りそなポイント36 ショッピング充当サービス

りそなNetアンサー限定

りそなポイント36を、ショッピングご利用などのカードご請求金額に充当できるサービスです。
200ポイント（＝900円分）単位で交換したポイント分の金額がご請求金額から差し引かれます。

200P ➡ 900円分
交換例

注意事項

毎月13日までに交換いただくと、翌月のご請求分に充当されます。
1月

2月

3月

4月

1月14日〜2月13日

￥

受付期間

3月請求分（3月4日お引落し）

ショッピングご利用分に充当

2月14日〜3月13日

￥

受付期間
4月4日お引落し予定金額

60,000円

4月請求分（4月4日お引落し）

ショッピングご利用分に充当

2,000ポイントを充当した場合9,000円分

−

9,000円

4月4日お引落し金額

＝

51,000円

4日が金融機関休業日の場合は、翌営業日のお引落しとなります。

りそなカード

検索

から「りそなNetアンサー」

▼

交換方法

「りそなポイント36確認＆交換」

WALLET ポイント

200p

りそな マイルアッププラン（JALコース）
200p 資料請求コード NO.7431
ＪＡＬのマイルに交換いたします。1ポイント＝２マイルで換算いたし
ます
（交換単位は200ポイント）
。

※充当は200ポイント単位となります。保有ポイントが200ポイント未満の場合はサービ
スをご利用いただけません。
※充当可能なショッピングご請求金額が900円未満の場合は、本サービスをご利用いた
だけません。
※充当手続き後の変更やキャンセルはできません。
※キャッシングご利用分、
年会費、
ATM利用手数料などは対象となりません。
※毎月13日23：30〜14日0：30、14日23：30〜15日3：00は交換不可となります。
その
他システム上の都合によりご利用いただけない場合があります。
※期間中に当社で売上げが確認できたご利用分が対象となります。
※「リボ」払いでのショッピングご利用分
（「リボ宣言」
でのご利用分を含む）
における充当
については、
ご利用月の翌月13日までに交換してください
（例：9月の「リボ」払いご利用
分は10月13日まで）
。左記の交換締切日を過ぎている過去の「リボ」払いご利用残高
に対しては、
本サービスはご利用いただけませんのであらかじめご了承ください。
※ご請求金額が「リボ」払いご利用分だけの場合、充当したポイント分の金額は、
「リボ」
払いのご利用残高から差し引かれます
（ご請求金額からは差し引かれません）
。
ご請求
金額はご利用残高、
コースにより異なります。
※「2回」払い・
「ボーナス2回」払いでのショッピングご利用分は、各回のご請求に充当
可能です。
※「リボ」払い・
「ボーナス2回」払いは、
ショッピングご利用金額分の手数料がかかります。

上新電機

楽天スーパーポイント

資料請求コード NO.7430

au WALLET ポイントプログラムのポイントに交換いたします。
1ポイント＝WALLET ポイント5ポイントで換算いたします
（交換単
位は200ポイント）
。WALLET ポイントは、au携帯の機種変更・au携
帯料金に充当できます。詳細は、auウェブサイトをご確認ください。

200p

400p

資料請求コード NO.7429

楽天スーパーポイントに交換いたします。1ポイント＝楽天スー
パーポイント5ポイントで換算いたします
（交換単位は200ポイ
ント）
。

資料請求コード NO.7434

上新電機のポイントプログラムのポイントに交換いたします。1
ポイント＝ジョーシンポイント5ポイントで換算いたします
（交換
単位は400ポイント以上200ポイント単位）
。

※ポイント移行コースは、
りそなNetアンサーまたは専用申込書を資料請求いただいてのお申込みとなります。
※ポイント移行申請の手続きには、
２ヵ月程度かかる場合がございます。手続中にポイントの有効期限が到来した場合、当該ポイ
ントは失効となり、
ポイント交換できない場合がございますので、
お早めのポイント交換・移行申請をお願いいたします。

