
（2023年4月15日現在）

カードの
ポイントが
おトクにたまる
ポイントモール！

ポイント商品交換期間

くわしくはP2～4をご覧ください。
2023 年4月15日～2024 年3月31日

20232023
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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�PAY残高チャージ、ウェブマネー、auかんたん決済au�
WALLETチャージ等）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。

●ポイントの有効期限は3年度。ただし、当年度獲得ポイントが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2023 2026年3月31日
三菱UFJポイント2022 2025年3月31日
三菱UFJポイント2021 2024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です。

●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、
ポイントは無効です。

●三菱UFJ-VISA会員規約や三菱UFJポイント利用規程を遵守いただ
けていない場合等は、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
　https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/kaiin_minasama/
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
　https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/kaiin_minasama/
※�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
2024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です。三菱UFJポイントのご応募までの流れ

2023年4月10日ご請求分→2024年3月11日ご請求分ポイント獲得期間

※2024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です。

2023年4月15日〜2024年3月31日応募受付期間

※ご郵送の場合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「https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/kaiin_minasama/」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。

ポイントデスク  0120-353-767

※�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。オペレーターにおつなぎします。
※�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。
※ダイヤル回線をご利用のお客さまは、プッシュトーンの切替えを行ってからご利用いただきますよう
お願いいたします。

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、2023年4月15日〜2024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（2021年度、2022年度、2023
年度の順）から減算します。

●商品ご応募後のお客さまのご都合による取消・変更・返品はお受けいたしかねます
ので、ご了承ください。
●「三菱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
することができません。また、ご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。

〈商品のお届けについて〉
●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。また、お届け先の変更やお届け日のご指定はできません。
●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、ゴールデンウィーク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
できない場合があります）。
●ご希望商品が複数の場合、お届けが別々になる場合があります。
●クレジットカード（機能）のお支払いに遅延があった場合は、商品を差し上げられない
ことがあります。

〈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�PAY残高チャージ、ウェブマネー、auかんたん
決済au�WALLETチャージ等）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

ポイントに関するお問い合わせ・商品応募等は



76

■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「https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/kaiin_minasama/」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、上記よりも日数を要することがございます。
※商品の在庫状況、年末年始、ゴールデンウィーク等の時期、一部地域、「セレクトコース」およ
び一部の商品では、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ご確認のうえ、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

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、実物と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



P. 23

材料を入れて作りたいレシピ
のコースを選ぶだけの自動調
理、ほったらかしのおまかせ
調理ができます。

象印
STAN. シリーズ 
自動調理鍋

P. 26

1台5役（つぶす・混ぜる・刻む・
砕く・泡立てる）のマルチなブ
レンダーです。

BRUNO
マルチスティック
ブレンダー

P. 15

ヘッドセットだけでゲームプレ
イはもちろん、eスポーツでの
使用や音楽・動画、映画鑑賞
まで対応可能です。

オーディオテクニカ
ゲーミング
ヘッドセット

P. 13

コンパクトさと扱いやすさを追
求した高圧洗浄機です。背
面の収納ケースに付属品を
収納する事ができます。

ケルヒャー
高圧洗浄機
K MINI

バラエティにとんだ商品が満載！

RECOMMEND ITEM
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P. 29

柔らかくきめ細かで上品な旨
みのある和牛肉をご堪能くだ
さい。

特選和牛
静岡そだち

（すき焼き用ロース）
500g

P. 29

日本有数の米どころからおい
しいブランド米をお届けいたし
ます。

山形県産つや姫
10kg（5kg×2袋）

P. 12

1.5㎏のコードレスクリーナー
は微細なホコリを99.99％閉じ
込め、吸引力が変わりません。

Dyson
Micro 1.5kg
コードレスクリーナー

P. 36

乗るだけでスイッチオン。測定
者を認識し測定から結果表
示までを自動で行う乗るピタ
機能を搭載しています。

タニタ
体組成計

こ
こ
に
は
、
あ
な
た
の
”欲
し
い”

が

た
く
さ
ん
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。

RECOMMEND ITEM

1110

※全農ギフトカードとの交換となります。

※全農ギフトカードとの交換となります。
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MUFG AMEXG MUFG AMEXG

　 バラエティ

※商品の詳細はWEBサイト（https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/）にてご確認いただけます。

Dyson　Omni-glide
Completeコードレスクリーナー

サイズ／約 H13.2×W20.8×D107.7㎝（ス
ティック時）　重さ／約1.9㎏（スティック時）　
付属品／コンビネーション隙間ノズル、ミニモー
ターヘッド、専用充電ドック　

パワフルで軽量な全方向駆動コード
レスクリーナーです。

商品番号 20114,400 point

Dyson　Micro 
1.5kgコードレスクリーナー

サイズ／約 H22.2×W20.7×D109.1㎝（ス
ティック時）　重さ／約1.5㎏（スティック時）　
付属品／コンビネーション隙間ノズル、ツール
クリップ、ミニモーターヘッド、収納用ブラケット　

1.5㎏のコードレスクリーナーは微
細なホコリを99.99％閉じ込め、吸
引力が変わりません。

商品番号 20212,000 point

アイロボット　
ロボット掃除機 ルンバ i3

サイズ／約H9.2×φ34.2㎝　重さ／約3.2㎏
（バッテリー含む）　付属品／ホームベース、
交換用フィルター、電源コード　

規則正しい動きで効率的に清掃。イ
ンテリアにも馴染むデザインのスタ
ンダードモデルです。

商品番号 20311,000 point

Dyson　Pure Cool 
空気清浄機能付タワーファン

サイズ／約H101.8×W19.6×D19.6㎝　重
さ／約3.7㎏　付属品／リモコン　

PM0.1レベルの微細な粒子を99.95％
除去。また、有害なガスも除去します。

商品番号 2048,900 point

バルミューダ　
ザ・スピーカー（ブラック）

サイズ／約H18.8×W10.5×D10.5㎝　重さ
／約1㎏　付属品／ACアダプター　

360°広がる立体的で抜けるような
サウンドと、ライブステージのような
臨場感を作り出すスピーカーです。

商品番号 2058,900 point

ケルヒャー　
高圧洗浄機 K2 サイレント

サイズ／約H30.3×W53.8×D29.3㎝　重さ
／約5.8㎏　付属品／バリオスプレーランス、
サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧
ホース（8m）、フォームノズル 　

K2シリーズ最高の洗浄力且つ、静音
モデル。パワフルなのに軽くて静か
な高圧洗浄機です。

商品番号 2066,200 point

ケルヒャー　
高圧洗浄機 K MINI

サイズ／約H29.5×W28.0×D23.3㎝　重さ
／約3.9㎏　付属品／ショートバリオスプレー
ランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、
本体側カップリング　

コンパクトさと扱いやすさを追求した
高圧洗浄機です。背面の収納ケース
に付属品を収納する事ができます。

商品番号 2075,400 point

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。

WEB限定商品
カタログに掲載されていない
WEB サイトだけのアイテム !!

