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選べる
コース

運用中のポイントはお好きなときに1ポイント単位で取り出して使うことができます。

運用口座にチャージしたポイントで買付
1ポイント
単位でOK

運用口座

お持ちの永久不滅ポイントを運用口座に
チャージ（100ポイント以上、100ポイント単位）

チャージ

取り出し

買付

売却

0 3※ポイント数は、マネックス・セゾン・バンガード投資顧問（株）が運用する投資信託および、TOPIX・VOOの価格に合わせて増えたり減ったりします。 ※一部、ご利用いただけないカードがございます。※掲載情報は2018年11月1日現在のものとなります。最新の情報は上記ホームページにてご確認ください。

※セゾンカードホームページ右上の検索窓に「ポイント運用サービス」と入力のうえ、検索してください。

ポイント運用サービスセゾンカード ▶お申し込み・詳しくは
※UCカードホームページ右上の検索窓に「ポイント運用サービス」と入力のうえ、検索してください。

ポイント運用サービスUCカード ▶

５つのコースからお選 びいただけます。

★「つみたて機能＊」がご利用いただけます。 ＊事前に設定したコース・ポイント数を、毎月25日に自動的に運用していく機能です。

おさらいしよう！  「貯める」「使う」「交換する」永久不滅ポイントについて詳しくは、44～46ページヘ

0 2

今すぐ交換する予定のないポイントは

ゆっくり運用してコツコツ増やしませんか？
＊1ポイント＝5円で
　計算した場合。

｜ご

利用
人数　万人｜

運用金額

突破！
11億円＊

33

ご利用はカンタン!  2ステップ

下記ホームページにて

NetアンサーまたはアットユーネットのIDでログイン

STEP 1
実際に運用する

コースとポイント数を決める

※初回のみ規約への同意が必要です。

STEP 2

東証一部に上場する株価指数に連動する

コース

TOPIX（日本株）コース VOO（アメリカ株）コース

米国市場の主要500銘柄（大型株）の株価

指数に連動するコース

アクティブコース

外国株式・外国債券を中心に積極的にプラス

を狙うコース

バランスコース

国内債券を中心に安定的な運用を目指す

コース

ポイントを実在する企業の株価と連動させ

ることで投資体験ができるコース。1株分の

価値になったら実際の株式に交換すること

もできます。運用できるのは、まずは３銘柄！

（カルビー・日清食品・ホンダ）

株式コース

永久不滅ポイントを運用（投資を擬似体験）できる「ポイント運用サービス」。運用する永久不滅ポイントは、日々増減します。

特許取得済 特許第6357521号
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認定番号：

第 2011- 424 号

日頃のご愛顧に

永久不滅の感謝を込めて。

今治パールロマン

タオルセット

600 POINT

サイズ（バスタオル）：600×1,200mm× 
1枚、（フェイスタオル）：340×800mm× 
2枚、（ハンドタオル）：340×350mm×1
枚、材質：綿100％／型番：TMS5007
605

SAISON _ NO.4222
UC _ NO.769

今治パールロマンタオルセット

アメリカのパールロマン糸を使ったコシが
強く耐久性と吸水性に優れた今治タオル。
抜群の使い心地のよさが特徴のタオル
です。

0 4 0 5
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日々の大切なできごとを

より豊かに。

ロゼ ヴィンテージ ヴィンテージ

ロゼ ヴィンテージ

6,700 POINT

SAISON _ NO.9747  UC _ NO.106
サイズ（1本箱）：W133×D133×H335 
mm／重量：2.3kg／内容量：750ml
※ギフトボックス入

ヴィンテージ

3,600 POINT

SAISON _ NO.9746  UC _ NO.101
サイズ（1本箱）：W132×D132×H335 
mm／重量：2.3kg／内容量：750ml
※ギフトボックス入

※未成年者の飲酒は法律で禁止されております。
　未成年者のお申し込みはご遠慮ください。

作柄のすばらしい年に収穫された最高品質の
ぶどうのみを使用し、絶妙なバランスで造られ
る、複雑で芸術的な味わいが特徴のヴィンテー
ジシャンパン、ドン ペリニヨン。歳月をかけて熟
成された、プレミアムな1杯はまさに格別。

