
（2019年 4月15日現在）

ポイント商品交換期間

2019

くわしくはP2～4をご覧ください。
2019 年4月15日～2020 年3月31日

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2019 2022年3月31日
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

※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
　https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/kaiin_minasama/index.html
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/index.html
※�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
2020年3月10日ご請求分のクレジットカードご利用明細が最終累計ポイントとな
ります。

三菱UFJポイントのご応募までの流れ

2019年4月10日ご請求分→2020年3月10日ご請求分ポイント獲得期間

※2020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。

2019年4月15日〜2020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「https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/kaiin_minasama/index.html」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、2019年4月15日〜2020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（2017年度、2018年度、2019
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。
●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
できない場合もあります）。
●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

ポイントに関するお問い合わせ・商品応募等は
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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「https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/kaiin_minasama/index.html」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、ゴールデンウィーク等の時期または
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、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



重たいキャンプ道具や、こまごましたギアも楽に運べる簡単収
束型ワゴン。ストッパー付き大型タイヤで使いやすく、両サイド
はDリング付きで荷物の固定ができます。キャンプやバーベ
キューはもちろん、子供の運動会などの行事にも便利です。

通気性抜群でサビに強いメッシュボディのオールステンレス製
大型グリル。焼き網の高さが変更可能で、火加減の調節も簡
単にできます。炭が継ぎ足しやすい引き出し式ロストル、標準
装備の鉄板など、バーべキューに特化したグリルです。

アウトドアには欠かせないデッキチェア。サイドテーブルには 
マグカップを乗せられるドリンクカップホルダーも付いており、 
安定感も抜群。折りたたんでコンパクトに収納でき、持ち運び
用のハンドルも付いているので様々なシーンで活躍できます。

コールマン 
アウトドアワゴン

コールマン 
クールスパイダープロ

コールマン 
サイドテーブル付デッキチェア

バラエティ▶▶▶P.15 バラエティ▶▶▶P.17

バラエティ▶▶▶P.16

注目のアイテムで家族や友人と過ごす
とっておきの時間。

繋 繋

ゴルフの邪魔にならず必要な情報が得られる腕時計型のGPS
ナビ。距離の確認が簡単にでき、通常のナビ機能はもちろん、
新機能フェアウェイナビ機能も搭載。プレイするための必要な
情報がリアルタイムで得られます。

キッチンの床や、手の届きにくいところにこびりついた汚れやベ
タつきをきれいに拭き取るお掃除ロボット。専用のクリーニン
グパッドを装着して、ボタンを押すだけ。ジェットスプレーで汚
れを浮かび上がらせて、床をピカピカに拭き掃除します。

腹筋を鍛えるアブズベルトを代表とする独自のEMS理論から誕生
したトレーニングギア。腹筋を効率的に引き締め鍛え上げます。ベ
ルトを巻いてスイッチを押すだけなので、家事をしながら、本を読
みながらなどジムに通う時間のない忙しい方にもピッタリです。

Shot Navi 
ウォッチ型ゴルフGPSナビ  W1-FW

アイロボット 
ブラーバジェット240

MTG 
SIXPAD Abs Fit 2

バラエティ▶▶▶P.14 ヘルス＆ビューティ▶▶▶P.35

バラエティ▶▶▶P.13

話題のアイテムには
自分時間を楽しむオマケ付き。

R E L A X E D

す
る
。

楽
C O N N E C T

が
る
。

繋

楽 楽

RECOMMENDED GOODS
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RECOMMENDED GOODS

ドライ剃りにもウェット剃り（お風呂シェーブ）にも対応したシェー
バー5000シリーズ。丸みを帯びたヘッドのマルチプレシジョン
刃が、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。口
ヒゲ・もみあげのお手入れに最適な着脱式トリマー付属。

日本一の梅産地紀州（和歌山県）の南高梅を、「国内産はちみつ」
と「黒酢」を使用し、塩分４％のうす塩味に仕上げました。お子
様に梅干しを食べさせたいけど、塩辛いから苦手と思われてい
る方に是非一度お試しいただきたい梅干しです。

最高の香りと食感を実現する究極のトースター。スチームテク
ノロジーと温度制御により、窯から出したばかりの焼きたての
味を再現します。新しくなったクラシックモードでは、さまざま
な調理がより簡単にお楽しみいただけます。

気候穏やかな静岡より数々のこだわりからうまれた和牛の逸品。
黒毛和牛にこだわり、オリジナル飼料と統一した飼養管理のもと、
じっくり愛情をこめて育てられた「静岡そだち」は、柔らかくき
め細かな肉質と上品な旨みが特徴です。

※全農食品ギフトカードとの交換となります。

モーターと吸気口をハンドル部分に配置することでボディの軽
量・コンパクト化に成功。過度の熱によるダメージを防ぎ、髪本
来のツヤを守ります。パワフルで髪本来の美しさを引き出す機
能が凝縮されたヘアードライヤーです。

フィリップス 
ウェット＆ドライ電気シェーバー 紀州南高梅干　はちみつ梅 

真子と呼ばれる成熟卵を厳選。香りにこだわったブレンド唐辛
子をベースにした明太調味液に漬け込み、じっくり熟成させ旨
みを引き出しました。

全農食品ギフトカード（バラエティコース）
辛子明太子　 

全農食品ギフトカード（厳選肉コース）
特選和牛静岡そだち
ステーキ用ロース 250g×2枚

バルミューダ 
ザ・トースター（ブラック）

dyson 
supersonicヘアードライヤー

キッチン&テーブル▶▶▶P.20

ヘルス＆ビューティ▶▶▶P.34

グルメセレクション▶▶▶P.28

ファッション＆ビジネス▶▶▶P.32 グルメセレクション▶▶▶P.28 グルメセレクション▶▶▶P.28

最新技術が生む快適は自分へのご褒美。 選りすぐりの美味を全農グループから。

C O M F O R T

い
。

快

快快 食 食

※全農食品ギフトカード
との交換となります。

F O O D

す
る
。

食
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　 バラエティ

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
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

dyson　cyclone V10 Fluffy

商品番号

コード付き掃除機よりも確実にゴミを吸い取ります。
コードのいらない開放感。最長60分連続運転できます。
サイズ／約H123.2×W24.5×D25.0㎝　重さ／約2.58㎏（本体・パイ
プ・標準ヘッド含む）　電源／バッテリー　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、ミニソフトブラシ、収納用ブラケッ
ト　マレーシア製　型番／SV12�FF　連続使用時間／最長60分（ソフ
トローラークリーナーヘッド使用時最長40分）、充電時間／約3.5時間

20116,000 point

dyson　pure cool 空気清浄付タワーファン

商品番号

リビング全体の空気を徹底的にきれいにする、ただひ
とつの空気清浄ファンです。
サイズ／約H105.4×W22.3×D22.3㎝　重さ／約5.06㎏　電源
／AC100V　消費電力／最小6W/最大40W　付属品／リモコン　
マレーシア・フィリピン製　型番／TP�04�WS　

20215,000 point

Shark　EVOFLEX S10

商品番号

日本の暮らしを考えて設計された掃除機。フローリ
ングからカーペットまでひとつのヘッドで対応します。
サイズ／約H109.0×W23.9×D13.2㎝　重さ／約3.3㎏（バッテリー含む）　電源／リチ
ウムイオンバッテリー（充電時間：約3.5時間）　付属品／布団ツール、�抗アレルゲンホコ
リ取り用ブラシ、ロング（45㎝）フレキシブル隙間ノズル、リチウムイオンバッテリー充電器　
中国製　型番／IF180J　連続使用時間／標準モード�約33分(DuoClean非装着時)

20313,000 point

アイロボット　ルンバ643

商品番号

オプション機能を省き、清掃機能に特化したスタン
ダードモデルです。
サイズ／最大H9.2×φ34.0㎝　重さ／約3.6㎏（バッテリー含む）　電源／充電式
リチウムイオン電池（充電時間：約3時間）、デュアルバーチャルウォール用：単3形乾
電池×2本（動作確認用付属）　消費電力／33W（充電時）　付属品／デュアルバー
チャルウォール×1台、ホームベース、電源コード、交換用フィルター×1個、お手入
れカッター　中国製　型番／R643060　連続使用時間/約1時間（フル充電時）

20510,000 point

Bose　SoundLink® Revolve
Bluetooth® speaker

商品番号

コンパクトなのに重厚かつパワフルな360°サウンド
を実現します。
サイズ／約H15.2×W8.2×D8.2㎝　重さ／約670ｇ　電源／充
電式リチウムイオン電池（充電時間：約4時間）　付属品／USB電
源アダプター、USBケーブル　メキシコ製　型番／SLink�REV�
BLK　連続再生時間／約12時間（フル充電時）

2076,600 point

dyson　hot＋cool 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2.7㎏　電源／
AC100V　消費電力／最小5.4W/最大26W（涼風）・1200W（温
風）　マレーシア・フィリピン製　型番／AM09�WN　

20411,000 point

アイロボット　ブラーバジェット240

商品番号

専用のパッドを装着してボタンを押すだけで、床にこ
びりついた汚れやベタつきを綺麗に拭き取ります。
サイズ／H8.4×W17.8×D17.0㎝　重さ／約1.2㎏（バッテリー含む）　電源／充電
式リチウムイオン電池（充電時間：約2時間）　付属品／バッテリー、バッテリー充電器、
使い捨てウェットモップパッド×2枚、使い捨てダンプスウィープパッド×2枚、使い捨
てドライスウィープパッド×2枚　中国製　型番／B240060　最大稼働面積／ダン
プスウィープモード・ドライスウィープモード：15畳、ウェットモップモード：12畳