りそなクラブ/
埼玉りそなクラブ/
関西みらいクラブ ポイント移行
200p 資料請求コード NO.7428

［お電話による資料請求］
※資料請求については24時間年中無休
（システムメンテナンス期間除く）
りそなカード《セゾン》インフォメーションセンターへご連絡、
ガイダンスに従いご入力ください。

りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行のポイント《りそなクラブポイント》
《埼玉りそなクラブポイント》
《関西みらいクラブポイント》
（以下「クラブポイント」）
に交換いたします
（クラブポイントへの交換にはりそなクラブ、埼玉りそな、関西みらいクラブいずれかへのご
入会が必要です）。1ポイント＝5ポイント
（クラブポイント）
で換算いたします
（交換単位は200ポイント）。
クラブポイントは、
りそなカード
セゾン のご利用
（ご利用代金引落し）
でもたまります。

東京03-5996-1341

大阪06-7709-8010

カード番号
（16桁）
＃入力 → 暗証番号
（4桁）
＃入力 → りそなカードポイント・資料請求・キャンペーンエントリーの3＃入力 →
資料請求3＃入力 → それぞれの資料請求コード4ケタを入力

りそなポイント36 のご案内

■ポイントのため方

りそなカード《セゾン》１ヵ月のショッピングご利用総額1,000円ごとに1ポイント

※「2回」払い・
「リボ」払い・
「ボーナス2回」払いをご利用の場合、初回のご利用明細書のご案内の際に一括してポイントが加算されます。 ※同一名義で複数枚りそなカード《セゾン》をお持ちの場合、
それぞれのカードのポイントが自動的に合算されます。また、家族会員さまの分も合算されます。 ※カード年会費、キャッシング、リボ手数料、ATM利用手数料はポイントの対象となりません。

■ポイントの計算方法

りそなポイント36は、カードご利用後の締切日におけるご利用代金の合計金額（毎月のご利用明細書に記された今回ご利用金額）を1,000円で割ることによ
り、当月のポイント数を算出します。

▼

例えば 29,883円＋5,000円＋2,200円＋13,300円＝
ご利用分

ご利用分

ご利用分

ご利用分

50,383円 ＝ 50ポイント獲得
ご利用分

※1ポイント未満の端数は、切り捨てとなります。※各種キャンペーン、りそなPOINTダッシュ利用によるボーナスポイントは付与月が異なります。

RESONA
POINT36

交換期間

2019.5.1 ▶ 2019.9.30
ポイント有効期間

ポイント獲得月から3年間

ITEM CATALOG
すいーともぐもぐ「シンバル」

カタログギフト「ウェイン」

４７ＣＬＵＢ×リンベル「森」

500p

700p

900p

NO.8164

NO.8165

NO.8166

■ポイントの有効期間

▼

保有月から3年間（36ヵ月） 例えば 2019年4月保有分30ポイント → 2022年3月14日失効（交換期限は14日23：30まで）

※ポイントの交換は「保有月の36ヵ月後の14日の23：30まで」が交換期限となります。 ※ポイント失効のご案内は、
「ご利用明細書」の期限切れ予定ポイント表示欄または、りそなカード《セゾン》の
インターネットサービス「りそなNetアンサー」のポイント照会画面に「有効期限切れ予定ポイント」としてご案内しております。※アイテムと交換した場合、保有月が古いポイントからの交換となります。