特別な日の乾杯はシャンパンで。日本にも

伝わるそんな風潮は、初代フランス国王

の戴冠式がシャンパーニュ地方で行われ

た際、そこでシャンパーニュのワインが振

舞われたことがはじまりなのだとか。

国を越え、世界中から愛されるようになっ

たシャンパン。その王様と謳われる“ドン 

ペリニヨン”は、オーヴィレール大修道院

でシャンパン造りに励み、その発展に一生

を捧げたドン・ピエール・ペリニヨンの名

が与えられたヴィンテージシャンパン。細

やかに管理された、極上のシャンパンだ

からこそ、すべての人の悦びに、やさしく

溶け合い、混ざり合う。

0 6 0 7
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「熊野化粧筆 筆の心

6点セット（ブラシ専用ケース付）」

ゼニス

サイズ：ブラシケース 約W100×D190×H30mm／材質：フェ
イス・チーク 白尖峰、アイシャドウ 松リス・オーロンピー、シャドウ
ライナー・リップ ウィーゼル、ブラシ＆コーム 馬毛（たてがみ）／
日本製（ブラシケースのみ中国製）／型番：KFi-R156

フェイスブラシ、チークブラシ、アイシャドウブラシ、シャドウライ
ナーブラシ、リップブラシ、ブラシ＆コーム6点を収納できる専用
ケース付き。

1,700 POINT

SAISON _ NO.9753
UC _ NO.168

「熊野化粧筆 筆の心 3点セット」

ゼニス

サイズ：フェイス 約H142mm、チーク 約H130mm、リップ 約
H114mm（使用時）／材質：フェイス・チーク 白尖峰、リップ 
ウィーゼル／日本製／型番：KFi-80R

穂先をカットしない熊野の化粧筆は、穂先がやわらかくやさしい
ので、肌触りが違います。メイクのノリや持ちも断然違う「本
物」の逸品をお試しください。

900 POINT

SAISON _ NO.9754
UC _ NO.175

B e a u t y  &  H e a l t h

毎日のお手入れで、

昨日よりもっと、キレイになる。

0 8 0 9
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「ReFa S CARAT」

MTG

2,100 POINT

SAISON _ NO.7587
UC _ NO.728

サイズ：W45×D32×H142mm／重量：約28g／材質：
ABS、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、ギャランティーカード／型番：
RF-SC1855B
※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。

指先でやさしくつまみ流すポイントニーディングの動きで、目
元、口元などをやさしく集中的にケア。ソーラーパネルから光
を取り込み、微弱電流「マイクロカレント」を発生。コンパクト
設計で、ダイヤカットを施した特殊形状ローラーが複数の加
圧スポットを生み出し、肌をやさしく引き締めます。

「ReFa CARAT」

MTG

サイズ：約W92×D61×H149mm／重量：約190g／材質：
ABS、真鍮、アクリル、シリコンゴム、エラストマー、ステンレス、
ナイロン、プラチナ／付属品：ガイドブック、ポーチ、クリーンクロ
ス、ギャランティーカード／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。

深く、つまみ流すニーディングの動きが、素肌を美しく引き締め
る。エステのニーディングから発想したダブルのドレナージュ
ローラーが、肌を力強くつまみ上げながら、やさしく流していく
シャープな動きを可能に。バスタイムなど、肌がリラックスした
時にフェイスやボディなど全身を引き締めてくれます。

3,300 POINT

SAISON _ NO.4976
UC _ NO.295

「Body Make Seat Style」

MTG

サイズ：約W420×D390×H330mm／重量：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、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。

人間の身体を徹底的に研究して生まれた“Style”の形状。腰の
サポート部分は整体師の手の動きを再現。

1,200 POINT

SAISON _ NO.9408
UC _ NO.522

「Style PREMIUM」

MTG

サイズ：約W460×D430×H410mm／重量：約3.1kg／
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 【張り材】ポリエステル92％、ポリウレタン8％ 【フレーム
ライン】塩化ビニル樹脂／耐荷重：約120kg／カラー：ブラ
ウン／型番：BS-PR2004F-B
※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。

座り心地を追求した構造で、腰をやさしく包み込み正しい姿
勢へと導くStyle PREMIUM。正しい姿勢を覚えることで身
体にかかる負担を軽減します。

3,400 POINT

SAISON _ NO.9410
UC _ NO.538

1 0 1 1
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「ヘアードライヤー ナノケア」

パナソニック

サイズ：W214×D92×H228mm／重量：約575g（セット
ノズル含まず）／型番：EH-NA9A-W

ミネラルマイナスイオン発生。進化した「ナノイー」＆ダブルミネ
ラルで、髪ケア効果実感アップ。UVケア効果が進化。紫外線
や摩擦ダメージに強い髪へ。 地肌から毛先、肌まで健やか
に、美しくケアできる5つのモードを搭載。

3,400 POINT

SAISON _ NO.4561
UC _ NO.733

「ラムダッシュ」

パナソニック

サイズ：W65×D50×H155mm／重量：約145g（シェー
バーホルダー除く）／付属品：シェーバーホルダー、専用オイ
ル、掃除用ブラシ／カラー：K（黒）／型番：ES-ST2P-K