2069,500 point

Shark　EVOPOWER W30

商品番号

洗練されたデザインで、スリムに見えて中身はパワフ
ル。必要な時に必要な場所でサッと使えます。
サイズ／約H41.9×W5.3×D6.1㎝　重さ／約620ｇ（バッテリー
含む）　電源／リチウムイオンバッテリー×2個（充電時間：約2.5時
間）　中国製　型番／WV251J　連続使用時間／約24分（バッテ
リー2個使用時）

2084,900 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
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マキタ　充電式クリーナ

商品番号

コンパクト＆ハイパワー。マキタの充電式クリーナで
す。
サイズ／約H96.0×W11.2×D15.0㎝　重さ／約1.1㎏（バッテリー含む）　容量
／ダストバッグ500㎖、紙パック330㎖　電源／10.8Vスライド式リチウムイオン
バッテリー（充電時間：約22分）　消費電力／10.8V（1.5Ah）　付属品／ストレー
トパイプ、ノズル、紙パック×10枚、ダストバッグ、すきまノズル　中国製　型番／
CL107FDSHW　連続使用時間／約25分（標準モード・フル充電時）

2094,300 point

JBL　スマートスピーカー

商品番号

バッテリー内蔵で、防水仕様（IPX7）の為、浴室など
水周りでの使用も可能なAIスピーカーです。
サイズ／H16.9×W8.6×D8.6㎝　重さ／約710ｇ　電源／充電
式リチウムイオン電池（充電時間：約4時間）　付属品／充電用
USBケーブル（オレンジ）　中国製　型番／LINK10　連続再生
時間／約5時間（フル充電時）

2123,600 point

マルチオーディオ・レコーダー プレーヤー

商品番号

レコードプレーヤー／CDラジカセ／デジタル・プレー
ヤーが1台に。進化したマルチ・オーディオです。
サイズ／H20.5×W33.0×D29.5㎝　重さ／3.2㎏　電源／ACアダプター：DC12V 
1.6A、リモートコントローラー用：ボタン型電池CR2025×1個（動作確認用付属）　
消費電力／16W　付属品／ACアダプター、リモートコントローラー、AMラジオ用ルー
プアンテナ、45回転レコード用アダプタ、交換用レコード針　中国製　型番／MA-89　

2143,000 point

コールマン　アウトドアワゴン

商品番号

多くの荷物を楽に運べる簡単収束型ワゴン。収納カ
バー付きです。
サイズ／使用時：約 H100×W106×D53㎝、収納時：約 H77×
W18×D40㎝　重さ／約11㎏　素材／ポリエステル、スチール　　
付属品／フック付ラバーバンド、収納ケース　中国製　型番／
2000021989　

2162,800 point

ヒューレットパッカード　ドライブレコーダー

商品番号

明るく視野の広いレンズとWDR機能、高解像度イ
メージセンサーで昼も夜も鮮明に記録します。
サイズ／約H7.0×W6.5×D2.9㎝　重さ／約74ｇ　電源／DC12
～24V　消費電力／2W　付属品／microSD16GB×1枚、コード
クリップ×5個　中国製　型番／f350s　

2133,100 point

日立　サイクロンクリーナー

商品番号

吸込仕事率560Wのハイパワー。取り扱いやすく、
お手入れが簡単なサイクロン式クリーナーです。
サイズ／約H21.9×W25.5×L33.0㎝　重さ／約3.9㎏　電源／
AC100V（50/60Hz）　 消費電力 ／ 最小200W/ 最大1000W　
付属品／お手入れブラシ、すき間用吸口、別売り部品接続用アタッ
チメント、ティッシュペーパー×1枚　日本製　型番／CV-S500　

2104,100 point

Shot Navi　ウォッチ型ゴルフGPS ナビ 
W1-FW

商品番号

「フェアウェイナビ機能」搭載。ゴルフのパフォーマン
スを最大限に引き出すアイテムです。
サイズ／約D1.8×φ4.8㎝ （ベルト部除く）　重さ／約75ｇ　素材
／ABS樹脂　電源／リチウムバッテリー　付属品／充電器（USB
ケーブルのみ）　中国製　型番／ W1-FW　防水／5気圧防水　
GPS連続使用時間／約8時間

2114,000 point

パナソニック　衣類スチーマー

商品番号

ハンガーにかけたまま、サッとシワ・ニオイとり。連続・
パワフルスチーム＆軽量・コンパクト設計です。
サイズ／ H15×W7×D15㎝　重さ／705ｇ　電源／ AC100V

（50/60Hz）　消費電力／950W　付属品／スタンド、専用カップ 　
中国製　型番／NI-FS540-DA　注水量／約50㎖ 

2152,900 point

アイリスオーヤマ　ふとん乾燥機 カラリエ

商品番号

ふとんにホースを入れるだけで使える、マット不要の
ふとん乾燥機です。
サイズ／H36×W16×D14㎝　重さ／1.8㎏　電源／AC100V　
消費電力／560W　中国製　型番／FK-C2-WP　

2182,800 point

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。
サイズ／約H24.3×W17.1×D39.3㎝　重さ／約3.8㎏　電源／
AC100V　消費電力／1000Ｗ　付属品／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　中国製　型番／
1.600-970.0　

2172,800 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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リュックバッグ避難セット

商品番号

スマートなデザインと防災イメージを両立させたリュッ
クバッグタイプの避難セットです。
セット内容／避難用リュックバッグ、ランタンライト、ウェットティッシュ×20枚、レスキューシー
ト、緊急用ホイッスル、使い捨てカイロ、緊急携帯トイレ（大小兼用）×1個、非常用持出便利ファ
イル、防寒レインコート　サイズ／リュックバッグ：H45×W30×D13㎝　　重さ／約1.1㎏　
素材／ポリエステル　電源／単3形乾電池×3本（別売）　中国・日本製　型番／RBH-80A　

2231,300 point

日立　空気清浄機

商品番号

個室や寝室にもぴったりのコンパクトモデルです。

サイズ／約H42.4×W40.0×D13.3㎝　重さ／約4㎏　電源／
AC100V（50/60Hz）、リモコン用：単4形乾電池×2本（動作確認
用付属）　消費電力／38W（50Hz）、41W（60Hz）　付属品／フィ
ルター、リモコン　日本製　型番／EP-H300　

2192,400 point

LEXON MINO Bluetooth® スピーカー

商品番号

ハンズフリー通話OK、セルフィーのシャッター機能
も搭載。超小型軽量ワイヤレスのスピーカーです。
サイズ／H3.5×W3.5×D3.5㎝　重さ／37ｇ　電源／充電式リチ
ウムイオン電池（充電時間：約1時間）　付属品／USB-マイクロ
USBケーブル　中国製　型番／LA113-RD　連続再生時間／約
2～8時間

2281,000 point

パナソニック　
コードレススチームアイロン

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㎏　電源／
AC100V（50/60Hz）　消費電力／1400Ｗ　中国製　型番／
NI-WL404-P　仕様／電源コード約1.6m、注水量約120㎖

2211,900 point

タニタ　ブレスチェッカー

商品番号

息を吹きかけるだけで簡単にお口のにおいの強さを
お知らせします。
サイズ／約H12.0×W3.0×D1.9㎝　重さ／約37ｇ（電池含まず）　
素材／ABS樹脂、ポリカーボネート　電源／DC3V、単4形アルカ
リ乾電池×2本（動作確認用付属）　付属品／チャック付きポリ袋　
中国製　型番／EB100IV　

2241,250 point

ロゴス　サンシェード

商品番号

組立て一瞬、ビーチやピクニックで大活躍のサンシェー
ドです。
サイズ／約Ｈ90×Ｗ235×Ｄ113㎝、収納サイズ：約D5×φ70㎝　重さ／
約1.5㎏　素材／フレーム：スチールワイヤー、フライシート：ポリエステル
タフタ（UV-CUT加工）、フロアシート：ポリエステルタフタ、メッシュ：ポリ
エステル　付属品／キャリーバッグ、ペグ　中国製　型番／71809013　

2221,500 point

コールマン　エクストリーム®アイスクーラー

商品番号

ファミリーでのBBQやキャンプに最適なサイズのソ
フトクーラーです。
サイズ／使用時：約H28×W41×D27㎝ 、収納時：約H10×W41
×D28㎝　重さ／約1.1㎏　容量／約25ℓ　素材／PETアルミニ
ウム・ポリエステル・ポリエチレンフォーム　中国製　型番／
2000022238　

2261,100 point

コールマン　クールスパイダープロ

商品番号

焼網の高さで火力の調節が可能。機能性に優れた
オールステンレス製グリルです。
サイズ／使用時：約H40・70×W51×D52㎝、焼面サイズ：約W45
×D30㎝ 、収納時：約 H15×W50×D34㎝　　重さ／約5.5㎏　
素材 ／ステンレス　 付属品 ／ 鉄板、焼網　 中国製　 型番 ／
2000010395　