■アイテム交換についての注意事項

●アイテム交換のキャンセル、変更、返品、お届先の変更はできませんのでご注意ください。 ●一度ご応募いただいたポイントは、お戻しできません。 ●アイテム交換は本会員さまの
みとなります。家族会員さまのお手続きはできませんので、あらかじめご了承ください。 ●本カタログは、2019年4月時点の情報をもとに作成しております。 ●アイテムのポイント数、
仕様、デザイン、品揃えは、交換期間内に予告なく変更・終了となる場合がございます。また、アイテムの色・デザインは掲載写真の見本とは異なる場合がございます。アイテムの色・柄等の
指定はご容赦ください。 ●アイテムのお届けまで１ヵ月半〜２ヵ月程度かかります。なお、ご応募状況により、お届けが遅れる場合がございます。 ●カードの退会（家族カードのみの退
会を除く）やカード更新なく有効期限の満了を迎えたなど会員資格を失った場合や、会員規約を遵守されていない場合、保有ポイント残高にかかわらずアイテム交換や所定の家族合
算はできなくなります。 ●アイテムの発送は国内のみとさせていただきます。お届日はご指定できません。 ●ご希望のアイテムが複数の場合、お届けが別々になる場合がございます。
●各アイテムのサイズ表記：φ＝直径、W＝幅、D＝奥行、H＝高さ、SH=座面高さ ●お届けのアイテムに、万一不良品があった場合には、1ヵ月以内に下記りそなカード《セゾン》イ
ンフォメーションセンターまでご連絡ください（1ヵ月経過後は交換できない場合がございます）。

ポイン ト 確 認 ＆ ア イ テ ム 交 換 方 法
インターネット

国内外の有名ブランド、人気のセレクトショップをはじめ、
リンベルだけ
にしかないこだわりの逸品まで、選りすぐりの「本当にいいもの」
を揃え
ました。
「選ぶ楽しさ」
と
「欲しいものを見つける喜び」
を、真心を込めて
お届けできる上質なカタログギフトです。
掲載点数：約78０点 雑貨：約６0０点・グルメ
：約１８０点

日本全国から心を込めてお届けする食の楽しさと悦び。47都道府県の
地方新聞社が、
それぞれ自慢の地元の本当においしいものを一品ず
つ紹介する旅するグルメカタログです。
掲載点数：約１2０点

九州七つ星ギフト ひなたコース

北海道七つ星ギフト カムイコース

選べる国産和牛「健勝」

1,000p NO.8170

1,100p

1,100p

NO.8168

NO.8169

お電話

りそなポイント36専用ダイヤル（自動音声応答）

りそなカードホームページ

りそなカード

もらった人が選べる、
スイーツチョイスギフト。
フルーツたっぷりのケーキ
やこだわり卵のプリン、
老舗の和菓子など、
日本全国のスイーツがたくさ
んつまっています。
３６ページ・約３３アイテム掲載

から

「りそなNetアンサー」
※ご利用にはIDとパスワードが必要です。登録・利用料は無料です。
※システム上の都合により一部ご利用いただけない場合がございます。

東京

03-5996-1172 大阪 06-7709-8031

※番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
※あらかじめカード番号、暗証番号、アイテム番号をご確認のうえ、お電話ください。
※プッシュ回線または、
トーン信号の使える電話機でご利用ください。
※システム上の都合により毎月14日23：30〜15日3：00は交換不可となります。また、一部
ご利用いただけない場合がございます。
※暗証番号が不明の場合は、りそなカード《セゾン》インフォメーションセンターまでご連絡ください。

東京 03-5996-1341

大阪 06-7709-8010（9：00〜18：00

1/1休み）

R00124（1904）A

九州には古来より続く独自の文化に育まれた、
とびきりのかくれた逸品が 全国の物産展でも絶大な人気を誇る、北海道の食の決定版。北海道
いっぱいあります。生産者のこだわりや想い、産地の特徴など、
ブランド の人たちが本当に届けたかった隠れた美味・美食をカタログギフトにま
の背景を語りつつお届けする、
九州七県の うまかもん を凝縮したギフト。 とめました。
掲載点数：約１１０点
それが「九州七つ星ギフト」
です。
掲載点数：約10０点

グルメカタログギフトで最も選ばれる国産和牛。
そんな国産和牛から黒
毛和種の牛肉だけを、
日本全国から厳選して掲載する、食通も唸らせる
贈り物です。米沢、松阪、山形、飛騨など、
１０の国産和牛銘柄をライン
ナップしました。
掲載点数：約７０点