持ちやすさを追求。泡スルーヘッドを搭載。お風呂シェービング
で肌にやさしく深剃り。

1,900 POINT

SAISON _ NO.3448
UC _ NO.383

「プラズマクラスター

スカルプエステドライヤー」

シャープ

サイズ：W84×D243×H209mm／重量：約595g／付属
品：かっさアタッチメント、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：IB-JX9K-B

髪を乾かしながら、頭皮のケアもできる新しいドライヤー。ヘア
ドライ後、本体にかっさアタッチメントを取り付ければ、かっさで
髪をかき分けながら頭皮にしっかりイオンを届け、 気持ちよく
頭皮をマッサージします。温風と冷風を交互に出して乾かす
「ビューティモード」を搭載。

4,300 POINT

SAISON _ NO.4556
UC _ NO.476

「SIXPAD Abs Fit2」

サイズ：約173×198mm／重量：90g／型番：SP-
AF2212F-R

1日1回23分の自動筋肉トレーニング。IoTスマホ連動でも
っと便利に。服の上から目立たないので、いつでもどこでも
トレーニングが行えます。

4,000 POINT

SAISON _ NO.4233
UC _ NO.928

MTG

アイアン／フューシャ ホワイト／シルバー

「Dyson Supersonic™

ヘアードライヤー」

ダイソン

ホワイト／シルバー

SAISON _ NO.3651
UC _ NO.442

SAISON _ NO.3652
UC _ NO.567

アイアン／フューシャ

8,000 POINT

サイズ：W78×D97×H245mm／重量：630g／型番：
HD01 ULF I IF（アイアン／フューシャ）、HD01 ULF 
WSN（ホワイト／シルバー）

ダイソンのインテリジェント・ヒートコントロール機能は、徹底
した温度制御により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。

1 2 1 3
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「目もとエステ」

パナソニック

サイズ：約W141×D104×H60mm／重量：約190g／カ
ラー：ピンク調／型番：EH-SW55-P
※デザイン・スペック等は変更になる場合がございます。

うるおいスチーム＆温感ヒーターで、ハリ感とうるおいのある明
るい目もとに。

3,200 POINT

SAISON _ NO.3020
UC _ NO.429

「体組成計」

タニタ

800 POINT

SAISON _ NO.9485
UC _ NO.939

サイズ：約W259×D215×H33mm／重量：
約1kg（電池含む）／カラー：ホワイト／型番：
BC-760-WH

軽量コンパクトな小型の体組成計。「マイサポ
機能」で毎日の測定継続をサポート。前回値と
の比較を矢印で表示。立てかけ収納可能。乗る
だけで電源ON「乗るピタ機能」付き。

「アクセススチーム プラス」

ティファール

サイズ：約W130×D141×H283mm／重量：約1.2kg／付
属品：ドアフック、アタッチメントブラシ、ヘッドカバー／容量：
185ml／型番：DT8100J0

パワフル連続スチームで、どの衣類スチーマーよりも早く、キレイ
にシワをのばします。連続使用時間は約１８分（ワイシャツなら
約９枚分）。

1,800 POINT

SAISON _ NO.4223
UC _ NO.772

「衣類スチーマー」

パナソニック

サイズ：約W70×D150×H150mm／重量：約700g／カラー：ピンクゴールド調
／型番：NI-FS530-PN

ハンガーにかけたまま、サッとシワとり、においとり。ヒーター能力UP＋新制御方
式で安定感のあるスチームが続きます。立ち上がり約24秒で忙しい朝にも。

2,000 POINT

SAISON _ NO.3432
UC _ NO.121

「コードレス スチームアイロン」

パナソニック

サイズ：約W110×D226×H130mm（アイロン本体）／重量：約1kg（本体
のみ）／カラー：ピンク／型番：NI-WL404-P

新Wヘッドベース採用。面積は大きく、先端は細く。電源コードを後ろに配して
使い勝手を考慮した安心設計。

1,300 POINT

SAISON _ NO.3849
UC _ NO.516

1 4 1 5
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「生涯を添い遂げるグラス

タンブラー240うす吹き

ペアセット フロスト」

WIRED BEANS

1,400 POINT

サイズ：各φ90×H126mm／重量：各80g／満水容量：各約
360ml／型番：53000
※国産杉箱入

職人手作りだから出来る極限の薄さのグラスは、口当たりが
よく、ビール・アイスコーヒー・お水など、幅広い用途でご利用
いただけます。
※手作りのため、重量や容量に多少の差がございます。