▼こちらからアクセス

バラエティ

※ 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。

https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/

※イメージ

※イメージ※イメージ ※イメージ※イメージ
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バラエティ

※商品の詳細はWEBサイト（https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/）にてご確認いただけます。

Bose　SoundLink 
Flex Bluetooth® speaker

サイズ／約H9×W20×D5㎝　重さ／約580ｇ　
付属品／充電用USBケーブル（Type-C）　

どこへでも持ち運べる丈夫な設計。
水やホコリ、衝撃にも強い、最高の
パートナーです。

商品番号 2085,100 point

アイリスオーヤマ　
ふとん乾燥機 カラリエ ツインノズル

サイズ／H32.0×W16.6×D19.6㎝　重さ／
2.4㎏　付属品／くつ乾燥アタッチメント×2個　

ツインノズルでカラっとあったか。
ふとん乾燥機のカラリエです。

商品番号 2094,300 point

オーディオテクニカ　
完全ワイヤレスイヤホン

サイズ／約H2.6×W2.5×D2.8㎝　重さ／ヘッドホ
ン：約8ｇ（L側）/約8ｇ（R側）、充電ケース：約60ｇ　
付属品 ／ 充電用 USB ケ ー ブ ル（30 ㎝、USB 
Type-A/USB Type-C）、イヤピース（XS/S/M/L）　

業界最高クラス。大容量バッテリー
を採用し、イヤホン単体で連続約20
時間再生を実現しました。

商品番号 2104,200 point

パナソニック　
コードレススチームアイロン

サイズ／約H13.0×W11.0×D22.6㎝　重さ
／約1.1㎏　

スイッとラクラク。シワのばし、除菌
はもちろん､ 抗菌ハンドルで清潔に
お使いいただけます｡

商品番号 2113,500 point

オーディオテクニカ　
ゲーミングヘッドセット

サイズ／H20.0×W16.7×D10.0㎝　重さ／222ｇ　付属品
／着脱式マイクロホン（ウインドスクリーン付き）、1.2m着脱式
コード（φ3.5㎜金メッキステレオ4極ミニプラグ）、3.0m着脱
式PC用コード（φ3.5㎜金メッキステレオ3極ミニプラグ×2本）　

ヘッドセットだけでゲームプレイはも
ちろん、eスポーツでの使用や音楽・
動画、映画鑑賞まで対応可能です。

商品番号 2123,500 point

アルトモントプロフェッショナル
フリップトップ バックパック

サイズ／約H49×W33×D23㎝　重さ／約
960ｇ　

取り外し可能な小物収納オーガナイ
ザーが付属した、収納力と使いやす
さを考慮した設計のバックパックです。

商品番号 2133,400 point

TRAVELIST モーメント

サイズ／約H54.0×W36.5×D24.5（29.5）㎝　
重さ／約3.4㎏　付属品／鍵×2本、南京錠　

トップオープン機能に拡張機能が搭
載された機内持ち込み規定サイズの
ファスナースーツケースです。

商品番号 2143,300 point

カシオ　G-SHOCK 
カモフラージュダイアルシリーズ

サイズ／約H5.5×W5.1×D1.7㎝　重さ／約
71ｇ　

G-SHOCKの持つタフネス性能をミ
リタリーデザインで表現した、カモフ
ラージュシリーズです。

商品番号 2153,100 point

※イメージ

※イメージ※イメージ

※イメージ※イメージ※イメージ※イメージ
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バラエティ

※商品の詳細はWEBサイト（https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/）にてご確認いただけます。

ケルヒャー　
スチームクリーナー SC MINI

サイズ／約H18.6×W32.1×D12.7㎝　重さ
／約1.6㎏　付属品／ハンドブラシ、マイクロ
ファイバーカバー×2枚　

水だけで安心の99.99％除菌。コン
パクトなのに安定した高温のパワフ
ルスチームを提供します。

商品番号 2163,100 point

BLACK+DECKER　10.8V
ハンディクリーナースリムサイクロン

サイズ／ H43×W7×D8㎝、コード：L1.5m　
重さ／600ｇ　付属品／充電台、ブラシノズ
ル、先細ノズル　

コンパクトでスリムデザインの充電
式コードレスクリーナーです。

商品番号 2173,100 point

パナソニック　
ラムダッシュ 3枚刃

サイズ／約H15.5×W6.4×D5.0㎝　重さ／
約145ｇ　付属品／ACアダプター、専用オ
イル、掃除用ブラシ　

ラムダッシュこだわりのシステム刃で
濃いヒゲもしっかり剃りあげます。

商品番号 2183,000 point

ツインバード　温度センサー付
サーキュレーター

サイズ／H33×W22×D29㎝、電源コード：
約L1.8m、羽根：約φ18㎝　重さ／2.7㎏　

温度センサーで室温を検知し、最適
な風量で自動運転。横8の字首振り
で効率的に空気を循環します。

商品番号 2192,600 point

アイリスオーヤマ　
空気清浄機 10畳

サイズ／H31×W21×D21㎝、電源コード：
約L1.8m　重さ／約2.2㎏　

スピード洗浄。汚れた空気を一気に
吸い込み、素早くキレイにします。

商品番号 2202,500 point

ケルヒャー　窓用バキューム
クリーナー WV 1 プラス LR

サイズ／約H27.5×W13.0×D25.0㎝　重さ
／約500ｇ　付属品／スプレーボトル、ワイ
プパッド、窓用バキュームクリーナー専用洗浄
剤、充電アダプター　

コードレスの窓用バキュームクリー
ナー。窓掃除以外にもお風呂の水滴
取りや冬場の結露取りにも最適です。

商品番号 2212,200 point

BLACK+DECKER　
10.8Vハンディクリーナー

サイズ／約H40×W8×D8㎝　重さ／約700ｇ　
付属品／充電台、ブラシノズル、先細ノズル　

10.8Vリチウムバッテリー搭載のコ
ンパクトなハンディクリーナー。スリ
ム設計で場所を選びません。

商品番号 2222,000 point

ツインバード　サイクロン
スティック型クリーナー

サイズ／ H105.0×W23.0×D15.5㎝、電源
コード：約L5m　重さ／1.8㎏　付属品／す
き間ノズル、すき間ノズルホルダー　

スティックパイプを外してハンディで
も使える2WAYクリーナーです。

商品番号 2231,900 point

※イメージ※イメージ

※イメージ※イメージ

※イメージ※イメージ※イメージ※イメージ

※イメージ※イメージ
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MUFG AMEXG MUFG AMEXG

バラエティ

※商品の詳細はWEBサイト（https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/）にてご確認いただけます。