2202,300 point

コールマン　レジャーシートサンセット

商品番号

表地は肌触りの良い起毛素材、インナーにはフォー
ムを使用し快適な座り心地です。
サイズ／使用時：約H200×W170㎝、収納時：約H45×φ15㎝　
重さ／約980ｇ　素材／表地：ポリエステル、裏地：ポリエチレン酢
酸ビニル　中国製　型番／2000026870　

2291,000 point

今治タオル　雲ごこちバスタオル

商品番号

繊維長の長い高級な超長綿を使用しふんわりと雲の
ように柔らかく織り上げました。
サイズ／約H135×W70㎝　重さ／約356ｇ　素材／綿100％　
日本製　※今治タオルブランド商品認定番号2009-327

2271,000 point

コールマン　サイドテーブル付デッキチェア

商品番号

マグカップやお皿を乗せられるサイドテーブル付きデッ
キチェアです。
サイズ／使用時：約H77×W87×D52㎝、収納時：約H77×W16×
D52㎝　重さ／約5.5㎏　素材／シート：ポリエステル、フレーム：
スチール　中国製　型番／2000033809　

2251,200 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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ライオン　トップスーパーナノックスギフト

商品番号

衣類用超コンパクト液体洗剤。独自の洗浄成分で汚
れをナノレベルまで分解して落とします。
セット内容／トップスーパーNANOX450ｇ×1本、同つめかえ用 
360ｇ×6袋　重さ／約3㎏　日本製　型番／LSN-30V　

230950 point

しまなみ匠の彩 祝七宝 ウォッシュタオル

商品番号

「七宝」をあしらった吉祥柄の今治タオル。木箱に入っ
たウォッシュタオル2枚組です。
セット内容／ウォッシュタオル×2枚　サイズ／約W34×D30㎝　
重さ／計約235ｇ　素材／綿100％　日本製　型番／KHK-012　

238450 point

ピーコック　ステンレス製ワンタッチマグボトル

商品番号

ステンレス製真空二重瓶構造で、保温保冷対応。本
体丸洗いOKです。
サイズ／H18.7×W6.6×D7.6㎝　重さ／195ｇ　容量／400㎖　
素材／ポリプロピレン　中国製　型番／AMY-40　※ステンレス
製真空二重瓶構造

233750 point

今治ぼかし織りフェイスタオル

商品番号

細番手の糸で作る軽くて乾きやすい今治タオルです。

サイズ／約W34×D75㎝　重さ／約65ｇ　素材／綿100％　日
本製　型番／TMS1006207B　※今治タオルブランド商品認定
番号2015-338号

240250 point

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
守る薬用泡ハンドソープです。
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　
重さ／約1.6㎏　日本製　型番／LKG-20S　

234700 point

ホリデーツールセット

商品番号

多様な用途に素早く対応できるツールを収納・持ち
運びに便利なハードケースにまとめました。
セット内容／ラジオペンチ×1本、六角レンチ×8本、精密ドライバー×6本、ソケッ
ト×11本、ビットドライバー×1本、ソケットアダプター×1本、エクステンションバー
×1本、カッターナイフ×1本、ラチェットハンドル×1本、ビット×10本　サイズ／
約H4.5×W19.5×D13.5㎝　重さ／約840ｇ　中国・台湾製　型番／36-309　

235650 point

車載避難キット

商品番号

運転中の災害に備える、最低限必要な避難用品をキッ
トにしました。
セット内容／収納ケース、9光ライト、脱出ハンマー、レスキューシート、軍手、ポケットティッ
シュ、緊急携帯トイレ（大小兼用）×1個、車両所有者確認ラベル（シール付き袋入り）　サ
イズ／収納ケース：約H23.9×W16.4×D3.7㎝　重さ／約476ｇ　素材／収納ケース：
ポリ塩化ビニル　電源／単4形乾電池×3本（別売）　中国・日本製　型番／SHK-35　

231800 point

三菱鉛筆　色鉛筆ポンキー

商品番号

ソフトな描き味。折れにくい丈夫な軸。図画・工作の
両方ができる色鉛筆です。
重さ／約215ｇ　素材／軸：ワックス・二酸化チタン・タルク・酸化鉄・
添加剤・樹脂・着色剤・シリカ（アモルファス）、ケース：ポリプロピレン・
ポリカーボネート　日本製　型番／K800PK12CLT　

236500 point

スウィングカット チタンコート 

商品番号

スウィング構造による「引き切り効果」で軽い切れ味。
チタンコートで高耐久、シャープさ長持ちです。
サイズ／H18.2×W6.9×D1.5㎝　重さ／62ｇ　素材／ハンドル：
ABS樹脂・エラストマー樹脂、ブレード：刃物用ステンレス鋼　中国
製　型番／SH120　

237500 point

スターリング　3+4 どっちもLEDライト

商品番号

単3形と単4形乾電池どちらでも使える防災用コンパ
クトLEDライトです。
サイズ／H6×W6×D15㎝　重さ／85ｇ　電源／単4形乾電池×
2本（別売）、単3形乾電池×2本（別売）　付属品／ストラップ　中
国製　型番／FL-350　機能／LEDライト1灯

239450 point

タニタ　デジタル温湿度計

商品番号

ひと目で部屋の状況（乾燥／快適／不快）がわかる、
快適レベル表示付きで便利です。
サイズ／H13.2×W7.5×D3.0㎝　重さ／168ｇ（電池含む）　電
源／単4形乾電池×1本（動作確認用付属）　中国製　型番／TT-
559　

232750 point

※イメージ

※イメージ
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低温調理器「BONIQ」

商品番号

サイズ／約H37×W10×D16㎝　重さ／約1.2 ㎏　電源／
AC100V　消費電力／最大800W　付属品／低温調理ガイドブッ
ク　中国製　型番／BNQ-01(B)　

248

低温度帯の加熱により、肉汁流出を最小限に留め、と
びきり美味しいお肉に調理できる画期的調理器具です。

4,000 point

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　電源／AC100V　消費電力／670W　付属品／米計量
カップ、水計量カップ　台湾製　型番／K03A-WH　

242

蒸気によるまったく新しい炊飯方法がもたらしたのは、
噛みしめるたびに旨味を感じられるごはんです。

9,200 point

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　電源／AC100V　消費電力／670W　付属品／米計量
カップ、水計量カップ　台湾製　型番／K03A-BK　

243

蒸気によるまったく新しい炊飯方法がもたらしたのは、
噛みしめるたびに旨味を感じられるごはんです。

9,200 point

PRINCESS　TableGrill Stone

商品番号

サイズ／グリルプレート：約H4.4×W56.0×D25.5㎝、台座：約
H7.0×W61.4×D22.2㎝　重さ／約3.4㎏　電源／AC100V　
消費電力／1300W　中国製　型番／103033　

251

食材から出た余分な油も中央の穴からトレーに落ち
るので非常にヘルシーです。

3,800 point

ル・クルーゼ　シグニチャー ココット・ロンド

商品番号

サイズ／H14.0（蓋含む）×W20.0×D28.5（取っ手含む）㎝　重さ
／3.1㎏　容量／2.4ℓ　素材／鋳物ホーロー　フランス製　型番
／25177-20　※IH電磁調理器対応可・オーブン対応可

246

ムラのない熱まわりで、煮込み料理はもちろん炊飯に
もおすすめです。

5,100 point

象印　IH炊飯ジャー 極め炊き

商品番号

サイズ／H20.5×W25.5×D37.5㎝　重さ／4㎏　容量／5.5合
炊き　電源／AC100V　消費電力／1105W　付属品／しゃもじ、
しゃもじ受け、計量カップ、無洗米用計量カップ　日本製　型番／
NP-VI10　

247

強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」
でふっくらおいしく炊き上げます。

4,200 point

バルミューダ　ザ・レンジ

商品番号

サイズ／約H33.0×W45.0×D41.2㎝　重さ／約12㎏　容量／
約18ℓ　電源／AC100V　消費電力／1270W　付属品／角皿　
中国製　型番／K04A-SU　

241

シンプルなデザインでちょうどいい大きさ。使う楽し
さをお届けするオーブンレンジです。

12,000 point

濃州孫六作ダマスカス三徳包丁

商品番号

サイズ／約L29㎝・刃渡約17㎝　重さ／185ｇ　素材／刀身：積
層鍛接複合鋼材、柄：樹脂含有積層布板　日本製　型番／300H　

252

日本でも有数の刃物の町、岐阜県関市で作られた包
丁です。

3,500 point

アラジン　グラファイト グリル＆トースター

商品番号

サイズ／約H25.0×W36.0×D35.5㎝　重さ／約4.7㎏　電源／
AC100V（50/60Hz）　消費電力／1300W　付属品／グリルパ
ン、グリルネット、レシピブック、コンセプトブック　中国製　型番／
AGT-G13A(G)　

249

短時間＆高温で一気に焼き上げることで、外はカリッ
と、中はモチモチのトーストを楽しめます。

3,900 point

バルミューダ　ザ・トースター（ホワイト）

商品番号

サイズ／約H20.9×W35.7×D32.1㎝　重さ／約4.3㎏　電源／
AC100V（50/60Hz）　消費電力／1300W　付属品／5ccカップ　
中国製　型番／K01E-WS　※山型食パン2枚同時焼き可能

