期限／製造日よ
り270日　生産国／日本　

日本初の辛口ビールとしてデビュー。酵母、原材料、
製法にこだわり、雑味のないクリアな味を醸し出します。

1,300 point 481

※イメージ

※イメージ

※イメージ

　グルメセレクション
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AGF® ｢べに花油｣ &バラエティオイルギフト

商品番号

セット内容／べに花油350ｇ×2本、限定なたね使用キャノーラ油
350ｇ×2本、伝承のおいしさ３種のブレンド匠の油350ｇ×2本　
サイズ／H6.3×W46.0×D22.2㎝　重さ／2.5㎏　賞味期限／製
造日より24ヶ月　生産国／日本　型番／PV-30F　

べに花油、オレイン酸豊富な限定なたねキャノーラ油、
ギフト限定匠の油、健康への思いやりを詰めました。

850 point 491
久保養蜂園 オーガニックハチミツセット

商品番号

セット内容／220ｇ×3本　重さ／約1.5㎏　賞味期限／製造日よ
り常温で730日　生産国／ブルガリア　型番／OGC-30　加工地
／日本　※はちみつは有機JAS認定の対象外であるため有機JAS
マークは付いていません。本品は海外で有機認定を受けたものです。

自然に恵まれたブルガリアからの蜂蜜。ほのかにハー
ブが香るさわやかな風味の蜂蜜です。

850 point 492

カルピスギフト

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　
サイズ／H25.2×W30.2×D7.7㎝　重さ／2.7㎏　賞味期限／製
造日より270日　生産国／日本　型番／CN20P　

良質な生乳と95年以上受け継がれてきた乳酸菌と
酵母、発酵という自然製法がカルピスを生み出します。

750 point 493
オリーブオイル ティエラ

商品番号

セット内容／229ｇ（250㎖）×4本　賞味期限／製造日より常温で
730日　原産地／スペイン　

フルーティーな味わいが特徴のスペイン産エキスト
ラバージンオリーブオイルです。

650 point 494

キッコーマン いつでも新鮮ギフトセット

商品番号

セット内容／キッコーマンいつでも新鮮国産原料仕込みしぼりたて生しょうゆ330㎖×2本、キッコーマンいつでも新鮮味わい贅
沢生しょうゆ330㎖×2本、キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ200㎖×1本、キッコーマンいつでも新鮮塩分ひかえ
め丸大豆生しょうゆ200㎖×1本、キッコーマンいつでも新鮮旨み豊かな昆布しょうゆ200㎖×2本　サイズ／約H7.4×W28.2
×D38.6㎝　重さ／約3.1㎏　賞味期限／製造日より1年　アレルギー／小麦、大豆　生産国／日本　型番／KIS-25Z　

使いやすさを進化させた二重構造の「やわらか密封
ボトル」で、しょうゆの鮮度を保ちます。

850 point 489

※イメージ※イメージ

※イメージ

●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」のご利用について

お問合せ先 0120-977-777
ポジティブロゴ

ネガティブロゴ

39

グルメセレクション

38

ギフトカタログ

商品番号 496

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）

選べるカタログギフト「ダイヤモンド」

1,900 point 商品番号 497

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2,580点（内グルメ
約310点）

選べるカタログギフト「クリスタル」

1,100 point

商品番号 499

日本全国47都道府県の�
美味・名品を集めました。

※商品点数／137点

日本の贈り物「抹茶」

1,200 point商品番号 498

レストランのデザートから生まれ
た「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

ア・ラ・グルメ「シンデレラ」

1,200 point

BTMUBTMU
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商品番号

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。

1,400 point 971

ギフトカタログ

41
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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

商品番号

モバイルバッテリーにスタンド機能がついているので、
充電しながら視聴することができます。
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　仕様
／内蔵バッテリー容量：5200mAh（18.72Wh)、充電時間：約6時
間

1,100 point 972

カスペルスキー セキュリティ 1年5台版

商品番号

強くて、軽快。だから、使いやすい。

セット内容／スタートガイド、アクティベーションシート、CD-
ROM、挨拶状　サイズ／約H19.5×W13.5×D2.6㎝　重さ／約
1.1㎏　日本製　型番／KL1936JBEFS110　

1,600 point 974
SONY スマートスピーカー

商品番号

音楽、天気、ニュース、対応機器まで、声でかんたんハ
ンズフリー操作。かしこいスピーカーが生活を変える。
サイズ／約H16.2×W11.0×D11.0㎝　重さ／約750ｇ　電源／
AC電源　消費電力／約8W（AC電源使用時）　付属品／ACアダ
プター　型番／LF-S50G　出力：Bluetooth標準規格Power�
Class１

6,250 point 973

商品番号 807

全国の観光地を中心に日帰
り、宿泊プランをご用意しま
した。

商品点数／約310点�

JTBえらべるギフト たびもの撰華「梓」

5,700 point

商品番号 805

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280点

JTBえらべるギフト たびもの撰華「橘」

13,400 point 商品番号 806

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340点

JTBえらべるギフト たびもの撰華「柊」

8,000 point

商品番号 808

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410点�

JTBえらべるギフト たびもの撰華「椿」

3,000 point

●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へ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」のご利用について