タイトリスト プロV1 ボール

セット 内容 ／12球　 サ イ ズ ／ H13.1×
W19.0×D4.6㎝　重さ／642ｇ　

ベストを尽くし、そして勝つために、
タイトリスト プロV1は、世界のツアー
で選ばれ続けています。

商品番号 2241,800 point

ティファール　
アクセススチーム ファースト

サイズ／約H11×W13×D30㎝　重さ／約
725ｇ　付属品／アタッチメントブラシ　

ティファール史上最速、最軽量で簡
単パワフルシワ伸ばし。初めてでも
パッと使えるパワフルスチーマーです。

商品番号 2251,800 point

オーディオテクニカ　
ワイヤレスヘッドホン

サイズ／H17.5×W16.5×D7.5㎝　重さ／約180ｇ　
付属品／30㎝充電用USBケーブル(USB Type-A/
USB Type-C)、1.2mマイク内蔵リモコン付きコード
(φ3.5㎜金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)　

一日中着けたままでも疲れにくい、エ
ンタメにも通話にも適したワイヤレ
スヘッドホンです。

商品番号 2261,600 point

マクセル　Bluetooth®対応完全
ワイヤレスカナル型ヘッドホン

サイズ／約H4.1×W5.5×D2.6㎝　重さ／本体
約4ｇ×2、充電ケース：約24ｇ　付属品／イヤー
ピース (S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、充
電用ケーブル (USB-A－Micro-B 約45㎝) 　

QCC3020チップ採用で安定した接
続性とaptXTM 対応で高音質を実現
しました。

商品番号 2271,400 point

ツインバード　ハンディー
アイロン＆スチーマー

サイズ／H9.8×W33.5×D8.0㎝、電源コー
ド：約L2.5m　重さ／630ｇ　付属品／衣類
ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ　

パワフルスチームでハンガーにかけ
たまま簡単シワ伸ばしできます。

商品番号 2281,300 point

BLACK+DECKER　
ダストバスターオート

サイズ／H15.8×W13.0×D40.0㎝、ケーブ
ル：約L5m　重さ／820ｇ　付属品／先細ノ
ズル、ブラシノズル、大型ブラシノズル、ロング
先細ノズル、蛇腹ホース、収納バッグ　

コンパクトなデザインと豊富なアク
セサリーで、狭い車内も隅々までお
掃除できます。

商品番号 2291,200 point

花王　アタックZEROギフト

セット内容／アタックZERO380ｇ、詰め替え
用320ｇ、他4点　

アタック液体史上最高の清潔力です。

商品番号 2301,100 point

バスクリン　
きき湯オリジナルギフト

セット内容／薬用入浴剤30ｇ×24包　

温泉の「チカラ・効果」をツブ剤に凝
縮配合した薬用入浴剤です。医薬部
外品。

商品番号 2311,000 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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バラエティ

※商品の詳細はWEBサイト（https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/）にてご確認いただけます。

車載用防災セット

セット内容／緊急脱出ハンマー、携帯トイレ、
他10点　サイズ／約H8.5×W31.0×D25.0

（持ち手+1）㎝　重さ／約1.8㎏　

地震、渋滞、豪雪、土砂崩れなど乗
車中の「もしも」の時に安心できるこ
だわりの車載用防災セットです。

商品番号 2321,000 point

ライオン　トップスーパー
NANOXギフトダブルセレクション

セット内容／トップ スーパーNANOXニオイ
専用 本体 400ｇ、トップ スーパーNANOX 
本体 400ｇ、他5点　

全部無臭化洗浄“ナノックス ニオイ
専用”と、最強洗浄を発揮する“ナ
ノックス”の組み合わせセットです。

商品番号 2331,000 point

京セラ　CERAMUG ボトル

サイズ ／ H15.3×W4.9×D4.9 ㎝　 重さ／
151ｇ　

おいしい瞬間をいつまでも。セラミッ
ク加工のマグボトルです。

商品番号 234800 point

ENVIROSAX 
保冷保温レジカゴ用バッグ

サイズ／約H30×W48×D30㎝（底面：約34
×22㎝）　重さ／約130ｇ　

レジカゴにセットできる保冷・保温保
持効果仕様。マチ幅が広いので、汁
漏れの心配もありません。

商品番号 235700 point

泉州オーガニックⅡ
フェイスタオル

セット内容／フェイスタオル×3枚　サイズ／
約H72×W29㎝（タオル1枚）　重さ／約60ｇ

（タオル1枚）　

オーガニック糸をパイル部分に使用
し、精錬・染色・仕上げに天然酵素を
用いた人と環境に優しいタオルです。

商品番号 236600 point

花王　キュキュットセットギフト

セット内容／食器用洗剤240mℓ×2個、食器
用洗剤泡スプレー280mℓ×1個　サイズ／
約H21.0×W16.6×D7.1㎝　重さ／約1㎏　

サッと泡切れキュッと実感。キュキュッ
トギフトセットです。

商品番号 237600 point

ENVIROSAX エコバッグ

サイズ／約H42×W50×D（マチ）7㎝　重さ
／約50ｇ　

デザインに優れ、耐荷重20㎏で、く
るくる丸めてスナップで留めてコンパ
クトに持ち運びできます。

商品番号 238300 point

今治桜づつみハンドタオル

セット内容／ハンドタオル×2枚　サイズ／
H33×W32㎝　重さ／約150ｇ(2枚)　

「桜」が良好な水辺空間に舞い散る
イメージを、タオルの名産地「今治」
の技術で丁寧に織り上げています。

商品番号 239300 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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キッチン&テーブル　

※商品の詳細はWEBサイト（https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/）にてご確認いただけます。

バルミューダ　
ザ・ブリュー（ブラック）

サイズ／約H37.9×W14.0×D29.7㎝　重さ
／約3.4㎏　付属品／計量スプーン、ドリッ
パースタンド、ペーパーフィルター×5枚　

コーヒーの香り・味わい・後味を科学
の目線で徹底的に追求。 ドリップコー
ヒーに革新をもたらします。

商品番号 24013,000 point

ティファール　クックフォーミー

サイズ／約H32.4×W31.4×D26.8㎝　重さ
／約4.8㎏　付属品／蒸しかご、蒸しかご台、
炊飯用カップ　

多彩なレシピを内蔵しているクック
フォーミーは、簡単に美味しい手料
理が作れます。

商品番号 2419,300 point

象印　圧力IH炊飯ジャー

サイズ／約H21.5×W25.5×D39.0㎝　重さ
／約5㎏　付属品／シャモジ、計量カップ　

好みの食感に炊き分ける3通りの「炊
き分け圧力」を搭載した圧力IH炊飯
ジャーです。

商品番号 2426,600 point

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4.4㎏　付属品／5ccカップ、ガイドブック　

バルミューダ　ザ・トースターは、感
動の香りと食感を実現するトースター
です。

商品番号 2436,100 point

象印　
STAN. シリーズ 自動調理鍋

サイズ／約H22.5×W28.5×D31.0㎝　重さ
／約7kg　付属品／パックホルダー、パック
ホルダーカバー、なべ蓋、計量カップ、レシピ
ブック　

材料を入れて作りたいレシピのコー
スを選ぶだけの自動調理、ほったら
かしのおまかせ調理ができます。

商品番号 2445,600 point

abien　
MAGIC GRILL（2022モデル）

サイズ／H7.9×W40.5×D30.5㎝　重さ／
約3.1㎏　付属品／プレート、スタンド2種、
電源コード　

“ムラなく美味しく焼ける”独自のサー
キットヒーターを採用、プレートは丸
洗いできお片付けも楽々です。

商品番号 2454,600 point

ティファール　インジニオ・
ネオ IHリュクス・アンリミテッド

セット内容／フライパン：内径φ22㎝、マルチ
パン：内径φ22㎝、他3点　サイズ／約H16.0
×W28.5×D28.5㎝　重さ／計約3.0㎏　

取っ手がとれるから重ねてコンパク
トに収納可能です。

商品番号 2463,900 point

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。

WEB限定商品
カタログに掲載されていない
WEB サイトだけのアイテム !!