244

スチームテクノロジーと温度制御が、窯から出したば
かりの焼きたての味を再現する感動のトースターです。

5,200 point

バルミューダ　ザ・トースター（ブラック）

商品番号

サイズ／約H20.9×W35.7×D32.1㎝　重さ／約4.3㎏　電源／
AC100V（50/60Hz）　消費電力／1300W　付属品／5ccカップ　
中国製　型番／K01E-KG　※山型食パン2枚同時焼き可能

245

スチームテクノロジーと温度制御が、窯から出したば
かりの焼きたての味を再現する感動のトースターです。

5,200 point

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。

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

※�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。

※イメージ ※イメージ

※イメージ※イメージ
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サーモス　真空保温調理器シャトルシェフ

商品番号

サ イズ ／ 保温容器：約 H19.0×W31.0×D26.5 ㎝、調理鍋：約
H11.0×φ20.0㎝　重さ／約2.7㎏　容量／約3ℓ（満水）　素材／
保温容器：ステンレス鋼（真空断熱二重構造）･ポリプロピレン、調理
鍋（底部三層構造）：ステンレス鋼･アルミニウム･有磁ステンレス鋼（底
厚5㎜）･フェノール樹脂、蓋：強化ガラス　付属品／クッキングレシピ　
中国製　型番／KBG-3000 CBW　※IH電磁調理器対応可

253

所定時間沸騰し、火を止め、真空保温容器に入れて
余熱で調理する保温調理器です。

3,300 point

KING無水鍋®24

商品番号

サイズ／約H14.3×W31.6㎝、内径：約φ24.0㎝　重さ／約2.2㎏　
容量 ／ 約4ℓ　 素材 ／アルミニウム合金　日本製　 型番 ／
600034　※オーブン対応可

254

1台8役をこなし、毎日の食事作りから大容量ならでは
の煮込み料理まで、幅広い用途にお使いいただけます。

3,200 point

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／
約600㎖　電源／ AC100V（50/60Hz）　消費電力／1200W　
台湾製　型番／K02A-WH　

258

最高の注ぎごこちを実現したノズルとハンドルの形。
毎日使いたくなる美しいデザインの電気ケトルです。

2,700 point

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㎖　電源／ AC100V（50/60Hz）　消費電力／1200W　
台湾製　型番／K02A-BK　

259

最高の注ぎごこちを実現したノズルとハンドルの形。
毎日使いたくなる美しいデザインの電気ケトルです。

2,700 point

ティファール　
アプレシアエージー・プラスコントロール

商品番号

サイズ／H20×W16×D21㎝　重さ／982ｇ　容量／800㎖　電
源／AC100V（50/60Hz）　消費電力／1250W 　中国製　型
番／KO6201JP　

263

銀イオン配合の抗菌素材「マイクロバン®」を使用。選
べる7段階の温度設定で60分間の保温が可能です。

2,100 point

レミパンプラス　

商品番号

サイズ／約H15.0×W44.0×D25.5㎝　重さ／約1.4㎏　容量／
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、蓋　韓国・中国・日本製　型番
／RHF-302　※IH電磁調理器対応可

262

焼く・炒める・煮る、いろいろなお料理が楽しめる深型
フライパン。傷付きにくい高密度フッ素コートです。

2,200 point

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㎏　電源／
AC100V　消費電力／1300W　付属品／レシピブック、オーブン
皿、焼き網、オーブン皿用グリップ　中国製　 型番 ／ HMO-
F100(R)　

256

循環ファン＋遠赤ヒーターで、ムラを抑えふっくら仕上
げます。お好みの調理モードで調理の幅が広がります。

3,000 point

商品番号 257

6層の「チタン・エクセレンス」コーティングで、こびり
つきにくさが長持ちします（ソースパンを除く）。

2,900 point

セット内容／（サイズ・重さ）フライパン22㎝（約φ23.8㎝・約710ｇ）、フラ
イパン26㎝（約φ28㎝・約980ｇ）、ソースパン18㎝（約φ19.4㎝・約700
ｇ）、バタフライガラス蓋18㎝（約φ19.1㎝・約325ｇ）、シールリッド18㎝

（約φ20.4㎝・約75ｇ）、専用取っ手（約H18.5×W4.5×D4.7㎝・約190
ｇ）　素材／アルミニウム、ステンレス、フェノール樹脂、ガラス、シリコン、
ポリエチレン　フランス製　型番／L66391　※IH電磁調理器対応可

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

ネスプレッソ　
コーヒーメーカー エッセンサ ミニ

商品番号

サイズ／約H20.5×W11.0×D32.5㎝　重さ／約2.3㎏　容量／
約600㎖　電源／ AC100V（50/60Hz）　消費電力／1260W　
付属品／お試し用カプセル　ウクライナ製　型番／D30RE　※高
圧力（最大19気圧）の抽出システムを採用  ※世界三大デザイン賞
のひとつである「iF デザインアワード 2017」と「レッド・ドット・デザ
イン賞 2017」の両賞を受賞

261

コンパクトながら2種類のカップサイズを選べ、お好
みどおりのコーヒーをお楽しみいただけます。

2,400 point

麺打ちセット

商品番号

セット内容／麺切包丁：約L25.5㎝・刃渡約24.0㎝、こね鉢：約H9.5×φ36.0
㎝、麺台：約H2.5×W60.0×D60.0㎝、麺棒：約L60×φ3㎝、こま板：約W20×
D15㎝　重さ／麺切包丁：約250ｇ、こね鉢：約1.6㎏、麺台：約2.6㎏、麺棒：約
180ｇ、こま板：約80ｇ　素材／麺切包丁：刃物鋼（刃部）･天然木（柄部）、こね
鉢：ABS樹脂、麺台･こま板：桐、麺棒：椎　付属品／そば・うどん麺打入門
DVD　麺切包丁・こね鉢：日本製、麺台・麺棒・こま板：中国製　型番／A-1230　

260

入門用麺打ちセットです。そば・うどん麺打入門
DVDがついています。

2,600 point

BRUNO　コンパクトホットプレート

商品番号

サイズ／H14.0×W37.5×D23.5㎝（蓋使用時）　重さ／約2.3㎏
（蓋使用時）　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　

264

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

ブラウン　マルチクイック9 ハンドブレンダー

商品番号

サイズ／約H41×W7×D7㎝（ブレンダー装着時）　重さ／約1㎏（ブ
レンダー装着時）　容量／約500㎖　電源／AC100V（50/60Hz）　
消費電力／500W　付属品／専用計量カップ、専用スパチュラ、泡
立て器、アクティブブレードシャフト、チョッパー（カッター）　ルー
マニア製　型番／MQ9035X　

255

「つぶす」「混ぜる」「きざむ」「泡立てる」を簡単スピー
ディーに。毎日のお料理に大活躍します。

3,100 point

※イメージ

※イメージ
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BRUNO　マルチスティックブレンダー

商品番号

サイズ／H36.5×W6.3×D6.8㎝　重さ／約570ｇ（共にブレンダー
スティック装着時）　電源／AC100V　消費電力／200W　付属
品／ホイッパー、チョッパーボトル、ボトル用フタ、チョッパーボトル
専用カッター、ブレンダーカップ（500㎖）、お手入れブラシ、専用レ
シピリーフ　中国製　型番／BOE034-IV　

268

つぶす・混ぜる・刻む・砕く・泡立てるがこれ1台で。1
台5役のマルチなブレンダーで簡単調理が可能です。

1,300 point

ネスカフェ　ゴールドブレンド 
バリスタ シンプル

商品番号

サイズ／約H37.6×W15.5×D29.0㎝　重さ／約3㎏　電源／
AC100V　消費電力／1460W　中国製　型番／SPM9636　

265

誰でも簡単に、あっという間に「本格的な一杯」をつ
くることができます。

1,400 point

レミパンミニ

商品番号

サイズ／H13×W21×D40㎝　重さ／約1㎏　容量／2ℓ　素材
／本体：アルミニウム合金、内面：フッ素樹脂加工、外面：焼付塗装、
底面：鉄溶射、蓋：強化ガラス　本体：韓国製、蓋：中国製、検査組
立：日本　型番／RHF-402　※IH電磁調理器対応可

266

「ひとまわり小さいサイズも欲しい」というご要望にお
応えして、レミパンミニが登場です。

1,500 point

日立　オーブントースター

商品番号

サイズ／約H23.2×W31.0×D29.7㎝　重さ／約3.1㎏　電源／
AC100V　消費電力／1000W　付属品／オーブン皿　中国製　
型番／HTO-CT30　

269

シンプル＆スタイリッシュ、1000Wタイプのスライド
イン方式オーブントースターです。

1,150 point

柳デザイン鉄フライパン 
ダブルファイバーライン窒化加工

商品番号

サイズ／H10.9×Ｗ26.0×D40.0㎝　重さ／約1㎏　容量／2.2ℓ　
素材／鉄（窒化加工）、フェノール樹脂　付属品／蓋　日本製　

267

柳デザインの鉄フライパン。窒化加工で鉄を丈夫に。
さびにくい、傷がつきにくい、剥がれ難いのが特徴です。

1,300 point

ブラウン　ピュアイーズ 電気ケトル

商品番号

サイズ／H22.0×W22.5×D13.5㎝ （本体＋ベース）　重さ／880
ｇ (本体＋ベース）　容量／1ℓ　電源／AC100V（50/60Hz）　
消費電力／1300W　中国製　型番／WK3000WH　