SAISON _ NO.9749
UC _ NO.129

「生涯を添い遂げるグラス

ビア トランスペアレント（透明）」

WIRED BEANS

1,100 POINT

サイズ：φ75×H200mm／重量：350g／満水容量：約
430ml／型番：20000
※国産杉箱入

ちょっと特別な気分でビールを飲むならこのグラス。シャープ
で滑らかなデザインに仕上がっています。迫力のサイズで、
普段より味わい深くビールを楽しめます。
※手作りのため、重量や容量に多少の差がございます。

SAISON _ NO.9748
UC _ NO.107

ていねいな暮らし。

はじめるのは、今。

K i t c h e n

1 6 1 7
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「バルミューダ ザ・トースター」

バルミューダ

ホワイト

SAISON _ NO.8897
UC _ NO.307

SAISON _ NO.9895
UC _ NO.440

ブラック

4,000 POINT

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／型
番：K01E-KG（ブラック）、K01E-WS（ホワイト）
※お届けまで2ヵ月程度かかる場合がございます。

バルミューダ ザ・トースターは、最高の香りと食感を実現
する究極のトースター。スチームと完璧な温度制御に
よって、誰でも簡単においしいトーストを作れます。

「バルミューダ ザ・ゴハン」

バルミューダ

ホワイト

SAISON _ NO.3641
UC _ NO.006

SAISON _ NO.3640
UC _ NO.680

ブラック

7,200 POINT

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（ブラック）、K03A-WH（ホワイト）
※お届けまで2ヵ月程度かかる場合がございます。

エネルギーの使い方から見直した、まったく新しい蒸気
炊飯器。米粒が壊れにくく、香りとうまみを米の中に閉じ
込めます。

「電気圧力鍋」

siroca

ホワイト

SAISON _ NO.3818
UC _ NO.553

SAISON _ NO.4414
UC _ NO.375

レッド

2,500 POINT

サイズ：W220×D238×H249mm／重量：約2.7kg／容量：調
理容量：1.3L／呼び容量：2L／コード長さ：約1.2m／型番：
SP-D131

材料を入れてボタンを押すだけ。かんたん時短＆ほったらかしで、電
気圧力鍋なら失敗なく、おいしい料理がパッと作れます。スロークッカ
ー機能付きで、再加熱としても使用できます。圧力調理、無水調理、
蒸し調理、炊飯、スロークッカー、温め直しができる、1台6役です。

ホワイト

ブラック

ブラック

ホワイト

「ネスカフェ ジェニオ2 プレミアム」

ネスカフェ

サイズ：W165×D257×H296mm／重量：2.7kg／カラー：ワイン
レッド／型番：MD9771-WR

ドルチェグストはカプセル式本格カフェシステム。今までのドリップ式コ
ーヒーメーカーとは一味違い、豊かな泡立ちのミルクや、淹れたての
本格的なコーヒーの味と香りがいつでも簡単に作れるから、アッとい
う間におうちがカフェに早変わり。

2,200 POINT

SAISON _ NO.3443
UC _ NO.342

「ネスカフェ ゴールドブレンド

バリスタ 50［Fifty］」

ネスカフェ

サイズ：約W155×D306×H323mm／重量：約3.4ｋｇ／カラー：
ピュアホワイト／型番：SPM9634

人気のバリスタに新モデル登場。従来の「バリスタ」機能はそのまま
にカプチーノレシピ改良でよりコーヒー感UP。

1,500 POINT

SAISON _ NO.3850
UC _ NO.528

ホワイトレッド

1 8 1 9
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「プレスサンドメーカー キルト」

レコルト

サイズ：W130×D230×H95mm（本体）、W120×
D130mm（プレートサイズ）／重量：約1㎏／カラー：レッド
／型番：RPS-1

耳つき食パンがキルト模様に焼ける、見た目も可愛いホッ
トサンドメーカーです。熱伝導のよい深めの固定式プレー
トなので、短時間でおいしく焼きあがります。イングリッシュ
マフィンやバゲット、また野菜グリルなどもできます。

600 POINT

SAISON _ NO.9392
UC _ NO.425

「ホームベーカリー SHB-712

+パンミックス」

siroca

サイズ：W260×D360×H310mm／重量:4.15kg／
コード長：1.4m／セット内容：パンケース、パン羽根、米
粉専用パン羽根、計量カップ、計量スプーン、羽根取り
棒、ヨーグルト専用容器、ジャムふた、ミトン、オリジナル
レシピ
※パンミックス賞味期限：製造後10ヵ月。

29メニュー搭載！ 温度管理の難しいチーズも手軽に作
れるホームベーカリー。通常の食パンコースはもちろん、新
たに天然酵母で作る天然酵母パンやライ麦パンコースを
搭載。フレッシュバター、ヨーグルト、ジャム、ケーキ、おもち
やうどん・そば・パスタ生地も作れるマルチホームベーカ
リーです。