お問合せ先

セレクトコース

200 point 商品番号 757

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。

※�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。

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。「ポイントオウボ」
と印字されます。

キャッシュバック（1,000円分）

0120-753-3667Ⓡ

BTMU BTMU



4342 ※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。

図書カードNEXT

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NEXT取扱い
店マーク」を表示しています。

商品番号 609 商品番号 619

1,000円券×1枚　有効期限：約10年

1,000円分

350 point

1,000円券×4枚　有効期限：約10年

4,000円分

1,000 point

4,000円分

1,000 point 商品番号 621商品番号 611

1,000円分

350 point

500円分×2枚　有効期限：なし 500円分×8枚　有効期限：なし

日本全国のマクドナルド店舗（一部を除く）で、お好き
な商品の支払いにご利用頂けます。

マックカード商品券

見  本

800 point 商品番号 876

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継続年会費へ
の充当が翌年となる場合があります。JAF継続年会費�800ポイントを1口とします。

【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（→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

お好きなワコール商品と交換できる商品券。国内の
有名百貨店のワコールコーナー、有名下着専門店、
量販店、ワコールの直営店などのワコールエッセンス
チェック取扱い店にてご利用いただけます。
※�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

500円券×8枚　有効期限：なし

4,000円分

950 point

500円券×2枚　有効期限：なし

1,000円分

300 point 商品番号 630 商品番号 640

見  本

商品番号 632

2,000円分

650 point

見  本

※�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ヶ月となります。
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。

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。

MOS�CARD

商品番号 615
1,080円分

250 point

「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。

厳選いいもの便り専用クーポン

商品番号 625
3,240円分

650 point

●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ヶ月（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。

商品番号 626
5,400円分

1,000 point 商品番号 627
10,800円分

1,900 point

1,000円分

350 point

4,000円分

1,000 point

●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10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。

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。

Amazonギフト券

商品番号 606 商品番号 616

見  本 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。
※�当プログラムはAppleの提供・協賛によるものではありません。
※券種を変更する場合がございます。

iTunes�Card�

1,000円券×1枚　有効期限：なし

1,000円分

350 point

1,000円券×4枚　有効期限：なし

4,000円分

1,000 point商品番号 607 商品番号 617

GIFT CARD ／ TICKET

GIFT CARDと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。
・ご応募後の組合せの変更・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。

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

商品番号 610 商品番号 620350 point

500円券×8枚　有効期限：なし

4,000円分

1,000 point

500円券×2枚　有効期限：なし

1,000円分

BTMU BTMU
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2,000円分

650 point

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ヶ月となります。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。

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。

KFC�CARD

商品番号 633

※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。

商品番号 652

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。

地球・人間環境フォーラム

200 point 商品番号 653

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。

国連WFP

200 point

商品番号 655

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。

JOC�オリンピック選手強化寄付プログラム�with�Visa

200 point

商品番号 657

「がん克服」という未来を目指して。日本初のがん専
門機関であり、病院部門（がん研有明病院）と研究部
門が一体化した組織をもつ公益財団法人です。

がん研究会

200 point

商品番号 654

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。

あしなが育英会

200 point

商品番号 656

教育の機会をすべての人に、そして豊かな自然や町
並み、伝統文化を未来につないでいくための地道な
活動を国内外で続けています。

日本ユネスコ協会連盟

200 point

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。

オイスカ

200 point 商品番号 651

商品番号 658

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。

日本ユニセフ協会

200 point

※寄付金への交換に際し、領収書の発行はいたしかねます。

CHARITY

6,000円分

1,550 point

20,000円分

4,050 point

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
※�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。

3,000円分

850 point

15,000円分

3,050 point

25,000円分

5,050 point

商品番号 712 商品番号 703

商品番号 711

商品番号 704 商品番号 705

商品番号 635
2,000円分

650 point

有効期限：なし

※お届けのカードには、2,000円分が入金されています。
※�残高は、スターバックスの公式アプリ、公式ホームペー
ジにてご確認ください。
※�カードをWeb登録いただくと、スターバックス�リワー
ド™プログラムなどさまざまなベネフィットをお楽し
みいただけます。

全国のスターバックスにてキャッシュレスで快適にご
利用いただけるプリペイドカードです。ギフトにもお
すすめです。

スターバックスカード

見  本

「全国共通おこめギフト券取扱店」の表示のあるＪＡ、
スーパー、デパート等で1枚あたりお米440円分と交
換できます。

おこめギフト券

有効期限：なし

2枚

350 point

有効期限：なし

8枚

1,000 point商品番号 636 商品番号 646

BTMU BTMU
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P＝ポイント

ポイント名 ポイント換算 三菱 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」
②au携帯電話番号

■dポイント 三菱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
 ②ドコモ携帯電話番号

■Pontaポイント 三菱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

■ベルメゾン・
　ポイント

三菱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。

（＊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。

（＊1）

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ご応募いただけません。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。

●口数単位でご応募ください。
●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。

Point Swing

BTMU BTMU




