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※カード年会費、キャッシング等の手数料、ATM利用手数料はポイントの対象となりません。

下記いずれかの応募用紙に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、封書にて
交換手続きをしてください。
●「ご利用明細書」裏面の「りそなポイント36応募用紙」
●本誌の「りそなポイント36応募用紙」
※当社ホームページ「りそなポイント36アイテム」掲載ページからも、本誌面をダウン
ロードいただけます。 

※お電話（ショッピング充当サービスを除く）・インターネットでの交換は承っており
ません。
※応募用紙はコピーしてもご利用いただけます。

りそなゴールド《セゾン》ビジネス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

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。

保有月から3年間（36ヵ月） 
例えば 2022年4月保有分30ポイント → 2025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。

例えば 29,883円
ご利用分

5,000円
ご利用分

2,200円
ご利用分

13,300円
ご利用分

50,383円
ご利用分

50ポイント
獲得

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

＋ ＋ ＋ ＝ ▶

のご案内
■ポイントのため方

■ポイントの交換方法

■ポイントの計算方法

■ポイントの有効期間

●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。
●本カタログは、2022年9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ヵ月以内に上記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）。

■アイテム交換についての注意事項

■ポイント確認方法

応募用紙での交換

●りそなゴールド《セゾン》ビジネスインフォメーションセンター
お電話での交換（ショッピング充当サービスのみ）
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※アイテム番号とアイテム名が一致しない場合は、アイテム番号を優先させていただきます。
　あらかじめご了承ください。

法　人　名

カード番号

お 届 け 先 ご登録の郵便物送付先となります。
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前年度繰越ポイントから優先的に減算いたします。
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※りそなゴールド《セゾン》ビジネス会員さま専用の応募用紙となります。
※黒ボールペンか鉛筆で必要事項を漏れのないようご記入ください。

法人印
または
代表者印

りそなゴールド《セゾン》ビジネスインフォメーションセンター

A0120-130-356
（9：00～18：00 1/1休み）
※インターネットでのポイント確認等は承っておりません。

A0120-130-356（9：00～18：00 1/1休み）
※ショッピング充当サービスは、応募用紙でのお申込みは承っておりません。

りそなカードセゾン ポイントカタログ 検索

ポイント有効期間：ポイント獲得月から3年間

RESONA GOLD SAISON
BUSINESS

RESONA
POINT36
I T E M  C A T A L O G

もらった人が選べる、スイーツチョイスギフト。全国から集めた選りすぐ
りのスイーツたちはどれも自慢のおいしさ。パティシエ見習いの魔女と、
相棒のネコが繰り広げる、楽しい物語も魅力の甘いカタログです。
36ページ・約35アイテム掲載

NO.8164500p
すいーともぐもぐ「オ・レ」

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56０点　雑貨：約43０点・グルメ：約13０点

NO.8165700p
カタログギフト「ウェイン」

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１4０点

NO.8166900p
47CLUB RING BELL「森」

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。それが「九州七つ星ギフト」です。
掲載点数：約90点

NO.81701,000p
九州七つ星ギフト ひなたコース

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と
めました。
掲載点数：約110点

NO.81681,100p
北海道七つ星ギフト カムイコース

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

NO.81691,100p
選べる国産和牛「健勝」

本カタログは、2022年9月時点の情報をもとに作成しております。



■交換例
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。

※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。

60,000円
4月4日お引落し予定金額

（例） 51,000円
4月4日お引落し金額

9,000円分
2,000ポイントを充当した場合

1月 2月

1月14日～2月13日

3月 4月

受付期間

2月14日～3月13日

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

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

りそなポイント36 ショッピング充当サービス電話交換限定

200P ▶ 900円分
■注意事項
※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。
※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。
※本アイテムのみ、お電話でのお申込みとなります。応募用紙ではお申込みいただくことはできません。

受付期間

￥

■交換方法
りそなゴールド《セゾン》ビジネスインフォメーションセンター

A0120-130-356（9：00～18：00 1/1休み）

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。

NO.4695600p
サイズ：約W125×H142mm 重量：約270g（本体＋内蓋＋刃
パーツ） 満水容量：約900ml 付属品：飛び散り防止用内蓋、
ウィスク（混ぜ器）、保存用蓋