2,300 POINT

SAISON _ NO.9292
UC _ NO.681

「オーブントースター〈やきたて〉」

タイガー

800 POINT

SAISON _ NO.4154
UC _ NO.458

サイズ：W312×H224×D271mm／重量：約2.8kg／付属
品：調理トレイ／カラー：ホワイト／型番：KAK-A100W

簡単操作、やさしい使い勝手のコンパクトデザインタイプのトー
スター。メニューに合わせて火力が選べる火力5段階切替。

「ノンフライオーブン SCO-401」

siroca

サイズ：W398×D346×H235mm／重量：約4.2kg／付
属品：焼き網、トレー、取っ手、レシピ本／型番：SCO-401

油を使わず揚げ物やオーブン料理がこれ1台でできる。唐揚
げ、海老フライ、トンカツなどの揚げ物調理や、魚、ハンバーグ、
肉などのオーブン調理、トーストも一度に4枚焼けます。油を使
わないから後片付け簡単、ヘルシー。庫内広々で、冷凍食品
やお惣菜の温め直しにもグッド。お料理が劇的に変わります。

1,400 POINT

SAISON _ NO.9630
UC _ NO.891

「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」

デロンギ

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：EOI407J-CP

洗練されたスクエアクルデザイン、ディスティンタコレクション。
コンパクトながら本格オーブンで、トーストから本格オーブン料
理まで幅広く活躍します。

2,100 POINT

SAISON _ NO.3854
UC _ NO.546

2 0 2 1
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「アプレシア

エージー・プラス コントロール 0.8L」

ティファール

1,600 POINT

SAISON _ NO.3438
UC _ NO.299

サイズ：W210×D160×H200mm／重量：982g（電源
プレート含む）／容量：0.8L／カラー：パールホワイト／型
番：KO6201JP

7段階の温度設定でおいしさを引き出します。保温もできる
温度コントロール機能を搭載した電気ケトル。

「アプレシア

エージー・プラス ロック 0.8L」

ティファール

1,000 POINT

SAISON _ NO.3439
UC _ NO.310

サイズ：W219×D185×H153mm／重量：944g（電源
プレート含む）／容量：0.8L／カラー：パールホワイト／型
番：KO4301JP

もしもの時のために「転倒お湯漏れロック」タイプ。いつで
も清潔「Ag⊕（銀イオン）」の抗菌力。水垢が付着しにくい
ウルトラポリッシュ底面。

「IH炊飯ジャー」

象印

サイズ：約W255×D375×H205mm／重量：約4kg／炊
飯容量：0.5～5.5合／型番：NP-VJ10-TA

火力の調整により、「かため」「ふつう」「やわらかめ」に食感を
3通りに炊き分け。強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱
沸とうIH」。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」。

3,400 POINT

SAISON _ NO.3624
UC _ NO.584

「マルチクイック ハンドブレンダー」

ブラウン

サイズ：W70×D70×H400mm（ブレンダー装着時）／重
量：890g（ブレンダー装着時）／付属品：専用計量カップ、
専用スパチュラ／型番：MQ735

大きいボタンの握り具合によってスピードが変化し、食材に合
わせてスピードを自由に変えられます。従来の製品にはできな
かった繊細な調理が可能となりました。

1,800 POINT

SAISON _ NO.8761
UC _ NO.784

「インジニオ･ネオ

IHルビー･エクセレンス セット6」

ティファール

セット内容：フライパン22cm、フライパン26cm、ソースパン
18cm、シールリッド18cm、バタフライガラスぶた18cm、専
用取っ手／型番：L66391

取っ手がとれるから重ねてコンパクトに収納。収納スペースは
フライパン1個分。IH200V対応。

2,000 POINT

SAISON _ NO.3086
UC _ NO.884

「コンパクトホットプレート」

ブルーノ

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、木ベラ、マグネット式脱着電源コード／カラー：
レッド／型番：BOE021-RD

今までのホットプレートにはなかった鋳物ホーローをイメージし
たデザインは、テーブルウエアのように食卓を彩ります。2～3
人に丁度良いサイズで、毎日のお料理からおうちパーティまで
食卓で“調理”を楽しめます。

1,100 POINT

SAISON _ NO.3006
UC _ NO.439

2 2 2 3
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ロボット掃除機 ルンバ960ロボット掃除機 ルンバ643

キモチのいい生活が、

キモチのいいわたしをつくる。

L i v i n g

床拭きロボット ブラーバ380 j床拭きロボット ブラーバ ジェット240

「床拭きロボット

ブラーバ380 j」

iRobot

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：B380065

ぞうきん掛けのスッキリ感がボタンひとつ
で。水拭き・から拭き２つのモードを搭載
した床拭きロボットです。各種センサーの
働きで、部屋の形状や家具の配置などを
把握。