▼こちらからアクセス

キッチン&
テーブル

※ 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。

https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/

※イメージ

※イメージ※イメージ

※イメージ※イメージ※イメージ※イメージ
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キッチン&テーブル

※商品の詳細はWEBサイト（https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/）にてご確認いただけます。

BRUNO　crassy+ 
オーバルホットプレート

サイズ／約H15×W39×D26㎝　重さ／約
2.8㎏　付属品／平面プレート、たこ焼きプレー
ト、深鍋、プレート取り替え用ハンドル×2個、
シリコンマット、マグネット式脱着電源コード　

ホットプレートでいただきます、をもっ
とあなたの暮らしのなかに。毎日幅
広い料理をお愉しみいただけます。

商品番号 2473,400 point

BRUNO　crassy+ 
スチーム＆ベイク トースター

サイズ／約H22.5×W35.0×D37.0㎝　重さ
／約4.8㎏　付属品／給水カップ、ベイキング
トレイ、焼き網、くず受けトレイ、レシピブック　

あなたの“わがまま”をかなえるトー
スターです。

商品番号 2483,100 point

レミパンプラス

サイズ／約H15.0×W44.0×D25.5㎝（蓋付
き）　重さ／約1.4㎏　付属品／ガラス蓋、レ
シピブック　

料理の美味しさと楽しさを追求して
生まれたフライパンです。

商品番号 2492,300 point

BRUNO　
コンパクト低温調理機

サイズ／約H28×W5×D9㎝　重さ／約990ｇ　
付属品／レシピカード（QRコードでレシピペー
ジにアクセス）　

初めてでも簡単。手間なく食材のお
いしさを引き出す低温調理機です。

商品番号 2512,200 point

BRUNO　
コンパクトホットプレート

サイズ／H14.0×W37.5×D23.5㎝　重さ／
2.3㎏　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　

毎日の食卓を彩るテーブルウエアの
新定番です。

商品番号 2522,000 point

Iwatani　
カセットガス 炉ばた焼器

サイズ／約H13.4×W40.9×D21.4㎝　重さ
／約2.4㎏　付属品／収納用ベルト
※本体・U字バーナーは丸洗いできません。　

魚介類やお肉、野菜に干物に、お餅
まで。様々な材料を炙って楽しめま
す。

商品番号 2531,800 point

ティファール　
アプレシア・プラス ロック

サイズ／約H19.5×W15.5×D22.0㎝、コー
ド：約L1.3m　重さ／約990ｇ　

倒れてもお湯がこぼれにくい、コンパ
クトなケトルです。

商品番号 2541,800 point

Iwatani　
スモークレス焼肉グリル

サイズ／約H30.3×W27.8×D14.9㎝(プレー
トサイズ(外径)：φ23.3㎝)　重さ／約2㎏　
付属品／取っ手　

プレートの温度を高温化させないこ
とで煙の発生を少なく抑え、室内で
手軽に焼肉が楽しめます。

商品番号 2551,700 point

※イメージ※イメージ

※イメージ※イメージ ※イメージ※イメージ

※イメージ
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キッチン&テーブル

※商品の詳細はWEBサイト（https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/）にてご確認いただけます。

レミパンミニ

サイズ／約H12.5×W40.0×D21.0㎝（蓋付
き）　重さ／約1㎏　付属品／ガラス蓋、レシ
ピブック　

軽くて小回りが利くので、ソースやタ
レ、ちょっとした朝ごはんの調理にぴっ
たりです。

商品番号 2561,600 point

BRUNO　
マルチスティックブレンダー

サイズ／H36.5×W6.3×D6.8㎝（ブレンダースティック使用時）　
重さ／570ｇ（ブレンダースティック使用時）　付属品／ホイッパー、
チョッパーボトル、ボトル用蓋、チョッパーボトル専用カッター、ブ
レンダーカップ（500mℓ）、お手入れブラシ、専用レシピリーフ　

1台5役（つぶす・混ぜる・刻む・砕く・
泡立てる）のマルチなブレンダーです。

商品番号 2571,500 point

タイガー　真空断熱炭酸ボトル

サイズ／約H21.2×W10.5×D7.5㎝　重さ
／約290ｇ　

「炭酸解禁」いつでもどこでも冷たい
炭酸飲料を持ち運べる真空断熱炭
酸ボトルです。

商品番号 2581,400 point

Iwatani　カセットフー 
達人スリムプラス

サイズ／約H8.4×W33.3×D25.7㎝　重さ
／約1.2㎏　

上質に食卓を彩るスタイリッシュな、
うす型こんろです。

商品番号 2591,200 point

BRUNO×FUJIHORO　
ホーローケトル

サイズ／約H18.0×W21.5×D13.0㎝　重さ
／約740ｇ　

富士ホーローとコラボ。使いやすさ
を追求したケトルです。

商品番号 2601,200 point

貝印　カーブキッチンバサミ

サイズ／ 約 H23×W10×D1㎝　 重さ／ 約
106ｇ　

野菜から肉まで様々な食材のカット
が得意。カーブがついた刃先は食材
を逃がすことなく使いやすさ抜群です。

商品番号 2611,100 point

ジップトップ　2点セット　

セット内容／ショートカップ×1個、サンドイッチ×1
個　サイズ／ショートカップ：約H10×W15×D8㎝、
サンドイッチ：約H16×W19.4×D3.5㎝　重さ／
ショートカップ：約74ｇ、サンドイッチ：約128ｇ　

マチが広めのデザインで、ランチを
入れて持ち運んだり食品を保存する
のに最適です。

商品番号 2621,000 point

tone　フタがお皿になる
シリコンスチーマー角型

サイズ／約H8.0×W24.5×D14.5㎝　重さ
／約375ｇ　

コンパクトに折りたためる角型シリコ
ンスチーマー。底の波型形状が、余
分な脂を落とします。

商品番号 263800 point

※イメージ

※イメージ

※イメージ※イメージ
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キッチン&テーブル グルメセレクション

※商品の詳細はWEBサイト（https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/）にてご確認いただけます。