ぶんぶんチョッパー 
スーパーデラックス ウィスク付き

NO.4482700p
サイズ：全長約300mm、刃渡り約170mm 重量：約160g 
品番：50CAFK 生産国：日本（原材料：中国）

濃州孫六作
オールステンレス三徳包丁

NO.5420700p
サイズ：親骨の長さ500mm/全長230mm　重量：約185g　
型番：BDE037-NV

ブルーノ
折り畳みアンブレラ

NO.4564800p
内容量：5kg

秋田県産
あきたこまち 5kg

NO.5581800p
セット内容：パイナップル180ml×2、りんご・みかん・グレープ
フルーツ・ぶどう各180ml×1

銀座千疋屋
ストレートジュース

NO.3639900p
サイズ：トライタン製ボトルセット時/約W100×D105×H280mm、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）

レコルト
ソロブレンダー ソラン

NO.5065900p
セット内容：イチゴ・オレンジ・マスカット各3 加工地：日本 アレル
ギー：小麦・卵・乳

銀座千疋屋
銀座ミルフィーユアイス

NO.5413900p
重量：約708g セット内容：避難用トートリュックバッグ、9光ライト、軍手、防災ハンドブック、絆
創膏（大小×各2）、使い捨てカイロ、ホイッスル、ポケットティッシュ、防寒レインコート、緊急携
帯用トイレ（大小兼用）1P、ウイルス対策セット（マスクポケット付き収納ポーチ、マスク×3、ア
ルコール除菌ジェル×3、ウェットティッシュ（10枚入）　備考：単四乾電池3本使用（別売）　

ウイルス対策・トートリュック避難セット

NO.5448900p
セット内容：コンコードグレープ100・アップル100・オレンジ
100・パインアップルブレンド100・マンゴーブレンド100各
160g×4缶、ホワイトグレープ＆レモン100　160g×8缶

アサヒ飲料
「Welch’s」ギフト

NO.40551,000p
内容量：350ml×24缶 ※法律で飲酒が禁止されている20歳
未満の方のお申込みはご遠慮ください。

サントリー
金麦

NO.42221,000p
セット内容：バスタオル（約600×1,200mm）、フェイスタオル
（約340×800mm）×2、ハンドタオル（約340×350mm） 素材：
綿100％ 型番：TMS5007605、認定番号：第2011-424号

今治パールロマン
タオルセット

NO.45651,000p
内容量：5㎏

雪蔵仕込み
魚沼産こしひかり 5kg

NO.50641,000p
セット内容：105g×6 賞味期間：常温で55日間 加工地：日本

銀座千疋屋
銀座まるごとみかんぜりぃ

NO.50471,100p
表示項目：体重、体脂肪率、筋肉量、内臓脂肪レベル、基礎代謝
量、体内年齢、BMI サイズ：約W260×D216×H33mm 重量：
約880g（乾電池含む） カラー：ブラウン 型番：BC-759

タニタ
体組成計（BC-759）

NO.50661,100p
セット内容：とちおとめ・マスカット・ピーチ・ブルーベリーチーズ・
カスタードバニラ各90ml×2 加工地：日本 アレルギー：卵・乳

銀座千疋屋
銀座プレミアムアイス

NO.54781,100p
サイズ：約W40×D51×H150mm 重量：約51g（電池含む重
量：74g） 型番：TO-401NWT

ドリテック
非接触体温計

NO.50631,200p
セット内容：蒲焼60g×3、蒲焼たれ・山椒付 賞味期間：要冷凍
で55日間 加工地：日本（うなぎ／愛知県産） アレルギー：小麦

うなぎ割烹「一愼」
特製蒲焼

NO.51681,200p
内容：博多華味鳥華味鳥カレー（200g）×3、博多華味鳥手羽元カレー
（200g）×3、博多華味鳥粗挽きキーマカレー（160g）×3 サイズ：180×
400×93mm 重量：2.35kg 賞味期限：製造後730日 アレルギー：小麦・乳

博多華味鳥
カレーセット 9食入り

NO.40961,300p
セット内容：赤・白・泡白 各750ml×1 重量：約4kg ※法律で
飲酒が禁止されている20歳未満の方のお申込みはご遠慮
ください。

エノテカ
厳選ヨーロッパワイン 3本セット

NO.47781,300p
サイズ：W266×D34×H76mm（25mmパイプ装着時） 重量：313g
（25mmパイプ装着時） 付属品：径25mmパイプ/ストレート、19mmパ
イプ、32mmカーラー×2、クリップ×2、専用ポーチ 型番：VSW-2701/PJ

ヴィダルサスーン 
4WAYヘアアイロン

NO.40541,400p
内容量：350ml×24缶 ※法律で飲酒が禁止されている20歳
未満の方のお申込みはご遠慮ください。

アサヒ
スーパードライ

NO.51841,400p
サイズ：W63×D68×H365mm（ブレンダースティック使用時） 重量：570g
（本体+ブレンダースティック） 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（500ml）、
お手入れブラシ、同梱レシピ カラー：アイボリー  型番：BOE034