6,400 POINT

SAISON _ NO.8744
UC _ NO.746

「床拭きロボット

ブラーバ ジェット240」

iRobot

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

ブラーバ ジェットは、ホコリや汚れはもち
ろん、床にこびりついた食べこぼしさえも
見逃しません。ジェットスプレーで水を噴
きつけて汚れを浮かせたら、クリーニング
ヘッドを細かく振動させて汚れをこすり落
とし床をピカピカに拭き掃除します。

5,200 POINT

SAISON _ NO.3430
UC _ NO.091

「ロボット掃除機 ルンバ 980」

iRobot

サイズ：最大W353×H92mm／重量：約3.9kg／付属品：ホームベース、デュアルバー
チャルウォール×２、交換用ダストカットフィルター×２、交換用エッジクリーニングブラシ×２、
電源コード、乾電池／型番：R980060

リビングやキッチン、入り組んだ廊下や家具の下など、すみずみまで清掃。ルンバ本体に搭
載されたカメラと多彩なセンサーにより、フロア全体をナビゲーション。

20,700 POINT

SAISON _ NO.9445
UC _ NO.888

「ロボット掃除機

ルンバ 643」

iRobot

サイズ：最大W340×H92ｍｍ／重量：
約3.6kg／充電時間：約3時間／集塵
方式：ダストビン式（紙パック不要）／付
属品：バッテリー（内蔵）、ホームベース、
デュアルバーチャルウォール×1、交換用
フィルター×1、お手入れカッター、電源
コード、乾電池／型番：R643060

3段階クリーニングシステムなど、ベーシッ
クな清掃機能を搭載したスタンダードモデ
ル。清掃が終了すると、自動的にホームベ
ースへ帰還し充電を開始する「自動充電
機能」も搭載しています。

7,300 POINT

SAISON _ NO.4563
UC _ NO.294

「ロボット掃除機

ルンバ 960」

iRobot

サイズ：最大W353×H92mm／重量：
約3.9kg（バッテリー含む）／付属品：
バッテリー（内蔵）、ホームベース、デュア
ルバーチャルウォール×1、交換用ダスト
カットフィルター×1、交換用エッジクリー
ニングブラシ×1、電源コード、乾電池／
型番：R960060

ボタンひとつ押すだけで、家中のフロア
をキレイに。iAdapt 2.0 ビジュアルロー
カリゼーション搭載。

15,400 POINT

SAISON _ NO.3068
UC _ NO.573

ロボット掃除機 ルンバ980

2 4 2 5
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「サイクロン掃除機」

シャープ

サイズ：W177×D304×H239mm／重量：約3.8kg［本体（コードリール
含む）、ホース、延長管、吸込口の合計］／付属品：すき間ブラシ、ベンリ
ブラシ／カラー：ピンク系／型番：EC-MS310-P

床とラグマットの段差をスムーズに乗り越える「ラグ越えヘッド」で、ヘッド
先端部が開いた新構造と自走アシスト機能により、床とラグマットの段差
をヘッドを持ち上げることなくラクラク乗り越え、スムーズに掃除ができます。
軽量スリム設計なので、手に持っても掃除しやすい形状です。

6,300 POINT

SAISON _ NO.4555
UC _ NO.475

「ふとん乾燥機」

象印

サイズ：W335×D130×H350mm（コードバスケット含む）／重量：約
4.1kg（コードバスケット含む）／型番：RF-EA20-WA

マット＆ホースなしのふとん乾燥機が使いやすさをさらにＵＰ。シンプルな
パネルレイアウトで使いやすくなりました。Ｗファンの大風量でしっかり
乾燥、しっかりあたため。角度調整ノズルでさまざまな乾燥ニーズに応え
ます。選べる5つのふとんおまかせ運転コースつき。

2,900 POINT

SAISON _ NO.4557
UC _ NO.477

「コードレスサイクロン掃除機

ラクティブエア」

シャープ

サイズ：W222×D220×H980mm（本体）／重量：約1.5kg（本体・バッ
テリー・パイプ・吸込口を含む）／カラー：ピンク系／型番：EC-AR2S

パイプ部には、軽量性と堅牢性の求められる飛行機やロケットなどに
使われる軽くて強い「ドライカーボン」を採用し、標準質量1.5kgを実現。

10,600 POINT

SAISON _ NO.4218
UC _ NO.753

「エルゴラピード・リチウム プレミアム」

エレクトロラックス

9,000 POINT

SAISON _ NO.4015
UC _ NO.556

サイズ：W265×D140×H1,070mm／重量：約2.5kg／カラー：
サテンホワイト／型番：ZB3325B

グレードアップしたターボパワー・リチウムイオン電池、パワフル吸引を
可能にするノズル構造、さらには新しいフィルターによりトップクラス
の吸引力を実現。UVライト付ふとんノズルの装着により、本格的な
ふとんクリーナーとしても使用できます。