【機能性表示食品】
果実の香り ぎゅっとみかん

セット内容／190ｇ×30缶　賞味期限／製造
日より約1年6ヵ月　生産国／日本（静岡県産
温州みかん使用）

“香りと甘さ”が一層際立つ、みかん
のうまみを“ぎゅっ”と閉じ込めた贅
沢な味わいをご堪能ください。

商品番号 2701,300 point

申込ハガキお届け申込ハガキお届け

申込ハガキお届け申込ハガキお届け

※お届けするお申し込みハガキでご希望のお米をご記
入のうえ投函してください。
※ご投函後、約2週間後にお届けいたします。

※お届けするお申し込みハガキでご希望のお肉をご記
入のうえ投函してください。

見  　本

見  　本

ジョセフジョセフ　
ポップチョッピングマット

サイズ／約H0.6×W34.0×D24.0㎝　重さ
／計約476ｇ　

両面使えて、食材ごとに使い分けら
れるカラフルなまな板3枚セットです。

商品番号 264700 point

京セラ　セラミックスライサー

サイズ／約H27.7×W9.2×D2.4㎝　重さ／約137ｇ
※食材を手前に戻す動作の際には、刃先が触れてケガをすることがないように、ゆっ
くりと動かしてください。※食材が小さくなったら、手を切るおそれがありますので、
プロテクターをご使用ください。もしくは包丁をお使いいただくことをおすすめします。

普段使っているキッチン小物から気
分を変えるきっかけとなるアイテム
です。

商品番号 265700 point

タニタ　デジタルタイマー

サイズ／約H9.7×W6.1×D1.6㎝　重さ／約
66ｇ　

ボタンを押した際に出るプッシュ音
はせず、時間をお知らせするアラー
ム音のみ音が鳴ります。

商品番号 266500 point

マリ・クレール 
モーニングセット9pc

セット内容／コーヒースプーン×4本、ヒメフォーク
×4本、他1点　サイズ／コーヒースプーン：H12.0
×W2.5×D1.5㎝、ヒメフォーク:H12.5×W1.5×
D1.5㎝、バターナイフ：H13.3×W1.6×D1.3㎝　

シンプルでクセのないデザインはど
んなシーンにもマッチします。朝食や
デザートに使えるセット。

商品番号 267400 point

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。

WEB限定商品
カタログに掲載されていない
WEB サイトだけのアイテム !!

▼こちらからアクセス

グルメ
セレクション

※ 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。

https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/

※イメージ※イメージ

※イメージ※イメージ

※イメージ※イメージJA静岡経済連JA静岡経済連

※イメージ

全農食品ギフトカード
（お米コース）

全農食品ギフトカード
（厳選肉コース）

日本有数の米どころからおいしいブ
ランド米をお届けいたします。

柔らかくきめ細かで上品な旨みのあ
る和牛肉をご堪能ください。

●コシヒカリ佐渡育ち 10kg  
●山形県産つや姫 10kg（5kg×2袋）
上記2アイテムの中からお好きな商品をお選
びください。
有効期限：約4ヵ月

●特選和牛静岡そだち（ステーキ用ロース）
250g×2枚 
●特選和牛静岡そだち（すき焼き用ロース）
500g
上記2アイテムの中からお好きな商品をお選
びください。有効期限：約4ヵ月

商品番号

商品番号

269

268

1,500 point

2,550 point



3130 ※ 20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されております。20歳未満の方の酒類へのご応募はできません。

グルメセレクション

※商品の詳細はWEBサイト（https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/）にてご確認いただけます。

※イメージ※イメージ

キリン　一番搾り生ビール

セット内容／350mℓ×24缶　

おいしいとこだけ搾る、特別なビー
ルです。

商品番号 2781,600 point

申込ハガキお届け申込ハガキお届け

エノテカ　
ベストセラーワインセット

セット内容／1.モンテス・アルファ・カベルネ・
ソーヴィニヨン、2.ムートン・カデ・ルージュ、
他4点　

ボルドーワイン、シャルドネ、スパー
クリングワインのベストセラーワイン
セットです。

商品番号 2722,700 point

松阪牛 しゃぶしゃぶ用

松阪牛は霜降りがきめ細かく入り、
肉質がやわらかく脂肪分に甘みのあ
る風味が特徴です。

商品番号 2732,500 point

サントリー　
ザ・プレミアム・モルツ

セット内容／350mℓ×24缶　容量／モモ500ｇ
※お届けするお申し込みハガキにご記入のう
え投函してください。※冷凍便でお届けします。　

素材と製法に徹底的なこだわりを
持ってつくられた、華やかな香りと深
いコクが特長です。

商品番号 2741,700 point

キリン　SPRING VALLEY 
豊潤＜496＞

セット内容／350mℓ×24缶　

豊潤なのに綺麗な後味。味わって飲
めるクラフトビールです。

商品番号 2751,700 point

サッポロ　ヱビスビール

セット内容／350mℓ×24缶　

吟味しつくされた原料と製法がつむ
ぐ、旨味あふれる、ふくよかなコクが
味わえます。

商品番号 2761,650 point

アサヒ　スーパードライ

セット内容／350mℓ×24缶　

「飲んだ瞬間の飲みごたえ、瞬時に感
じるキレのよさ。」が特長の躍動感あ
るうまさです。

商品番号 2771,600 point

※イメージ

紀州南高梅干　はちみつ梅

肉厚で柔らかい紀州南高梅干を国産は
ちみつと黒酢入りの調味液に漬け込み、
塩分４％のうす塩味に仕上げました。
重さ／1㎏　賞味期限／製造日より約６ヵ月　
生産国／日本

商品番号 2711,100 point
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グルメセレクション

※ 20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されております。20歳未満の方の酒類へのご応募はできません。 ※商品の詳細はWEBサイト（https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/）にてご確認いただけます。

キリン　本麒麟

セット内容／350mℓ×24缶　

麒麟の最高品質うまさの極みへ。力
強いコクと飲みごたえが味わえます。

商品番号 2791,150 point

コカ・コーラ　
檸檬堂 定番レモン

セット内容／350mℓ×24缶　

お店の定番の美味しさを実現した「定
番レモン」は、すべてのレモンサワー
好きの方におすすめです。

商品番号 2801,100 point

グロワーズカップ 
レギュラーコーヒー（中挽き）

セット内容／グアテマラ20ｇ×3パック・ブラ
ジル20ｇ×2パック、他6点　

いつでもどこでもお湯があればスペ
シャルティコーヒーをお楽しみいた
だけます。

商品番号 2811,100 point

日清　オイルバラエティギフト

セット内容／EXVオリーブオイル・ヘルシーご
ま香油各145ｇ、他4点　

キッチンの必需品。毎日使うからも
らって嬉しいオリーブオイルやごま油、
ヘルシーオイルの詰合せです。

商品番号 2821,000 point

カゴメ　
野菜生活プレミアムギフト

セット内容／白桃ミックス125mℓ・メロンミッ
クス125mℓ各3個、他10点　

国産素材にこだわり、厳選した高級
果実を使用した、「野菜生活100」ブ
ランドの最高峰です。

商品番号 283950 point

神戸「牛乃匠」 ビーフカレー

セット内容／200ｇ×6箱　

創作焼肉店「神戸 牛乃匠」だからこ
そ作れたビーフカレーです。

商品番号 284900 point

オリーブオイル ティエラ

セット内容／229ｇ(250mℓ)×4本　

オリーブ本来の香りを活かしたフルー
ティな味わいが特徴です。

商品番号 285850 point

キッコーマン　
いつでも新鮮ギフトセット

セット内容／いつでも新鮮しぼりたて生しょう
ゆ450mℓ×2本、いつでも新鮮塩分ひかえめ
丸大豆生しょうゆ450mℓ×2本、他2点　

空気の入らない密封容器入りの「生
しょうゆ」を中心としたギフトセット
です。

商品番号 286800 point

※イメージ

※イメージ※イメージ



3534

ヘルス&ビューティ

※商品の詳細はWEBサイト（https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/）にてご確認いただけます。