カゴメ 100％フルーツジュースギフト
300p NO.9938

濃州孫六作 オールステンレス三徳包丁
400p NO.4482

レコルト
ソロブレンダー ソラン（レッド）
600p NO.3639

カゴメ フルーツ＆野菜飲料ギフト
500p NO.4562

サイズ：
トライタン製ボトルセット時/約 W100×
D 1 0 5×H 2 8 0 m m 、ガラスジャーセット時 / 約
W110×D105×H260mm 重量：
トライタン製ボト
ルセット時/約690g、ガラスジャーセット時 /約
990g 付属品：
トライタン製ボトル、
ガラスジャー、
ドリ
ンクキャップ、
メタルキャップ、
パッキン用スティック、
専用レシピブック カラー：
レッド 品番：RSB-3
（R）

サイズ：293×506×58mm セット内容：アップル、
オ 秋田県産
レンジ、
グレープ、
パイン 各160g×4、
ピンクグレープ あきたこまち
セット内容：アップル、
オレンジ、
グレープ、パイン、 サイズ：全長約300mm、刃渡り約170mm 重量： フルーツ 160g×2、野菜生活100 160g×3、野菜 500p NO.4564
（紫の野菜）
160g×3、野菜生活
（黄の野菜）
（原材料： 生活
ピーチブレンド、
マンゴーブレンド各160g×3 賞味 約160g 品番：50CAFK 生産国：日本
内容量：5kg
160g×3 賞味期限：製造日より540日
中国）
期限：製造日より540日

マイヤー サーキュロンオリジンズ
フライパン28cm
600p NO.3897
サイズ：全 長 4 8 5×外 径 2 8 5×ハンドル 高さ
125mm 重量：約1,040g 品番：OR-P28 ※IH対応

サントリー
金麦

600p

NO.4055

内容量：350ml×24缶 ※未成年者の飲酒は法律
で禁止されております。未成年者のお申込みはご遠
慮ください。

700p

サイズ：約φ80×H140mm（水タンク容量：約
100ml） 本体重量：約220g
（ACアダプターを除
く） 素材：水タンク・本体カバー・内部カバー・底部
サイズ：高さ21.5×幅20.8×奥行8.9cm 重量：約 /PP、本体下部/ABS 付属品：ACアダプター、計量
475g（速乾ノズル含む）消費電力：1200W（ターボ カップ 連続使用時間：約3時間 適用床面積：約6〜
8畳 4段階タイマー付 2段階の明るさ調整機能付
時）型番：EH-NE5A-PN

NO.4565

内容量：5kg

サイズ：幅399×奥行230×高さ615mm 重量：約7.7㎏ 空気
清浄適用床面積（目安）
：〜23畳、加湿時：プレハブ洋室〜14
畳/木造和室〜8.5畳 型番：KC-H50-W

セット内容：SoundSport Free wireless headphones、
ポータ
ブル充電ケース、StayHear+Sportチップ（3サイズ）、USBケー
ブル サイズ：約W25×D30×H32mm（L/Rそれぞれ）重量：
18g
（L+Rの合計値）

ル・クルーゼ
シグニチャー ココット・ロンド22cm
5,400p NO.3271

バルミューダ ザ・ライト
6,000p NO.4698

サイズ：横30（取手込み）
×高さ15（フタ込み）cm 容量：3.3L
重量：3.7kg カラー：オレンジ ※IH可

サイズ：W191×D264×H463mm（標準姿勢）重量：約
3.2kg カラー：ホワイト 型番：L01A-WH

無印良品
超音波アロマディフューザー
900p NO.7762

パナソニック
ヘアードライヤー
イオニティ
800p NO.4560

魚沼産
こしひかり

BOSE SoundSport
Free TM wireless
headphones
5,000p NO.4410

シャープ
加湿空気清浄機
4,800p NO.4554

ル・クルーゼ
シグニチャー ココット・オーバル25cm
5,200p NO.3272

iRobot 床ふきロボット ブラーバジェット240
5,200p NO.3430

サイズ：縦20.5×横33（取手込み）
×高さ15（フタ込み）cm 容量：
3.2L 重量：3.8kg カラー：チェリーレッド ※IH可

サイズ：W178×D170×H84mm 重量：約1.2kg（バッテリー
装着時/クリーニングパッド除く）型番：B240060

シャープ
サイクロン掃除機
6,300p NO.4555
本体サイズ：幅177×奥行304×高さ239mm 重量：約3.8㎏
（本体（コードリール含む）、
ホース、延長管、吸込口の合計）消
費電力：850〜約240W 型番：EC-MS310-P

iRobot 床ふきロボット ブラーバ
6,400p NO.8744
サイズ：W244×D216×H79mm 重量：約1.8kg（バッテリー
装着時/クリーニングパッド除く）型番：ブラーバ380j