「ダイソンボールフラフィ」

ダイソン

サイズ：W203×D379×H253mm（本体）／重量：約2.72kg（本
体）／付属品：コンビネーションノズル、フトンツール／カラー：ブルー
/レッド／型番：CY24FF

人気のFluffyをキャニスターに搭載。ソフトローラークリーナーヘッド
の全幅サイズのナイロンフェルトが大きなゴミを捕らえると同時に、
静電気の発生を抑えるカーボンファイバーブラシが微細なホコリを
取り除きます。

11,600 POINT

SAISON _ NO.3806
UC _ NO.470

2 6 2 7
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「レイコップ RN」

レイコップ

サイズ：W290.4×D371.4×H149.6mm／重量：1,900g
／消費電力：330W／カラー：ピュアホワイト／型番：
VCEN-100JPWH

レイコップラインアップ最軽量モデル。女性、高齢者の方もよ
り使いやすくなりました。ふとんへ吸着することなく、より効率
的にハウスダストを除去できます。

4,300 POINT

SAISON _ NO.3615
UC _ NO.455

「高圧洗浄機 K2クラシックプラス」

ケルヒャー

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／電源：AC100V（50/60Hz）-1,000W／電源コード長：
約5m／型番：K2CP

水道の蛇口からの水を高圧で噴射。車や外壁・網戸などのさまざま
な場所を、少ない水でしっかりムラなく、きれいにお掃除！

2,300 POINT

SAISON _ NO.8752
UC _ NO.768

「窓用バキュームクリーナー

WV1プラス」

ケルヒャー

サイズ：約W250×D130×H275mm／重量：約0.5kg／付属品：窓
ガラス用洗浄剤20ml、スプレーボトル、ワイプパッド×1、充電アダプ
ター、リチウムイオンバッテリー／カラー：イエロー／型番：WV1プラス

面倒な窓ふきを「手軽」に「楽しく」。水ダレせず、拭きあとも残りません。
従来製品に比べ、重さが約200ｇ軽くサイズもコンパクトに。

1,300 POINT

SAISON _ NO.4224
UC _ NO.776

「加湿空気清浄機」

シャープ

サイズ：W399×D230×H615mm／重量：約7.7kg／適用床面積目安：
～23畳（空気清浄時）＊1、～14畳（加湿時：プレハブ洋室）＊2、～8.5畳
（加湿時：木造和室）＊2／型番：KC-H50-W

＊1 日本電機工業会規格（JEM1467）に基づき算出
＊2 日本電機工業会規格（JEM1426）に基づき算出

プラズマクラスター7000搭載。プラズマクラスター空気清浄機の特長であ
る、お部屋全体に風の流れが素早く行き渡るスピード循環気流。遠くのホコリ
も引き寄せて大きな背面全体の吸込口でパワフルに吸引します。プラズマク
ラスターイオンが静電気を除去しながら、効率良く集じんします。

4,800 POINT

SAISON _ NO.4554
UC _ NO.471

「空気清浄機」

パナソニック

サイズ：W311×D210×H540mm／重量：4.1kg／適用床面積目安：
12畳／型番：F-PDR30-W

ハンドルフォルムは持ち運びやすく、子供部屋のインテリアにフィット。ハウス
ダストキャッチャーは前面下吸い込みでしっかり吸い込みます。スーパー
アレルバスターはフィルターで捕集した菌・カビ・花粉を抑制します。

2,600 POINT

SAISON _ NO.4558
UC _ NO.482

2 8 2 9
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「PlayStationⓇ 4

ジェット・ブラック（500GB）」

6,700 POINT

SAISON _ NO.3180
UC _ NO.379

サイズ：約W265×D288×H39mm（最大突起含まず）／重量：
約2.0kg／型番：CUH-2100AB01

新型PS4®は従来モデルから小型・軽量化を実現し、消費電力
も大幅に低減しています。デザインもすっきりシンプルでありなが
ら、角に丸みをつけることで柔らかい印象になりました。

（株）ソニー・インタラクティブエンタテインメント

（株）ソニー・インタラクティブエンタテインメント

「PlayStationⓇVR

PlayStationⓇ Camera同梱版」

セット内容：VRヘッドセット、PlayStation®Camera、プロセッサー
ユニット、HDMIケーブル、USBケーブル、ステレオヘッドホン（イヤ
ーピース一式）、電源コード、ACアダプター／サイズ：VRヘッドセッ
ト/約W187×D277× H185mm（最大突起部除く、ヘッドバンド
長さ最短）、プロセッサーユニット/約W150×D114×H39mm
（最大突起部除く）

PSVR®はPS4®の魅力を高め、ゲーム体験をさらに豊かにする
バーチャルリアリティ（VR）システムです。VRヘッドセットをかぶる
と、プレイヤーの360度全方向を取り囲む、迫力のある3D空間
が出現。

7,800 POINT

SAISON _ NO.4012
UC _ NO.343

Ⓒ2017 Sony Interactive Entertainment Inc.