Dyson Corrale

サイズ／約H4.5×W4.1×D29.2㎝、コード：
約L3.3m　重さ／約561ｇ　付属品／360
度回転マグネット充電器、充電ドック、耐熱
ポーチ　

フレックスコッパープレートで包み込
む、コードレスヘアアイロンです。

商品番号 28711,800 point

MTG　SIXPAD 
Powersuit Core Belt

サイズ／約H66×W70×D21㎝　重さ／約
181ｇ　付属品／スプレーボトル、洗濯ネット、
ポーチ、専用コントローラー　

腹筋・脇腹・背筋(下部)を同時に鍛
え、バランスのとれた身体へ。専用ネッ
トに入れて洗濯機で洗えます。

商品番号 28810,200 point

MTG　SIXPAD Foot Fit2

サイズ／H11.0×W33.5×D33.0㎝　重さ／
約1.3㎏　付属品／リモコン、クリーンクロス　

坂道を登ったり降りたり、スキップな
どを想像できるプログラムにしており、
毎日楽しく続けられます。

商品番号 2898,400 point

MTG　ReFa 
BEAUTECH DRYER PRO

サイズ／約H24.6×W8.1×D23.2㎝　重さ
／約740ｇ　付属品／セット用ノズル　

トップサロンと共同開発。プロフェッ
ショナルのブローテクニックに着目し、
開発されたドライヤーです。

商品番号 2908,400 point

サイエンス　ミラブルplus

サイズ／約全長16.0㎝（接続部除く）、全幅7.0㎝
（突起部含む）、ヘッド幅：吐水面φ5.5㎝・操作部
外形φ6.5㎝、持ち手φ2.8㎝　重さ／約162ｇ　
付属品／トルネードスティック、オーナーズカード　

ウルトラファインバブルで洗浄力の
高いミストと塩素除去機能で全身ケ
アする大ヒットシャワーヘッドです。

商品番号 2916,500 point

MTG　ReFa 
FINE BUBBLE PURE

サイズ／約H9.3×W14.4×D23.6㎝　重さ
／約250ｇ　付属品／アダプター：K・M・G、
外装リング､ゴムパッキン（細）､オープナー　

2つの泡がやさしく汚れを落とし、心
地よく温め、うるおいを与えます。

商品番号 2925,900 point

クロシオ　足も～む

サイズ／H13.0×W33.5×D19.0㎝　重さ／
約1.4㎏　

もみ玉が、足裏をマッサージ。2つの
もみ玉が回転し、コリをマッサージし
ます。脚にもご使用いただけます。

商品番号 2932,500 point

健康や美容を維持する
さまざまな人気商品を
ピックアップし、

皆さまにお届けします。

WEB限定商品
カタログに掲載されていない
WEB サイトだけのアイテム !!

▼こちらからアクセス

ヘルス&
ビューティ

※ 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。

https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/

※イメージ※イメージ※イメージ※イメージ

※イメージ※イメージ※イメージ※イメージ

※※MサイズMサイズ

※イメージ※イメージ※イメージ※イメージ

※※ホワイトホワイト
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ヘルス&ビューティ

※商品の詳細はWEBサイト（https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/）にてご確認いただけます。

タニタ　体組成計

サイズ／約H3.7×W29.5×D29.5㎝　重さ
／約1.2㎏　

乗るだけでスイッチオン。測定者を認
識し測定から結果表示までを自動で
行う乗るピタ機能を搭載しています。

商品番号 2941,900 point

タニタ　上腕式血圧計

サイズ／約H7.0×W12.8×D15.0㎝　重さ
／約255ｇ　付属品／添付文書、カフ　

簡単操作のワンプッシュ測定。測定は
「開始/終了」ボタンを押すだけです。

商品番号 2961,550 point

オムロン　
低周波治療器 エレパルス

サイズ ／ H19.9×W6.0×D2.1㎝　 重さ／
155ｇ　付属品／ロングライフパッド（1組2
枚入り）、導子コードKタイプ、導子収納具、ソ
フトケース　

症状、部位、もみ方、各コースの中か
ら選ぶだけで、それぞれに最適な治
療を行います。

商品番号 2951,700 point

パナソニック　
ヘアドライヤー イオニティ

サイズ／約H21.5×W20.8×D8.9㎝　重さ
／約475ｇ　

1.9㎥/分の大風量で、スピーディー
に乾燥できます。使いやすい軽量タ
イプです。

商品番号 2971,500 point

タニタ　手首式血圧計

サイズ／約H8.7×W6.5×D2.8㎝　重さ／約
125ｇ　付属品／収納ケース　

日々の健康管理に便利な商品。1人
分の測定結果を過去90回分まで記
録可能です。

商品番号 2981,200 point

タニタ　
体組成計 インナースキャン

サイズ／約H2.5×W29.7×D21.0㎝　重さ
／約1.4㎏
※ペースメーカーなど医用電気機器を装着さ
れている方は使用しないでください。

スタイリッシュなデザインで、立てか
け収納が可能です。

商品番号 2991,100 point

オムロン　音波式電動歯ブラシ

サイズ／約H19.5×W1.9×D1.9㎝　重さ／
本体：約46ｇ（ブラシ含む）、充電器：約115ｇ　
付属品／歯垢除去ブラシ（SB-172）、充電器、
ブラシスタンド　

手みがきにないつるつる感。初心者
でも使いやすいシンプル1モードの
ベーシックモデルです。

商品番号 3011,100 point

タニタ　非接触体温計

サイズ／約H12.9×W4.9×D3.9㎝　重さ／
約90ｇ　

寝ている子供や動いてしまう赤ちゃん
などの体温もわずか1秒で測定できる
ので測定時の負担が軽減できます。

商品番号 3021,050 point

※イメージ※イメージ

※イメージ※イメージ
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●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。　※写真は全てイメージです。