271

使い易さを追求した人間工学に基づくデザインで、
置き場所を選ばないコンパクトな1ℓ電気ケトルです。

1,100 point

京セラ　セラミック調理器セット

商品番号

セット内容／受け皿、おろしき、せん切り、薄切り、プロテクター　サ
イズ／約H29.5×W10.2×D10.1㎝　重さ／約551ｇ　素材／刃：
ファインセラミック、本体：ABS樹脂、すべりどめ：エラストマー、ク
シ刃：ポリアセタール　日本製　型番／CSN-550FP　

270

ファインセラミック刃だから刃の摩耗が少なく、シャー
プな切れ味でお使いいただけます。

1,050 point

HIスタイル スターターセット

商品番号

セット内容／三徳包丁・ペティナイフ×各1本　サイズ／三徳包丁：
L30.5㎝・刃渡18.0㎝、ペティナイフ：L23.0㎝・刃渡13.0㎝　重さ／
約335ｇ（箱入り重量）　素材／ブレード：特殊ステンレス刃物鋼、ハン
ドル：ABS樹脂　日本製　型番／16717-002　※食器洗浄機対応可

273

ヘンケルスの三徳とペティの包丁セット。人間工学に
基づきデザインされた握りやすいハンドルが特徴です。

1,000 point

東レ　浄水器

商品番号

サイズ／H9.1×W12.3×D7.7㎝　重さ／299ｇ（満水時）　素材
／ポリアセタール、ABS樹脂、活性炭（ろ材）、ポリスルホン（ろ材/
中空糸膜 ）　 付属品 ／カートリッジ ×1個　日本製　 型番 ／
MK308T　※ろ過流量：2ℓ/分

274

シリーズ最小モデル。交換目安ダイヤル付きで交換
忘れ防止、水流切替も楽ラクのオススメモデルです。

900 point

レコルト　
ラクレット＆フォンデュメーカーメルト

商品番号

サイズ／H11.0×W29.5×D10.5㎝　重さ／本体（プレート・ミニ
パン含む）：約980ｇ　電源／AC100V（50/60Hz）　消費電力／
350W　付属品／ココット×2個、ミニパン×2個、専用レシピ　中
国製　型番／RRF-1R　※食器洗浄機対応可（ココットのみ）

272

ラクレットやさまざまなフォンデュ料理が楽しめる、ミ
ニマムサイズのプレート＆ヒーターのセットです。

1,000 point

釉変わり 焼酎宴揃

商品番号

セット内容／氷入×1個、盛皿×1枚、カップ×2個、トング×1個、コースター
×2枚　サイズ／氷入：H10×φ11㎝、盛皿：H2.5×φ24.5㎝、カップ：H9.0
×φ8.5㎝　重さ／計1.9㎏　容量／氷入：520㎖、カップ：290㎖　素材／
磁器　日本製　型番／51251　※電子レンジ対応可（磁器商品のみ）

275

柔らかく温かみのある風合いが魅力の和食器です。
夏はロックで、冬はお湯割りでお楽しみください。

800 point

サーモス　真空断熱タンブラー　

商品番号

セット内容／タンブラー×2個　サイズ／約H16×W7×D7㎝（1個）　
重さ／200ｇ（1個）　容量／400㎖（1個）　素材／ステンレス鋼　
中国製　型番／JDI-400P　

277

ステンレス製魔法びん構造で、熱い飲み物でも持ち
やすく、冷たい飲み物でも結露しにくいタンブラーです。

850 point

※イメージ

※イメージ



2726

　 キッチン&テーブル

タニタ　塩分計しおみスプーン

商品番号

サイズ／約H16.0×W2.8×D1.3㎝　重さ／約26ｇ　素材／ABS
樹脂、鉛レス黄銅　電源／ボタン型アルカリ電池LR44×3個（内蔵）　
ベトナム製　型番／SO-302　

276

塩分濃度を3段階のLEDで表示。電池寿命は1回
10秒の使用で約2,000回使用可能です。

800 point

SiTRA 3-in-1コンパクトキッチンハサミ

商品番号

サイズ／約H1.2×W8.3×D20.0㎝　重さ／約114ｇ　素材／刃
部：ステンレス鋼（チタンコーティング）、ハンドル部：ABS樹脂・エラ
ストマー樹脂　中国製　型番／BT-12R　※食器洗浄機対応可

280

黒チタンコーティングで錆びにくく切れ味長持ち。1
本で3役の多機能キッチンハサミです。

500 point

ハリオ　耐熱ガラス保存容器セット

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：約H4.7×W11.1×D10.7
㎝、Mサイズ：約H6.2×W14.3×D13.9㎝　重さ／Sサイズ：約200ｇ、Mサイズ：約370ｇ　
容量／Sサイズ：250㎖、Mサイズ：600㎖（満水容量）　素材／本体：耐熱ガラス、蓋：ポリ
プロピレン　日本製　型番／KST-2012-R　※電子レンジ・オーブン対応可（ガラスのみ）

281

耐熱ガラス製の保存容器3個セット。安心の日本製で
電子レンジ・フタを外せばオーブンの使用が可能です。

500 point

タニタ　デジタルタイマー

商品番号

サイズ／約H7.8×W8.5×D0.9㎝　重さ／約42ｇ（電池含む）　素
材 ／ ABS 樹脂、PMMA 樹脂　 電源 ／コイン形リチウム電池
CR2032×1個（ 動作確認用付属 ）　 中国製　 型番 ／ TD-410　
BL　

278

近年主流になってきているガラストップの冷蔵庫や
鏡などにもピタッとつくタイマーです。

550 point

タニタ　デジタルクッキングスケール

商品番号

サイズ／約H2.7×W12.0×D17.0㎝　重さ／約205ｇ（乾電池含
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）　中国製　型番／KJ-114　PP　

279

「すぐゼロ®」「すぐピタ®」を搭載したキッチンスケー
ルです。

650 point

ハリオ　リーフティーポット・ピュア

商品番号

サイズ／約H15.1×W16.5×D12.3㎝　重さ／約315ｇ　容量／
700㎖（実用容量）　素材／本体・蓋：耐熱ガラス、茶こし：ステンレ
ス　本体：日本製、蓋・茶こし：中国製　型番／CHEN-70T　※電
子レンジ対応可（本体・蓋のみ）

282

大きい茶こし付のティーポット、少量のお湯でも抽出
しやすく耐熱ガラス製なので中身が一目でわかります。

500 point

すくえるナイフ

商品番号

サイズ／約W5.2×L21.0㎝　重さ／約65ｇ　素材／ステンレス鋼
（クロム18％）　日本製　型番／LS1509　※食器洗い乾燥機対
応可 ※絶対に口に入れないでください。鋭利な刃がついております
ので、取扱いに十分ご注意ください。

287

燕三条の職人がこだわった切れ味で、食卓で食べや
すい大きさにカットし、そのまますくうことができます。

250 point

計量みそマドラー

商品番号

サイズ／約L20×φ4㎝　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　※食器洗い乾燥機対応可

283

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

くるりとはちみつスプーン

商品番号

サイズ／約W2×L18㎝　重さ／約30ｇ　素材／ステンレス鋼（ク
ロム18％）　日本製　型番／LS1523　※食器洗い乾燥機対応可

286

たっぷりすくえてキレイに切れるはちみつスプーンです。

250 point

クロワッサン モーニングセット

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、バターナイフ×1本　サイズ
／コーヒースプーン：約W2.5×L12.3㎝、ヒメフォーク：約W1.4×L12.6㎝、バターナ
イフ：約W1.6×L13.4㎝　重さ／コーヒースプーン・バターナイフ：10ｇ（1本）、ヒメフォー
ク：9ｇ（1本）　素材／ステンレス　日本製　型番／CR-21　※食器洗浄機対応可

288

クローバーのワンポイントがキュート。持ち手のソリッ
ドが引き立つステンレス製です。

200 point

ごはんのおともトング　

商品番号

サイズ／約H2.5×W13.5㎝　重さ／約28ｇ　素材／ステンレス鋼
（クロム18％）　日本製　型番／LS1536　※食器洗い乾燥機対
応可

285

「ごはんのおとも」にちょうどいい小さめサイズ。やわ
らかな握り心地で楽につかめます。

250 point

シリコーン水切りマット　

商品番号

サイズ／使用時：約H1.0×W34.5×D23.0㎝、収納時：約H2.0×
W17.2×D23.0㎝　重さ／約400ｇ　素材／シリコーンゴム（耐熱
温度220℃）　台湾製　型番／KA-011　※食器洗浄機対応可

284

オールシリコーン製の水切りマット。簡単に食器等の
水切りができ、二つ折りでコンパクトに収納できます。

450 point

※イメージ※イメージ

※イメージ

※イメージ



2928 ※ 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できません。※ カードデザイン等を変更する場合がございます。

りんご本来の香りや味を楽しめる果汁100％のジュー
スです。酸化防止剤不使用。
セット内容／160g×30缶　賞味期限／製造日より約2年　アレル
ギー／りんご　生産国／日本（長野県産りんご使用）　

1,050 point 商品番号 328
信州りんごジュース無調整

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（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
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
※お届けするお申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。
※天候等の影響により産地等が変更になる場合がございます。