ブルーノ
マルチスティックブレンダー

NO.40511,500p
内容量：350ml×24缶 ※法律で飲酒が禁止されている20歳
未満の方のお申込みはご遠慮ください。

サントリー
ザ・プレミアム・モルツ

NO.41541,700p
サイズ：W312×D271×H224mm 重量：約2.8kg 付属品：
調理トレイ　カラー：ブラック　型番：KAK-G101K

タイガー
オーブントースター やきたて

NO.50621,800p
セット内容：サーロイン170g×2枚 賞味期間：要冷凍で55日
間 原産地：宮崎県

ミヤチク
宮崎牛サーロインステーキ 170g×2

NO.50611,900p
セット内容：モモ500g 賞味期間：要冷凍で85日間 原産地：
三重県

NO.30062,100p
サイズ：W375×D235×H140mm 重量：約2.3kg（平面プレート/
たこ焼きプレート使用時） 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 カラー：レッド 型番：BOE021-RD

ブルーノ
コンパクトホットプレート

NO.50522,100p
サイズ：約W50×D21×H165mm 重量：本体/約58g、ヘッド/
約36g 付属品：フェイスヘッド、ボディヘッド、充電台（ACアダ
プター）、ヘッド用共通キャップ 型番：MS-40P

ミーゼ
ダブルピーリング プレミアム

NO.45762,300p
サイズ：本体／W145×H45mm、フレームの長さ／
164.5mm、レンズサイズ／W136×H42.5mm 拡大倍率：
1.32倍 重量：22g 付属品：メガネクロス、専用ケース

ハズキルーペ
ハズキラージ クリアレンズ 1.32倍

NO.47772,300p
サイズ：W261×D246×H96mm　重量：2.0kg（プレート含む）　定格
消費電力：900W　機能：タイマー付き、プレート取り外し可　付属品：
ホットサンド用プレート一式、レシピリーフ　コード長：1.1m　カラー：
レッド　型番：BOE044

ブルーノ
ホットサンドメーカー ダブル

NO.51662,300p
サイズ：W155×D306×H323mm　重量：約3.4kg　
型番：SPM9639

ネスカフェ
ゴールドブレンド バリスタ フィフティ

NO.99052,300p
サイズ：W440×D255×H150mm 重量：約1.4kg（フタ含む） 
型番：RHF-302 ※IH対応

remy
レミパンプラス（レッド）

NO.47182,400p
サイズ：総外寸／535×370×225mm、内寸／465×350×215mm 重量：
約3.2kg（付属品除く） 素材：ABS+ポリカーボネート 容量：約33L（目安：1～
3泊用） 仕様：TSAナンバーロック 付属品：ダイヤル南京錠 型番：74-20311

アクタス
トップオープン
ジッパーハード
『トップス』S
ブラックカーボン

NO.55662,400p
サイズ：W232×D295×253mm　重量：3.6kg（パンケース含
む）　付属品：計量カップ、計量スプーン、パンケース、パン羽根、
羽根取り棒、ヨーグルト専用容器　型番：SB-1D151

siroca
おうちベーカリー

NO.30863,200p
セット内容：フライパン22cm/26cm、ソースパン18cm、ガラス
蓋18cm、シールリッド18cm、専用取っ手 型番：L38391

NO.51643,400p
サイズ：W70×D150×H150mm 重量：約680g（スタンド含
まず）　付属品：スタンド、専用カップ　型番：NI-FS580-A

パナソニック
衣類スチーマー

NO.54723,400p
サイズ：約W84×D136×H244mm　重量：約345g　
型番：RS-AK00A

MTG
ReFa FINE BUBBLE ONE

NO.49763,700p
サイズ：約W92×D61×H149mm 重量：約190g 材質：ABS、真鍮、アクリ
ル、シリコーンゴム、エラストマー、ステンレス、ナイロン、プラチナ 付属品：取
扱説明書、ガイドブック、ポーチ、クリーンクロス、ギャランティカード 型番：
PEC-L1706 ※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。