営業時間／ 月～金 9：00～17：00（祝日を除く）0120-977-777
ポジティブロゴ

ネガティブロゴ

ハーモニック「ギフトカタログ」のご利用について

お問い合わせ先

　 ギフトカタログヘルス&ビューティ

※商品の詳細はWEBサイト（https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/）にてご確認いただけます。

パナソニック　
エチケットカッター

サイズ／約H14.6×W2.0×D2.0㎝　重さ／
約37ｇ　付属品／掃除用ブラシ　

スリムで使いやすいデザイン。ポー
チやポケットにもすっきり収まるコン
パクトサイズです。

商品番号 303850 point

オムロン　
電子体温計 けんおんくん

サイズ／約H13.7×W2.0×D1.3㎝　重さ／
14ｇ　

約15秒のスピード検温。音と光で検
温終了をお知らせします。

商品番号 304700 point

タニタ　デジタル温湿度計

サイズ／約H7.3×W7.5×D4.6㎝　重さ／約
72ｇ　

インテリアに馴染む丸型のデザイン
が特徴的なデジタル温湿度計です。
過去の最高・最低温湿度を表示。

商品番号 305600 point

日本橋木屋　爪切（小）

サイズ／約H1.6×W1.5×D5.8㎝　重さ／約
25ｇ　

創業230年の刃物の老舗、日本橋木
屋オリジナルのポケット爪切です。

商品番号 306200 point

※イメージ

※イメージ※イメージ

ファインチョイス「ダイヤモンド」 ファインチョイス「クリスタル」

商品番号 商品番号307 3092,400 point 1,400 point

素敵な時間を楽しむ体験
チケットやブランド商品、
名店グルメ等幅広い商品
を取り揃えたカタログギ
フトです。　
商品点数／約1,330点

素敵な時間を楽しむ体験
チケットやブランド商品、
名店グルメ等幅広い商品
を取り揃えたカタログギ
フトです。
商品点数／約2,210点

素敵な時間を楽しむ体験
チケットやブランド商品、
名店グルメ等幅広い商品
を取り揃えたカタログギ
フトです。
商品点数／約2,270点

豊富に取り揃えたメニュー
の中から幅広い年齢層に
喜ばれるグルメをお届け
するカタログギフトです。
商品点数／約400点

ファインチョイス「ガーネット」 ア・ラ・グルメ 「シンデレラ」

商品番号 商品番号310 3081,200 point 1,600 point



MUFG AMEXG MUFG AMEXG

セレクトコース

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

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。

※�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。

キャッシュバック（1,000円分）

商品番号

商品番号

商品番号

商品番号

商品番号

757

571

573

572

574

200 point

●期間中、カタログのリニューアルを予定しております。（表紙および掲載商品の一部。）　●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6ヵ月）にハーモニックカスタマーセンターへ直接ご応募ください。
（お届けまでの詳細な日数につきましてはギフトカタログに同封の案内をご確認ください。）　※写真は全てイメージです。

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

お問い合わせ先 0120-004-4597Ⓡ

感染症対策など安全性に配慮した宿泊施設を厳選し、食器やインテリアなど雑貨も多数掲載。

THE PREMIUMGIFT
ありがとうプレミアム JTDコース

THE PREMIUMGIFT
ありがとうプレミアム JTJコース

THE PREMIUMGIFT
ありがとうプレミアム JTXコース

THE PREMIUMGIFT
ありがとうプレミアム JTOコース

選び抜かれた名旅館やラ
グジュアリーホテルでの
一日を贈る、至福の一冊。
特別な時を演出する、素
敵な大人のギフトカタロ
グです。
商品点数157点：
宿泊50点/雑貨107点

客室に露天風呂を備えた旅館の
宿泊プラン、高級ホテルのお食
事やエステなど、上質にこだわっ
たプランを厳選。寛ぎのひと時
を生み出すギフトカタログです。

有名旅館の宿泊プランを多
数掲載。有名ホテルのお食
事プランやエステもお選び
いただける、あらゆるギフト
シーンに対応した一冊です。

全国のシティホテルや有
名温泉地の旅館を中心
に、バラエティに富んだラ
インナップが、選ぶ楽し
みをお届けします。

商品点数162点：
宿泊51点/食事12点/
体験6点/雑貨79点/グルメ14点

商品点数247点：
宿泊56点/食事8点/
体験6点/雑貨147点/グルメ30点

商品点数317点：
宿泊53点/食事10点/
体験6点/雑貨214点/グルメ34点

商品番号

商品番号 商品番号

商品番号311

313 314

31224,550 point

12,500 point

17,350 point

7,700 point

4140

セレクト／JAF／ギフトカード&チケットギフトカタログ

※商品の詳細はWEBサイト（https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/）にてご確認いただけます。

スーパーふわっと40
オーガニックコットンバスタオル

サイズ／H60×W120㎝　重さ／約460ｇ　

お肌と環境に配慮した今治マーク付
きのオーガニックコットンタオル。毎
日使いたくなる快適なタオルです。

1,400 point

レコルト　コーン式全自動
コーヒーメーカー

サイズ／約H35×W15×D30㎝　重さ／3.4㎏　
付属品／お手入れ用クリーニングブラシ　

本格的な挽きたてコーヒーの香りと
味を楽しめるコーン式ミルを搭載し
た全自動コーヒーメーカーです。

4,300 point

エアウィーヴ　座 クッション

サイズ／約H4.5×W40.0×D80.0㎝　重さ
／約900ｇ　

エアウィーヴの最上級の座り心地で、
日中も快適な時間をお過ごしいただ
けます。

4,600 point

アルインコ　Ele Neck

サイズ／約H6.8×W16.4×D15.6㎝　重さ／約
135ｇ　付属品／USBケーブル、リモコン、収納袋、
コイン形リチウム電池CR2025×1個（動作確認用）　

どこでも「ながら」でできるネックケア。
EMSが深部筋まで届き、首まわりを
リフレッシュできます。

2,400 point

※イメージ



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
充当いたします。※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。※ポイント交換後、JAFの有効
期限が更新されているかにつきましては、お客さまご自身でJAFマ
イページ（登録無料）にログインし、ご確認くださいますようお願い
いたします。ポイント交換結果（継続）反映には約3週間かかります。

【応募方法】
お電話のみでご応募承ります（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会員番号が必要です。

「JAF継続年会費」ポイント移行先番号：876

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、ご応募ください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。

見  本

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

●ご応募後、ご応募いただいた金額分のAmazonギフト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Amazonギフトカー
ド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。

5,000円分

1,300 point

1,000円分

1,000円分

1,000円分

5,000円分

5,000円分 2,000円分

350 point

350 point

350 point

1,300 point

1,300 point 650 point

10,000円分

2,400 point商品番号 627

商品番号 614

商品番号 609

商品番号 611

商品番号 616

商品番号 617 商品番号 634

商品番号 647

商品番号 637

商品番号 701

1,000円券×1枚　有効期限：約10年

500円分×2枚　有効期限：なし 500円分×10枚　有効期限：なし

有効期限：なし

5枚

700 point 商品番号 620

有効期限：なし

2枚

2枚1枚

500 point

700 point400 point

商品番号 628

商品番号 623商品番号 613

有効期限：約5ヵ月有効期限：約5ヵ月

有効期限：なし

見  本

500円券×2枚　有効期限：なし 500円券×10枚　有効期限：なし

30,000円分

7,000 point

50,000円分

10,100 point

見  本 見  本

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

※�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™プログラム等さまざまなベネフィットをお楽しみ
いただけます。
※カードデザインはお選びいただけません。