2,500 point

全農食品ギフトカード（厳選肉コース）

全農食品ギフトカード（バラエティコース）

全国の産地から、季節ごとに新鮮な旬のフルーツや
自慢の加工品をお届けします。
●季節のフルーツ ●辛子明太子 ●秋田県産桃豚の角煮
3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
※お届けするお申込みハガキでご希望の商品をご記入のうえ投函してください。
※天候等の影響により産地等が変更になる場合がございます。

1,500 point

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／900ｇ　賞味期限／製造日より約６ヵ月　生産国／日本

1,100 point

※イメージ

※イメージ

商品番号 327

商品番号 325

商品番号 326

見  　本

見  　本

　 グルメセレクション

聘珍樓　フカヒレの姿煮

商品番号

セット内容／フカヒレ姿煮170ｇ×1袋、煮込みスープ400ｇ×1袋　
賞味期限／製造日より約1年　アレルギー／小麦、大豆、豚肉、鶏
肉、ゼラチン　生産国／日本　型番／F-1　

329

高級とされる吉切鮫の尾びれを使用し、一本一本に
スープが絡まってなんともいえない美味しさです。

4,000 point

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・カベルネ・ソーヴィニヨン（赤）、
モンテス・クラシック・メルロ（赤）、モンテス・クラシック・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）　生産国／チリ　

332

しっかりしているのにフレッシュできめ細か、食卓の
お供に好適なチリワインをお楽しみください。

1,700 point

エノテカ　フランス銘醸地ワインセット

商品番号

セット内容／ムートン・カデ・ルージュ（赤）、ムートン・カデ・ブラン（白）、
ブルゴーニュ・ピノ・ノワール（赤）、リースリング（白）、カデ・ドック・
カベルネ・ソーヴィニヨン（赤）、カデ・ドック・シャルドネ（白）　生産
国／フランス　

330

ボルドー、ブルゴーニュ、ラングドック、アルザスなど
フランスの銘醸地のワインを堪能できるセットです。

2,600 point

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　賞味期限／製造日より約9ヵ月　生
産国／日本　

333

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。

1,550 point

サッポロ　ヱビスビール　

商品番号

セット内容／350㎖×24缶　賞味期限／製造日より約9ヵ月　生
産国／日本

334

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

1,550 point

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。

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

※ 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。

※イメージ

※イメージ

※掲載フルーツは
　一例です
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商品番号 337
おいしいお米の贈り物 瑞穂（みずほ）

1,300 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。

※イメージ

　 グルメセレクション

ジョエル・ロブション  コレクションセット

商品番号

セット内容／ジョエル・ロブションコレクション コート・デュ・ローヌ 
ルージュ（赤）、ジョエル・ロブションコレクション ソーヴィニヨンブ
ラン（白）　容量／各750㎖　生産国／フランス

338

ミシュラン最多の星を持つジョエル・ロブションとロー
ヌの名門ポール・ジャブレのコラボレーションです。

1,300 point

銀座千疋屋　銀座フルーツコンポート

商品番号

セット内容／まるごとみかん、白桃、さくらんぼ、フルーツポンチ、フ
ルーツトマト、マンゴー 各150ｇ×1個　賞味期限／製造日より約
1年　アレルギー／もも　生産地／山形県　型番／PGS-116　

339

1年で一番美味しい時期に収穫した果物を一つひと
つ手作業で瓶につめた、フルーツコンポートです。

1,300 point

キリン一番搾り

商品番号

セット内容／350㎖×24缶　賞味期限／製造日より約9ヵ月　生
産国／日本

335

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。

1,450 point

アサヒ　スーパードライ

商品番号

セット内容／350㎖×24缶　賞味期限／製造日より約9ヵ月　生
産国／日本

336

酵母、原材料、製法にこだわり、雑味のないクリアな
味を醸し出す、辛口ビールです。

1,450 point

帝国ホテル　スープセット

商品番号

セット内容／コーンのクリームスープ・フレンチオニオンスープ各
160ｇ×各2缶､ミネストロンスープ160ｇ×3缶　賞味期限／製造
日より常温で約3年　アレルギー／卵、乳、小麦、牛肉、大豆、鶏肉、
豚肉　生産国／日本　型番／IHM-30A　

340

「帝国ホテル」伝統の味わいをお届けいたします。3
種類のスープを詰め合わせました。

950 point

帝国ホテル　十勝牛・日向鶏カレーセット

商品番号

セット内容／十勝牛ビーフカレー90ｇ×3箱、日向鶏チキンカレー（タ
イ風）90ｇ×3箱　賞味期限／製造日より常温で約2年　アレルギー
／えび、小麦、乳、牛肉、鶏肉、カシューナッツ、りんご　生産国／日
本　型番／TRC-30　※お茶碗一杯分の小容量タイプです。

342

帝国ホテルが十勝牛、日向鶏を使用して小容量で2
種類のカレーを作り上げました。

900 point

カゴメ　フルーツジュース＆野菜飲料ギフト

商品番号

セット内容／アップル 160ｇ×4缶、オレンジ 160ｇ×4缶、グレープ 160ｇ×4缶、ピンクグ
レープフルーツ 160ｇ×2缶、パイン 160ｇ×4缶、野菜生活100 160ｇ×3缶、野菜生活
100 紫の野菜160ｇ×3缶、野菜生活100 黄の野菜 160ｇ×3缶　賞味期限／製造日より
約1年6ヵ月　アレルギー／オレンジ、りんご、バナナ　生産国／日本　型番／KSR-30N　

341

100％フルーツジュースと野菜＆フルーツの美味し
さが人気の「野菜生活」の詰め合わせです。

900 point

久保養蜂園　オーガニックハチミツ

商品番号

セット内容／200ｇ×3本　賞味期限／製造日より約2年　生産国
／ブルガリア　加工国／日本　型番／OGR-30　※ハチミツは有
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。

343

自然に恵まれたブルガリア産のハチミツ。ほのかにハー
ブが香るさわやかな風味のハチミツです。

850 point

キッコーマン　いつでも新鮮ギフトセット

商品番号 344

大好評の「生しょうゆ」を中心とした料理好きの方に
喜ばれるギフトです。

750 point

セット内容／しぼりたて生しょうゆ×2本、特選丸大豆生しょうゆ×
2本、塩分ひかえめ丸大豆しょうゆ×2本　賞味期限／製造日より
約1年6ヵ月　アレルギー／小麦、大豆　生産国／日本　型番／
KIS-20　

オリーブオイル ティエラ

商品番号

セット内容／250㎖×4本　賞味期限／製造日より約2年　生産国
／スペイン　

345

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。

650 point
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　 ファッション&ビジネス

カシオ　歩数計測機能付き G-SHOCK

商品番号

サイズ／約H5.4×W4.9×D1.6㎝（ケースサイズ）　重さ／約59ｇ　
中国製　型番／GBD-800-8JF　

318

3軸加速度センサーによる歩数計測機能など日常の
健康管理、体力維持・向上に役立ちます。

2,900 point

プラスマイナスゼロ　スーツケース34L

商品番号

サイズ／約H52.5×W38.5×D24.0㎝　重さ／約3.9㎏　容量／
34ℓ　素材／本体：ポリカーボネート・アルミフレーム　付属品／
保管用袋、TSA鍵、TSA南京錠用鍵　中国製　型番／ZFS-
B010　

317

特許構造タイヤで滑らかな走行。使うほどに愛着の
わく、旅の相棒です。

6,300 point

フィリップス　
ウェット＆ドライ電気シェーバー

商品番号

サイズ／約H16.4×W6.1×D6.7㎝　重さ／約173ｇ　素材／
ABS樹脂　電源／AC100-240V　消費電力／9W（充電時）　
付属品／充電アダプター、トリマー、保護キャップ　中国製　型番
／S5215/06　

319

5方向に独立して可動するヘッドが肌に密着し、少な
いストロークですばやく深剃りできます。

2,500 point

ハズキルーペ　ラージ

商品番号

サイズ／約H4.5×W14.5×D16.4㎝　重さ／約27.5ｇ　素材／
レンズ：アクリル樹脂、フレーム：特殊ポリアミド樹脂、鼻パッド：エラ
ストマー樹脂　日本製　型番／4964594732104　

320

眼鏡・コンタクトとは異なる、大きく見える機能を持っ
た、両手が使える眼鏡型のルーペです。

2,600 point

アディダス　デイパック

商品番号

サイズ／約H50×W33×D14㎝　重さ／約470ｇ　容量／約24ℓ　
素材／ポリエステル　中国製　型番／26945-01　

321

タウンカジュアル・トラベルにも活躍するデイパック。
アディダスの新デザインです。

1,800 point

フィリップス　ボディーグルーマー

商品番号

サイズ／H17.7×W4.9×D3.6㎝　重さ／135ｇ　素材／ABS樹
脂　電源／AC100-240V　消費電力／9W（充電時）　付属品／
コーム3種（3㎜・5㎜・7㎜）、エクステンションアーム、充電アダプター　
中国製　型番／BG5020/15　

322

全身のムダ毛を自然な長さにトリミングできる3種類
のコームがついたボディーグルーマーです。

1,700 point

エース　アバロン トローリー

商品番号

サイズ／約H46×W34×D23㎝　重さ／約2.3㎏　容量／20ℓ　
素材／ポリエステル　付属品／南京錠　中国製　型番／26760-
01　

323

国内線・国際線の機内持込サイズに適応しているキャ
リーケースです。

1,700 point

二重傘

商品番号

サイズ／約L80㎝・親骨：約61㎝　重さ／約500ｇ　素材／生地：
ポリエステル100％、持手：ゴム、シャフト：鉄（クロムメッキ塗装）・
グラスファイバー　付属品／傘袋　中国製　型番／EF-
UM05STBK　※手開きタイプ、8本骨