人気商品 ※お届けまでに２カ月程度かかる可能性がございます

アサヒ
スーパードライ
1,000p NO.4054
内容量：350ml×24缶 ※未成年者の飲酒は法律
で禁止されております。未成年者のお申込みはご
遠慮ください。

MTG
Body Make Seat Style
1,200p NO.9408
サイズ：約W420×D390×H330mm 重量：約1,600g
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、EVA樹脂【生地】
：ポリエステル92％、
ポ
リウレタン8％【袋】
：PVC、
ポリプロピレン 耐荷重：約
120kg カラー：レッド 型番：BS-ST1917F-R ※健康
状態によってご使用いただけない場合がございます。

レコルト
ポットデュオフェット
1,000p NO.4606

ブルーノ
コンパクトホットプレート（レッド）
1,100p NO.3006

サイズ：本体（収納時）／約W24.0×D22.0×H17.5cm、 サイズ：W375×D235×H140mm 重量：約2.3kg
セラミックボウル
（内寸）／約直径17.5×深さ5.5cm、／ （平面プレート/たこ焼きプレート使用時）付属品：平
たこ焼きプレート、木べら、
マグネット式脱
グリルプレート
（内寸）約直径17.5×深さ3.0cm 重量： 面プレート、
着電源コード カラー：
レッド 型番：BOE021-RD
約1.6kg 型番：RPD-3
（R）

パナソニック
コードレススチームアイロン
1,300p NO.3849

ネスカフェ
ゴールドブレンド
バリスタ フィフティ（ホワイト）
1,500p NO.3850

サッポロ
黒ラベル

サッポロ
ヱビスビール

Nintendo Switch
NO.4609

6,500p

内容量：350ml×24缶 ※未成年者の飲酒は法律 内容量：350ml×24缶 ※未成年者の飲酒は法律
で禁止されております。未成年者のお申込みはご で禁止されております。未成年者のお申込みはご
遠慮ください。
遠慮ください。

サイズ: W353×D94×H197mm セット内容：本体、
Joy-Con
（L）ネオンブルー/
（R）
ネオンレッド 各1個、
ACアダプター、Switchドック、Joy-Conグリップ、
Joy-Conストラップ 2個、HDMIケーブル 型番：
HACS-KABAA（Nintendo Switchのロゴ・Nintendo
Switchは任天堂の商標です。）

ティファール
アプレシア
エージー・プラス コントロール0.8L
1,600p NO.3438

ハズキルーペ クリアレンズ
ハズキラージ 1.32倍（赤）
1,700p NO.4576

シャープ
ウォーターオーブン専用機
ヘルシオグリエ
7,500p NO.3872

サイズ：
【本体】幅145×高さ45mm【フレームの長さ】
164.5mm【レンズサイズ】幅136×高さ42.5mm
拡大倍率：1.32倍 重量：22g

サイズ：W412×D315×H218mm 重量：約6.4㎏
付属品：焼き網、
トレイ、
メニュー集 カラー：レッド系
型番：AX-H2-R

1,100p

1,100p

NO.3447

サイズ：約W110×D226×H130mm
（アイロン本
サイズ：W210×D160×H200mm 重量：982g
体） 重量：約1kg
（本体のみ）カラー：
ピンク 型番： サイズ：約W155×D306×H323mm 重量：約 （電源プレートを含む）容量：0.8L カラー：パール
3.4ｋｇカラー：ピュアホワイト 型番：SPM9634
NI-WL404-P
ホワイト 型番：KO6201JP