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。※3D、IMAX（R）、4DX、ScreenX、プレ
ミアム・ダイニング・シネマでは各所定の追加料金を頂戴します。※特別興行作品（特別上映）や、一部劇場のプレミアム
座席等ではご利用になれない場合がございます。※インターネット、自動発券機ではご使用いただけません。※本券は現
金と交換できません。また、紛失されても再発行は出来ません。※他の割引券との併用は出来ません。※転売禁止

ユナイテッド・シネマ/
シネプレックス共通映画鑑賞券

1枚でハーゲンダッツ�ミニカップ・クリスピーサンド・バー
の中からお好きな2個と交換できます。

ハーゲンダッツ ギフト券

「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

全国約35,000店舗、約1,000ブランド以上の加盟店でご利用いただけ
るお食事券です。コロナ禍による「おうち時間」を充実させる為に、お気
に入りの加盟飲食店の味を持ち帰って「イエナカ外食」も楽しめます。

全国共通お食事券　
ジェフグルメカード

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いただけます。

マックカード商品券

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。※実際のカードデザインとは異なります。

図書カードNEXT

総合オンラインストアAmazon.co.jpで使えるAmazonギフトカードです。
※本プログラムは三菱UFJニコス株式会社による提供です。本プログラ
ムについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。ポイ
ントデスクまでお願いいたします。※Amazon、Amazon.co.jpおよび
それらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。

Amazonギフトカード

1,000円分 5,000円分

350 point 1,300 point商品番号 615 商品番号 618

JAF継続年会費 
800ポイントを1口とします。

5,000円券×1枚　有効期限：約10年

※イメージ

4342

JAF／ギフトカード&チケット



地球環境問題に関する科学的調査・研究、その成果の
普及・啓発、政策提言を行っています。気候変動や森林
減少、プラスチックごみ問題などの解決、そして持続可
能な社会づくりに向けて、月刊誌『グローバルネット』の
発行やリユース食器の普及等に取り組んでいます。

SDGs達成に貢献すべく2030年までに、ウズベキ
スタン以東のアジア・太平洋諸国において合計
50,000haの緑化（「森林などの生態系を活用した防災・
減災」をテーマとし砂漠緑化、マングローブ等の森林再
生活動など）、そして、100万人を対象に循環型農業の
研修や環境教育を実施し、「共生社会の構築」を目指し
ます。

自然災害発生時の教育支援や、途上国で学校に行けな
い子どもなどへの教育支援、また世界遺産や日本の大
切な自然や文化を保全・継承する活動などに役立てられ
ます。

最も支援の届きにくい子どもたちを最優先に約190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。

美しい森と環境を未来へ引き継ぐためのプロジェクトで
す。少子高齢化の進む、全国各地の森づくりが必要な
土地に樹が植えられ、以後10年間、森としての機能を
発揮するまで見守ります。

※寄付金への交換に際し、領収書の発行はいたしかねます。

CHARITY

病気や災害、自死などで親を亡くした子どもたちや、親が
障がいなどで十分に働けない家庭の子どもたちを、奨学
金、教育支援、心のケアで支える民間非営利団体です。
本カタログを通じた本会へのご支援は、本会の活動全般
を支える資金として大切に使わせていただきます。

明治41年に設立された日本初の民間のがん専門機関
です。先進的ながん治療法を開発する研究部門と患者
さんへ診療を提供する病院部門（有明病院）とが連携し、
「がん克服」という理念実現に向けて、歩みを進めて参り
ます。

飢餓をなくすことを使命とする国連唯一の食料支援機
関です。災害や紛争時の緊急支援など毎年123の国と
地域で1億人以上に食料支援を行っています。

地球・人間環境フォーラム

あしなが育英会

がん研究会

Present Tree（認定NPO法人
環境リレーションズ研究所）

オイスカ
「自然災害に瀕する村々で」

国連WFP

日本ユネスコ協会連盟

日本ユニセフ協会

商品番号

商品番号

商品番号

商品番号

商品番号

商品番号

商品番号

商品番号

582

584

587

596

581

583

586

588

200 point

200 point

200 point

200 point

200 point

200 point

200 point

200 point

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

見  本

商品番号 601

商品番号 603

商品番号 602

商品番号 604

1,550 point

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。
※�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。

850 point

3,050 point

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

※イメージ

「厳選いいもの便り」（インターネットショッピングサイト）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。

700 point 1,100 point

1,650 point 2,000 point

インターネットショッピングサイト

3,000円券×1枚　有効期限：なし

●ご利用にはパソコンまたはスマートフォンが必要です。
●ご応募後、ご応募いただいた金額分の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、応募口数分のクーポン番号をお送りいたします。
●有効期限：6ヵ月（詳細は、お届けする書面にてご案内いたします。）
※写真はイメージです。

三菱UFJニコスギフトカード

厳選いいもの便り専用クーポン

コンビニエンスストア・書店・ドラッグストアなど全国約
6万店でご利用いただけるプリペイドカードです。

QUOカード

3,000円分

3,300円分

8,800円分

6,000円分 15,000円分

20,000円分 25,000円分

3,000円分

5,500円分

11,000円分

850 point 商品番号 638

4544

チャリティギフトカード&チケット



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

■JALマイレージバンク
＜ポイント移行先番号 : 864＞

三菱UFJポイント

100Pにつき

JALのマイル

200マイル
100Pを
1口として

2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

■ヨドバシ
　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
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

ゴールドポイントカード
会員番号

WEB限定

■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

WEB限定

■au Ponta ポイントプログラム　
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6営業日後
①「auお客様コード」もしくは
　「ご請求コード」
②携帯電話番号

WEB限定

■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4〜6営業日後  ①dポイントクラブ会員番号
 ②携帯電話番号

WEB限定

■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6営業日後 Ponta会員ID

WEB限定

■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5営業日後
T会員番号

（Tカード番号もしくは
ネットT会員番号）

WEB限定

■楽天ポイント
三菱UFJポイント

100Pにつき

楽天ポイント

300P
100Pを
1口として

2口以上
     1口単位

約5営業日後 楽天ポイント
口座番号

WEB限定

■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5営業日後 nanaco番号

WEB限定

■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5営業日後 WAON番号

WEB限定

■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5営業日後 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
要です。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。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対応できませんので、あらかじめご了承ください。
●ポイント移行先は、同一名義人のみとなります。
●営業日とは、土日祝、年末年始等を除いた平日をさします。
●事務手続きの都合上、移行期間どおりに移行できない場合があります。
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