324

雨に濡れた表面が内側に閉じるという二重構造で、
傘を閉じる際に水滴で濡れにくくなっています。

950 point

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。

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

※�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。

※イメージ

※イメージ

※イメージ

※イメージ

※イメージ
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　 ヘルス&ビューティ

dyson　supersonicヘアードライヤー

商品番号

サイズ／約 H24.5×W7.8×D9.7㎝　重さ／約630ｇ　電源／
AC100V　消費電力／1200W　マレーシア・フィリピン製　型番
／HD01 ULF IIF　

289

圧倒的な風力で過度の熱によるダメージを防ぎ、髪
の輝きを守ります。

10,500 point

ヤーマン　メディリフト

商品番号

サイズ／シリコーンマスク：約H18×W60㎝、コントローラー：約H5.0×W5.0×D1.5㎝　重さ／146ｇ（コ
ントローラー×2個＋シリコーンマスク）　電源／充電式リチウム電池（充電時間：約1.5時間）　消費電
力／約1.5W（充電時）　付属品／充電用USBケーブル（micro USB）、ACアダプター　コントローラー：
日本製、シリコーンマスク：中国製　型番／EP14BB　連続使用時間／約5時間（フル充電時）

292

10分間、マスクを顔にまくだけ。EMS電極が表情筋
を刺激し、顔の下半分の筋肉を引き締めます。

5,000 point

パナソニック　目もとエステ

商品番号

サイズ／H6.3×W14.1×D11.0㎝　重さ／約195g　日本製（本
体のみ）　型番／EH-SW67-W　※アロマタブレット別売

293

目もとの隅々まで集中保湿でうるおい補給できます。
選べる3つのリズムタッチでリラックスタイム。

4,900 point

エアウィーヴ　スマート 025

商品番号

サイズ／約L195×W100×D3.5㎝　重さ／約4㎏　素材／カバー
（表面・裏面）：ポリエステル、クッション材：ポリエチレン　クッショ
ン材：日本製、カバー：中国製　型番／1-143011-1　※airfiber
の厚さ：約2.5㎝厚使用

290

エアウィーヴの特長を全て備えたモデル。お使いの寝具
の上に重ねるだけで上質な寝心地を体感いただけます。

5,800 point

パナソニック　コードレスレッグリフレ

商品番号

サ イ ズ ／ H37.0×W57.5×D4.5 ㎝　 重 さ ／1.3 ㎏　 電源 ／ AC100V
（50/60Hz）または、単3形乾電池×4本（片足につき2本）（別売）　消費電力
／9W（ACアダプター使用時）　付属品／すね用パッド×2個 　中国製　型
番／EW-RA38-P　使用可能サイズ／約27～48㎝（ふくらはぎ周囲）　約
20～28㎝ （足サイズ）　使用推奨電池／単3形充電式ニッケル水素電池

（HR6）　使用回数／約10回　医療機器認証番号／230AHBZX00009000 

291

コードレスでかんたん・手軽、好きな時に、好きな所
で使えます。

5,500 point

MTG　SIXPAD Abs Fit 2

商品番号

サイズ／約H1.8×W19.8×D17.3㎝　重さ／約90ｇ　素材／シリコーンゴム、ABS
樹脂、ペット、導電性銀、カーボンインク　付属品／台紙、クリアケース、サポートベルト、
ボタン誤作動防止カバー　中国製　型番／SP-AF2212F-R　※レベル8で30回程度、
レベル20で9回程度ご使用いただけます（室温20℃の場合）　充電時間／約5時間

295

6つのウイングが腹筋にぴったりフィットする腹筋専
用のSIXPAD。腹筋に直接EMSが働きかけます。

4,600 point

MTG　SIXPAD Body Fit 2

商品番号

サイズ／約H1.8×W24.5×D11.2㎝　重さ／約57ｇ　素材／シリコーンゴム、ABS
樹脂、ペット、導電性銀、カーボンインク　付属品／台紙、クリアケース、サポートベルト、
ボタン誤作動防止カバー　中国製　型番／SP-BF2213F-R　※レベル8で30回程度、
レベル20で9回程度ご使用いただけます（室温20℃の場合）　充電時間／約5時間

296

気になる部位（ウエスト・腕・脚）にフィットして効率的
に鍛えることができます。

3,600 point

MTG　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／ポーチ、
クリーンクロス　日本製　型番／RF-SC1855B　

298

細やかに、つまみ流す。輝くような表情美は、細部で
解き放たれます。

2,800 point

MTG　ReFa 4 CARAT

商品番号

サイズ／約 H16.8×W7.0×D6.9㎝　重さ／約205ｇ　素材／
ABS樹脂、アクリル、ステンレス、ナイロン、シリコーンゴム、アルミ
ニウム、プラチナ　付属品／ガイドブック、ポーチ、クリーンクロス　
日本製　型番／RF-SC1932B　

294

連続的に、つまみ流す。ダブルのインパクトで、表情、
全身、軽やかに艶めきます。

4,800 point

MTG　TAIKAN STREAM STANDARD

商品番号

サイズ／約L68.0×φ16.6㎝　重さ／約990ｇ（水が入っていない時）　
素材／本体：ポリ塩化ビニル、ハンドル：熱可塑性エラストマー　付属品
／トレーニングガイド、エアポンプ、すべり止めシート×2枚、着色剤（ブルー
､イエロー、パープル、ピンク×各2錠）　中国製　型番／AT-TS2231F　

301

水の特性を利用することで、効率的に体幹を鍛えら
れます。

2,500 point

ヘルス&
ビューティ

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

※ 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。

※イメージ※イメージ

※イメージ

※イメージ

※イメージ
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　 ヘルス&ビューティ

ヤーマン　アセチノヘッドスパリフト

商品番号

サイズ／約H10.3×W9.7×D10.5㎝　重さ／約287ｇ（アタッチメント
除く）　電源／充電式リチウムイオン電池（充電時間：約3時間）　消費
電力／3W（充電時）　付属品／ヘッド用アタッチメント、フェイス用アタッ
チメント、充電台　中国製　型番／IB27W　使用可能時間／約20分

299

ヘッドスパもリフトケアもこれ1台。プロのハンドテク
ニックを追求した動きがご自宅で再現できます。

2,600 point

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／ H21.7×W15.7×D7.9㎝　重さ／約475ｇ　電源／
AC100V（50/60Hz）　消費電力／1200W　付属品／速乾ノズ
ル 　タイ製　型番／EH-NA2A-PP　温風温度／約110℃（ター
ボ時/室温30℃の場合）　 風量／1.3㎥/分（ターボ時）

297

「ナノイー」で髪のうねりを整え、なめらかな指通り＆
うるおい地肌へ。コンパクト&軽量タイプです。

2,800 point

腕時計タイプ活動量計

商品番号

サイズ／約H2.2×W25.0×D1.3㎝　重さ／約29ｇ 　素材／ポリ
カーボネート、熱可塑性ポリウレタン　電源／USBより充電（内蔵
電池はリチウムイオンポリマー電池）　消費電力／5W（充電時）　
付属品／USB充電ケーブル　中国製　型番／BT-016　

303

無料アプリをダウンロードして、スマホにて活動量計・
心拍数･睡眠データが確認できます。防水仕様。

1,600 point

MTG　Body Make Seat Style

商品番号

サイズ／約H33×W42×D39㎝　重さ／約1.6kg　素材／構造素
材：ポリプロピレン、クッション材：ウレタンフォーム・エチレン酢酸ビ
ニルコポリマー樹脂、生地：ポリエステル92％・ポリウレタン8％　
中国製　型番／BS-ST1917F-R　耐荷重／約120㎏

304

カイロプラクティックのメソッドを応用した、新しい姿
勢ケアのかたちです。

1,600 point

エアウィーヴ　クッション

商品番号

サイズ／約L39×W39×D4㎝　重さ／約500ｇ　素材／カバー：
ポリエステル、クッション材：ポリエチレン　日本製　型番／
4-49011-BE-1　※airfiberの厚さ：約3.5㎝厚使用

302

通気性を考え抜いた独自メッシュカバーを使用、優れ
た復元性と体圧分散で長時間の座り疲れを軽減します。

2,200 point

オムロン　体重体組成計 カラダスキャン

商品番号

サイズ／H2.8×W28.5×D28.0㎝　重さ／約1.6㎏　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

305

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

フィリップス　ソニッケアー クリーンケア

商品番号

サイズ／H23.3×W3.4×D3.4㎝　重さ／149ｇ　素材／ABS樹
脂　電源／AC100-240V　消費電力／最小0.4W/最大1.4W

（充電時）　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　

309

電動歯ブラシを初めてお使いになる方に。やさしい
音波水流で歯ぐきの健康を保ちます。

1,100 point

ヴィダルサスーン　2WAYヘアアイロン

商品番号

サイズ／約 H8.4×W34.2×D4.7㎝　重さ／約370ｇ　電源／
AC100V　消費電力／70W　中国製　型番／VSI-3273/PJ　

310

高温設定で美しいカールスタイル、素早くストレート
の両スタイルを楽しめる、2WAYヘアアイロンです。

1,100 point

BRUNO　ウッドアロマミスト

商品番号

サイズ／H14×φ9㎝　重さ／340ｇ　容量／水タンク容量：約90
㎖　電源／AC100V　消費電力／10W　付属品／専用ACアダ
プター　中国製　型番／BOE035-NW　