NO.4052

バルミューダ
ザ・ゴハン（ホワイト）
7,200p NO.3640

バルミューダ
ザ・ゴハン（ブラック）
7,200p NO.3641

サイズ：W275×D251×H194mm 重量：約4.0kg 炊
飯容量：白米0.5〜3合/早炊0.5〜3合/玄米0.5〜2
合/炊込0.5〜2合/おかゆ0.5〜1合 型番：K03A-WH

サイズ：W275×D251×H194mm 重量：約4.0kg 炊
飯容量：白米0.5〜3合/早炊0.5〜3合/玄米0.5〜2
合/炊込0.5〜2合/おかゆ0.5〜1合 型番：K03A-BK

サイズ：W450×D412×H330mm
（突起物含む）
サイズ：最大W340×H92ｍｍ 重量：約3.6kg 型番： 重量：約12kg 容量：18L 付属品：角皿、
取扱説明
R643060
書
（保証書付） 型番：K04A-BK
（ブラック）

シャープ
コードレスサイクロン掃除機
10,600p NO.4218

iRobot
ロボット掃除機
ルンバ960
15,400p NO.3068

iRobot
ロボット掃除機
ルンバ e5
9,300p NO.4760

サイズ：最大W351×H92mm 重量：約4kg セット
（バッ
内容：本体、
バッテリー
（内蔵）、
ホームベース、
デュ サイズ：W222×D220×H980mm（本体）重量： サイズ：最大W353×H92ｍｍ 重量：約3.9kg
アルバーチャルウォール、交換用ダストカットフィル 約1.5kg（本体・バッテリー・パイプ・吸込口を含む） テリー含む）充電時間：約3時間 集塵方式：ダスト
カラー：ピンク系 型番：EC-AR2S
ビン式（紙パック不要）型番：R960060
ター、
電源コード、
乾電池 型番：e515060

PTS（tabiデスク）旅行代金充当

パナソニック
ラムダッシュ

1,900p

NO.3448

サイズ：高さ15.5×幅6.5×奥行5cm 重量：約145g
（シェーバーホルダーなし）型番：ES-ST2R-K

ネスカフェ ドルチェ
グスト ジェニオ アイ
チェリーレッド
2,200p NO.3443

バルミューダ ザ・ポット
（ブラック）
1,900p NO.4575
サイズ：W269×D142×H194mm
（電源ベース込
み）重量：0.9ｋ（
g 電源ベース込み）品番：K02A-BK

パナソニック
空気清浄機

2,600p NO.4558

サイズ：W165×D300×H231mm（本体）重量： サイズ：54.0×31.1×21.0cm 重量：4.1kg 適用
2.6kg 型番：MD9747S-CR
床面積（目安）
：12畳 型番：F-PDR30

パナソニック 目もとエステ（ピンク調）
3,200p NO.3020

シャープ
ジャー炊飯器
（ホワイト）
1,900p NO.4694
サイズ：約W231×D271×H190mm カラー：ホワ
イト 重量：約2.6kg 炊飯容量：0.5〜3合 型番：
KS-CF05A-W

パナソニック
衣類スチーマー（ペールピンク調）
2,000p NO.3432
サイズ：約長さ15×幅7×高さ15cm 重量：約690g
型番：NI-FS550-PP

デロンギ ディスティンタコレクション
オーブン＆トースター（スタイルコッパー）
2,100p NO.3854
サイズ：約W435×D345×H220mm 重量：
5.2kg（本体）付属品：
トレイ、
ワイヤーラック、
オイ
ルプレート、
くず受け、
ピザストーン（角形）各1枚
カラー：スタイルコッパー 型番：EO1407J-CP