MTG
ReFa CARAT

NO.54224,000p
サイズ：W355×D310×H84mm　重量：2.2kg（単三アルカリ
乾電池1本含む）　型番：CB-AMO-80

Iwatani
カセットフー アモルフォプレミアム

NO.54244,000p
サイズ：W265×D282×H283mm　重量：4.4kg　カラー：
ブラック　型番：SP-4D171

siroca
電気圧力鍋

NO.87524,000p
サイズ：W171×D462×H243mm 重量：約3.9kg 付属品：本体
側カップリング、トリガーガン、5m高圧ホース、バリオスプレーラン
ス、洗浄剤タンク　電源：AC100V（50/60Hz）  型番：K2CP

ケルヒャー
高圧洗浄機 K2クラシックプラス

NO.36154,400p
サイズ：W290.4×D371.4×H149.6mm 重量：1.9kg（コード除く） 
カラー：ピュアホワイト 型番：VCEN-100

レイコップ
レイコップRN（ピュアホワイト）

NO.42335,000p
サイズ：約W173×H198mm 重量：90g 付属品：台紙、USBケーブ
ル、アブズフィット高電導ジェルシート、クリアケース、サポートベル
ト、保護カバー、取扱説明書、保証書 型番：SP-AF2212F-R

MTG
SIXPAD Abs Fit2

NO.54165,200p
サイズ：直径約W325×H72mm　重量：約2.6kg　付属品：境界線テープ
約2m×2、粘着テープ×4、専用リモコン（単四乾電池を2本同梱）、充電ステー
ション、ACアダプター、清掃ツール、交換用高性能フィルター、サイドブラシ
×4、ケーブル留め×5、取扱説明書　カラー：ブラック　型番：T2118511

Anker
床拭きロボット
ロボット掃除機　Eufy RoboVac 30C

NO.54497,600p
サイズ（本体）：約W246×D81×H232mm（電源コード、セット用ノズ
ル含まず）　重量（本体）：約740g（電源コード含む、セット用ノズル含
まず） 付属品：セット用ノズル、取扱説明書、保証書、ギャランティカード  
型番：RE-AJ02A

MTG
ReFa
BEAUTECH DRYER PRO（ホワイト）

NO.38728,100p
サイズ：W468×D384×H338mm 重量：約16kg カラー：
ブラック系　型番：RE-W232J-B

シャープ
過熱水蒸気オーブンレンジ

NO.51059,000p
サイズ：W270×D270×H700mm　重量：約9.5kg（水なし）  
カラー：ホワイト　型番：MCK50Y-W

ダイキン
加湿ストリーマ空気清浄機

NO.555412,000p
サイズ：スティック時/W209×D227×H982mm 重量：
本体/850g（バッテリー、パイプ、吸込口含む：1.2kg）
型番：EC-AR7-P

シャープ
コードレススティック掃除機 ラクティブエア

NO.8253200p
※消費税込総額より、500円単位で割引きとなります。※ガスト・バー
ミヤン・ジョナサン・しゃぶ葉など全国のすかいらーくグループ各店（一
部除く）でご利用いただけます。※カードには有効期限がございます。

すかいらーく
ご優待券 1,000円分

NO.8125300p
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。※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6ヵ月となります。

ベルメゾン
お買い物券 1,500円分

NO.8526400p
※全国のモスバーガー・マザーリーフのお店（一部店舗を除く）で
使えるチャージ式プリペイドカードです。※有効期限は3年間で
す。※お手元に届きましたら、有効期限を必ずご確認ください。

モスカード 
2,000円分

NO.9122500p
UCギフトカードは百貨店、スーパー、ショッピングセンター、
ホテルなど全国のUCギフトカード取扱店でご利用いただける
共通商品券です。（1,000円券×2枚）

UCギフトカード　
2,000円分

NO.8114600p
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。※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6ヵ月となります。

ベルメゾン
お買い物券 3,000円分

NO.90751,000p
全国の「Cash Preca」マークのある出光系列サービスステーションで給油
や洗車にご利用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り
返しご利用いただけます。※カードには有効期限がございます。※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。

apollostation
キャッシュプリカ 5,000円分

NO.90321,200p
全国のJTBグループ店舗で一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。（1,000円券×5枚） ※有効期限はござい
ません。※海外ではご利用いただけません。※一部ご利用いただけない
商品がございます。

※お申込みいただいたポイント相当額を園内整備、施設拡充などに活
用させていただきます。※300ポイント以上お申込みいただいた方へ
は、300ポイントごとに「赤城自然園入園券」（大人1枚）を後日お送り
いたします。

JTB旅行券 ナイストリップ
5,000円分

NO.5016100p
赤城自然園を通じ自然環境保全活動に取り組もう！

松阪牛
すきやき用 500g

ティファール
インジニオ・ネオ IHルージュ・アンリミテッド セット6

イメージ

※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。