306

下部が光る間接照明タイプで、インテリアランプとし
ても使用できるアロマディフューザーです。

1,300 point

タニタ　手首式血圧計

商品番号

サイズ／約H8.7×W6.5×D2.8㎝　重さ／約125ｇ（乾電池含まず）　
素材／ABS樹脂、ポリエステル　電源／単4形アルカリ乾電池×2
本（別売）　付属品／収納ケース　中国製　型番／BP-513　医
療機器認証番号／227AABZX00086000

308

業界初、低室温お知らせ機能付き。大型表示で使い
やすい手首式血圧計です。

1,200 point

オムロン　低周波治療器　

商品番号

サイズ／H11.2×W5.2×D2.5㎝　重さ／100ｇ　素材／ABS樹脂　電源／
単4形アルカリ乾電池×2本（動作確認用付属）　消費電力／0.1W　付属品／
ロングライフパッド（グレー/1組2枚入）、導子コードBタイプ、導子収納具（グレー）　
中国製　型番／HVF-021　医療機器認証番号／225AABZX00193000

307

コンパクトで簡単操作、こりや痛みを気持ちよくほぐ
します。

1,300 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～土�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

お問合せ先

ギフトカタログヘルス&ビューティ

商品番号 346

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1,350点（内グルメ
約230点）

選べるカタログギフト「ダイヤモンド」

2,000 point 商品番号 347

有名ブランドや人気ショッ
プの商品、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 349
ビームスカタログギフト 「ブラウン」

2,200 point商品番号 348

NYマンハッタンのソーホーから
始まった、食のセレクトショップ
「ディーン＆デルーカ」。伝統の
味を今に伝える「塩瀬総本家」
など、グルメな方も納得の味を
集めました。

商品点数／約400点

セレクトショップの先駆けとし
て幅広い年代に愛されるビー
ムスのカタログギフトです。

商品点数／90点

ア・ラ・グルメ 「シンデレラ」

1,300 point

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／H20.8×W17.2×D7.9㎝　重さ／約405g　電源／
AC100V（50/60Hz）　消費電力／1200W　タイ製　型番／
EH-NE1A-A　

311

コンパクトでも風量1.3㎥/分で、パワフル乾燥でき
るドライヤーです。

950 point

フィリップス　鼻毛/耳毛・眉毛トリマー

商品番号

サイズ／約H14.8×W2.7×D2.7㎝　重さ／約67ｇ　電源／単3
形乾電池×1本（動作確認用付属）　付属品／ソフトポーチ、眉毛
コーム（3㎜・5㎜）、保護キャップ　中国製　型番／NT3162/10　

312

毛の引抜きや切り傷を防止するチューブトリマー採用。
気になる部分の毛をこれ1台でスタイリングできます。

900 point

たためるヨガマット

商品番号

サイズ／L173.0×H0.4×W61.0㎝（使用時）、H30.0×W24.5×
D7.5㎝（折りたたみ時）　重さ／約900ｇ　素材／ポリ塩化ビニル　
中国製　型番／YM-01�　

313

持ち運びや収納に便利な四角くたためるヨガマット。
かさばるロールタイプと違い省スペースで収納できます。

550 point

花王　バブプレミアムアロマギフト

商品番号

セット内容／クラシックジャスミンの香り×4錠、ピーチブロッサムの香
り×4錠、フレッシュデイジーの香り×2錠、スイートコスモスの香り×2錠、
マグノリアブーケの香り×2錠、マンダリンバニラの香り×2錠�合計16錠　
重さ／約40ｇ（1錠）　日本製　型番／KBPA-10　※医薬部外品

314

ギフト限定の特別な香りのコレクション。炭酸ガスの
薬用入浴剤ギフトです。

500 point

シチズン　電子体温計

商品番号

サイズ／約W2.1×D0.9×L13.3㎝　重さ／約11ｇ　素材／ABS
樹脂　電源／ボタン電池LR41×1個（動作確認用付属）　付属品
／収納ケース　中国製　型番／CTA319-PM　

315

防水仕様だから水で洗えて清潔に使える大画面液晶
の実測式体温計です。

400 point

日本橋木屋　爪切（小）

商品番号

サイズ／約H1.6×W1.6×D5.8㎝　重さ／約25ｇ　素材／本体：
刃物鋼、カバー：ABS樹脂　日本製　

316

創業寛政四年（1792年）、220年以上の歴史を誇る
刃物の老舗、日本橋木屋の爪切です。

400 point

※イメージ
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商品番号

Shot Navi
レーザー距離計測器 Laser Sniper X1
使いやすさを重視した簡単操作のレーザー距離計測
器です。
サイズ／約H7.2×W4.3×D12.1㎝　重さ／約191ｇ　電源／リ
チウム電池CR2×1個（動作確認用付属）　付属品／キャリングケー
ス、ストラップ　中国製　型番／LS-X1　測定範囲／8-500y　
レーザー規格／IEC60825-1Class�1M�Laser�Product

4,600 point 571

スターリング
マルチポータブルチャージャー

商品番号

いざという時にこれ1台でマルチに活躍するラジオラ
イトです。
サイズ／H6.0×W5.2×D17.7㎝　重さ／230ｇ　電源／単4形乾電池×3本（別売）、ダイナモ、
AC/USBアダプタ（別売）、USB充電　付属品／コネクター×3種、接続ケーブル×1本、ストラップ、　
中国製　型番／6991C　機能／LEDライト×1灯、LEDランタン×3灯、AM/FMラジオ、サイレン、
ダイナモハンドル、AC/USBアダプター対応（別売）、USB充電機能、プラグイン携帯充電機能

1,200 point 573
電子メモパッド「ブギーボード」

商品番号

ペーパーレスで環境にもやさしい。書き心地なめら
かな新感覚の電子メモパッドです。
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／㎝　重さ／約1.1㎏　中国製　型番／
KL1936JBEFS110　

800 point 574

Mi band 3 スマートウォッチ

商品番号

最長20日間の連続使用、iOS/Android対応、活動
量・睡眠モニタ/着信等の通知/防水仕様です。
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　中国製　

2,500 point 572

ギフトカタログ セレクト／JAF／ギフトカード&チケット

商品番号 773

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400点�

JTBえらべるギフト たびもの撰華「梓」

5,800 point

商品番号 771

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310点

JTBえらべるギフト たびもの撰華「橘」

13,500 point 商品番号 772

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380点

JTBえらべるギフト たびもの撰華「柊」

8,200 point

商品番号 774

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460点�

JTBえらべるギフト たびもの撰華「椿」

3,200 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）0120-753-366

JTB「ギフトカタログ」のご利用について

お問合せ先 7Ⓡ

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します。
※�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）

※イメージ

※イメージ

※イメージ
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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

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。

商品番号 609 商品番号 619

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。

図書カードNEXT

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

商品番号 610 商品番号 620

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

500円券×2枚　有効期限：なし

1,000円分

350 point

500円券×8枚　有効期限：なし

4,000円分

1,000 point

「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

1枚でお好きなハーゲンダッツミニカップ2個と交換
できます。

ハーゲンダッツ　ミニカップギフト券

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®、ScreenXは劇場
窓口にて別途料金でご覧いただけます。
※�試写会、企画イベント上映会、特別シート等はご利用いただけません。

ユナイテッド・シネマ/シネプレックス
共通映画鑑賞券

有効期限：なし

2枚

350 point

有効期限：なし

2枚

450 point

有効期限：約5ヵ月

1枚

400 point

有効期限：なし

8枚

1,000 point

有効期限：なし

6枚

1,000 point

有効期限：約5ヵ月

2枚

700 point

商品番号 636

商品番号 631

商品番号 613

商品番号 646

商品番号 641

商品番号 623

4,000円分

1,000 point 商品番号 622商品番号 612
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いただけます。

マックカード商品券

見  本

見  本

見  本

※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。

1,000円分

350 point

4,000円分

1,000 point

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

●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。

商品番号 606 商品番号 616

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

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

※イメージ

JAF／ギフトカード&チケット
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商品番号 582

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 583

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。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 585

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 587

「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 584

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 586

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「海岸林再生プロジェクト」

200 point 商品番号 581

商品番号 588

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 706

商品番号 708

商品番号 707

商品番号 709

●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。）

「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。

厳選いいもの便り専用クーポン

3,300円分

700 point

5,500円分

1,050 point

8,800円分

1,700 point

11,000円分

2,000 point

インターネットショッピングサイト

※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。

商品番号 648
3,000円分

850 point

有効期限：なし

コンビニエンスストア・書店・ドラッグストアなど全国
約57,000店でご利用いただけるプリペイドカードで
す。

QUOカード
見  本

商品番号 710
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™プログラム等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

チャリティギフトカード&チケット
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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

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

＜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 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

＜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4〜8週間
 ①dポイントクラブ会員番号
 ②ドコモ携帯電話番号

＜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3〜4週間 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）

＜WEB限定＞
■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

＜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1〜2週間 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1〜3週間 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。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、ゴールデンウィーク等時期により、下記よりも日数を要する場合がございます。

Point Swing