無印良品
体にフィットするソファ
（ダークブラウン）
3,000p NO.6767

パナソニック
ハンドブレンダー
2,700p NO.3445

象印
ふとん乾燥機

サイズ：約W65×D74×H423mm（ブレンダーア
タッチメント使用時）重量：約780g（ブレンダーア 2,900p NO.4557
タッチメント使用時）付属品：カッターホルダー、専 サイズ：約33.5×13×35cm
（コードバスケットを含
用カップ、へら付きブラシ カラー：ブラック 型番： む） 重量：約4.1kg
（コードバスケットを含む）型番：
MX-S301-K
RF-EA20-WA

Newニンテンドー
2DS LL
（ホワイト×オレンジ）
3,400p NO.3760

パナソニック
ヘアードライヤー
ナノケア
セット内容：本体、専用タッチペン1本、microSDHCメモリー
3,400p NO.4561

ベルメゾンお買い物券1,500円分
NO.8125

200p ➡ 900円分

300p

※ご同伴者さまのご旅行代金にもご利用いただけます。
※200ポイント単位でご利用いただけます。
※ポイントのご利用は旅行代金をお支払いのカードに限ります。
※ポイントをご利用の際は、
ご予約時にお申出ください。
※ポイント残高の確認後、
旅行代金の料金に充当させていただきます。
※残金決済後は、
ポイント利用をお申出いただいても、
ご利用いただけません。
※ポイントを旅行のキャンセル料金にはご利用いただけません。

ベルメゾンお買い物券は、ベルメゾンネットまたはベルメゾンカタログにてご利
用いただけます。

りそなカード セゾン

検索

バルミューダ
ザ・トースター（ブラック）
4,000p NO.8897
サイズ：W357×D321×H209mm 重量：約4.3kg 付属品：5cc
カップ、取扱説明書、
ガイドブック カラー：ブラック 型番：K01E-KG

バルミューダ
ザ・トースター（ホワイト）
4,000p NO.9895

パナソニック
沸騰浄水
コーヒーメーカー
4,100p NO.4559

シャープ
プラズマクラスター
スカルプエステ
ドライヤー
4,300p NO.4556

サイズ：幅84×奥行243×高さ209mm 重量：約595g 消費電
力：1200W（ホット／ターボ運転時）付属品：かっさアタッチメン
サイズ：W357×D321×H209mm 重量：約4.3kg 付属品：5cc サイズ：22.0×24.5×34.5cm 重量：約3.0kg 容量：5カップ ト、
セット用ノズル、
スピードノズル、ユニット清掃ブラシ 型番：
カップ、取扱説明書、
ガイドブック カラー：ホワイト 型番：K01E-WS （670ml）型番：NC-A57-K
IB-JX9K-B

※アイテムのポイント数、仕様、
デザイン、品揃えは、交換期間内に予告なく変更・終了となる場合がございますので、
あらかじめご了承ください。

100p

NO.5016

バーミキュラ ライスポット
NO.4402

15,400p

サイズ：約W311×D296×H208mm
（取手含む）
重量：約6.9kg 炊飯容量：5合 型番：RP23A-SV

盲導犬の育成を応援しよう！

200p

NO.5002

※お買い物券は、
ポイント交換後1ヵ月程度でご自宅宛に郵送いたします。
※お買い物券の有効期限は、交換申請から約1年間となります。

から
イメージ

プリンスチケット2,000円分
400p NO.9001

SEIYUショッピングカード 2,000円分
500p NO.9271

有効期限：なし 全国のプリンスホテルなどでご利用いただけます。
（1,000円券×
2枚）

全国の西友・リヴィン・サニー各店でご利用いただけます
（2,000円カード×1枚）
。
おサイフがわりに便利にお買物にお使いいただけます。複数口お申込みの場
合は、
500ポイントごとに2,000円ずつ加算したカードをご用意します。

イメージ

世界のこどもたちの教育を支援しよう！

途上国の子どもたちに学校給食を届けよう！

200p

200p

NO.5003

NO.5015

※500円以上10万円まで繰り返し入金ができ、継続してお使いいただけます。
※SEIYUショッピングカードには有効期限がございますので、
ご注意ください。
※一部お使いいただけない売場や商品がございます。

イメージ

TOHOシネマズ 映画鑑賞引換券2枚
NO.9093

600p

ベルメゾンお買い物券3,000円分
NO.8114

600p

ベルメゾンお買い物券は、ベルメゾンネットまたはベルメゾンカタログにてご利
用いただけます。

●全国のTOHOシネマズにてご利用いただける
「映画鑑賞引換券」2枚セット
です。

※お買い物券は、
ポイント交換後1ヵ月程度でご自宅宛に郵送いたします。
※お買い物券の有効期限は、交換申請から約1年間となります。

※映画鑑賞引換券には有効期限
（原則発行月含む6ヵ月）
がございますので、
ご注意ください。
※ご利用可能な全国のTOHOシネマズはwww.tohotheater.jpにてご確認ください。

ナイストリップ（JTB旅行券）5,000円分
1,000p NO.9032

出光キャッシュプリカ5,000円分
1,000p NO.9075

サイズ：約W460×D430×H410mm 重量：約3.1kg 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
カード
（4GB）1個、ARカード6枚 サイズ：W159×D86.4×H20.8mm
リエステル92％、
ポリウレタン8％、
【フレームライン】塩化ビニール
（セットノズル含まず） 樹脂 耐荷重：約120kg カラー：
サイズ：高さ6.0×幅14.1×奥行10.4cm 重量：約190gアダプタ （折りたたみ時） 重量：約260g
（タッチペン、microSDカードを含む） サイズ：22.8×21.4×9.2cm 重量：約575g
ブラウン 型番：BS-PR2004F-B
約120g 型番：EH-SW57-P
ニンテンドー2DSのロゴ・ニンテンドー2DS LLは任天堂の商標です。 消費電力：1200W 型番：EH-NA9A-W
※健康状態によってご使用いただけない場合がございます。
人気商品 ※お届けまでに２カ月程度かかる可能性がございます

赤城自然園を通じ自然環境保全活動に
取り組もう！

バルミューダ
ザ・レンジ（ブラック）
7,400p NO.4064

「Travel」▶「tabiデスク セゾン」

サイズ：約Ｗ650×Ｄ650×Ｈ430ｍｍ 重量：約6ｋｇ
カラー：ダークブラウン 素材：本体・中袋/ポリエステ
ル100% 詰め物/微粒子ビーズ
（径0.5ｍｍ）
、
カバー・
側生地/ストレッチ素材部分
（ナイロン74%、
ポリウ
レタン26%）
、帆布部分
（綿100%）
※本体は洗濯できません。
カバーは手洗い可。
※ソファ本体とカバーのセットです。

MTG
Style PREMIUM
3,400p NO.9410

iRobot
ロボット掃除機
ルンバ643
7,300p NO.4563

絶滅危惧種の動物を保護しよう！

200p

200p

NO.5013

イメージ

マークのある出光サービスステーションで給油や洗車
有効期限：なし 全国約1,500のJTB各支店、
JTBトラベランド店、
JTB指定の 全国の「Cash Preca」
（入金含む）
いただけるプリペイドカードです。追加入金することで繰
旅行店で１枚の切符から海外旅行まで、
オールマイティにご利用いただけます。 等にご利用
り返しご利用いただくことができます。
ご利用いただける出光サービスステーショ
（1,000円券×5枚）
※海外ではご利用いただけません。
ンは、
出光興産ホームページにて検索が可能です。
※JR回数券など一部ご利用いただけない商品がございます。

イメージ

地球のためにできることを応援しよう！

NO.5017

イメージ

私たちの海を、サンゴを守りましょう！

失明からアジアの人々を救おう！

200p

200p

NO.5018

NO.5266

※一部ご利用いただけない出光サービスステーションがございますので、
ご注意ください。
※カードには有効期限がございます。
カードの初回ご利用
（カード残高のご利用またはご入金）
までの有効期限はカード裏面左上に記載されています。初回ご利用以降の有効期限は、
最
終ご利用日から１年間となります。
※カードご利用の際には、
同封の
「出光キャッシュプリカご利用の手引き」
をお読みください。

イメージ

イメージ