10,000 POINT

SAISON _ NO.4013
UC _ NO.427

サイズ：約W295×D327×H55mm（最大突起含まず）／重
量：約3.2kg／型番：CUH-7100BB01

PS4®Proは、さらにハイクオリティなPS4®体験を望むユーザー
に向け、新たな付加価値をお届けするハイエンドモデルです。
4K対応テレビに接続すれば、対応するPS4®ゲームを4Kクオ
リティ画質で楽しめるうえ、NetflixやYouTubeなどの4Kストリ
ーミングビデオサービスも高精細な4K解像度で視聴できます。

「PlayStationⓇ 4 Pro

ジェット・ブラック 1TB」

（株）ソニー・インタラクティブエンタテインメント

Ⓒ2017 Sony Interactive Entertainment Inc.

一緒に笑って、一緒に遊ぼう。

これからも、いつまでも。

G a m e  &  T o y

Ⓒ2017 Sony Interactive Entertainment Inc.

3 0 3 1
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「おさかなシロフォン黄」

ボーネルンド

サイズ：W450mm／重量：900g／材質：ホワイトウッド（鍵盤以外）、
アフリカン・パドック（鍵盤）／原産国：日本／型番：BZ8000Y

おさかなシロフォンは専門家の手によって調律されている本格派の
木琴です。こどもが初めて触れる音の大切さを重視し、ボーネルンドが
求めていたものを試行錯誤の末、作りあげたオリジナルです。

1,900 POINT

SAISON _ NO.9765
UC _ NO.483

「ベビーキャリア OMNI360」

エルゴベビー

サイズ：約W300×D100×H550mm（平置き時）／材質：本体 綿
100％、ベビーウエストベルト ポリエステル100％／カラー：パール
グレー／型番：CREGBCS360GRY

快適がつづくオールインワンタイプのエルゴベビー最上級モデル。新生
児から幼児まで（3.2kg～15kg)お子様の成長に合わせて、キャリア
自体の形を変えられます。

4,300 POINT

SAISON _ NO.4225
UC _ NO.805

サイズ：約W480×D185×H365mm／重量：約2.3kg／型番：
JT3200

色とりどりのワイヤーにそってビーズを動かして遊びます。ビーズの動き
に夢中になり、何度でも飽きることなく繰り返し遊ぶことができます。

1,800 POINT

SAISON _ NO.4226
UC _ NO.811

「ルーピング 汽車」

ボーネルンド

サイズ：W300×D440×H45mm／重量：4.6kg（積み木・箱）／材
質：ブナ／セット内容：43ピース／原産国：日本／型番：BZID001

こどもの遊びの基本となるものだからこそ、「正確で良質なものを」と
ボーネルンドが開発したオリジナル商品です。小さなお子様へも配慮
して、正確な面取りがされているため、一つひとつのかたちが正確に
仕あがっており、高く積みあげても傾いて倒れにくくなっています。

3,200 POINT

SAISON _ NO.9763
UC _ NO.386

「オリジナル積み木 カラー」

ボーネルンド

「Newニンテンドー 2DS LL」

任天堂

セット内容：本体、専用タッチペン1本、microSDHCメモリーカード
（4GB）1個、ARカード6枚／サイズ：W159×D86.4×H20.8mm
（折りたたみ時）／重量：約260g（タッチペン、microSDカードを含む）
※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。

LLサイズの2DSが登場。上画面はLLサイズの4.88インチ。約260
グラムの持ち運びやすい軽さで、ニンテンドー3DSのゲームが2DSで
遊べる、新しいニンテンドー3DSシリーズです。

ブラック×ターコイズ

SAISON _ NO.3760
UC _ NO.937

SAISON _ NO.3761
UC _ NO.960

ホワイト×オレンジ

3,400 POINT

ブラック×ターコイズホワイト×オレンジ

3 2 3 3
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1,700 POINT

「宮崎牛 サーロインステーキ」　★

SAISON _ NO.9402
UC _ NO.492

内容量:サーロインステーキ170g×2枚／賞味期限:製造日より90日（冷凍）

「宮崎牛」は、宮崎県産の黒毛和牛で、格付基準の「肉質等級4等級以上」の牛
肉のみに与えられた名称です。旨みのある赤身と、甘みのある脂身とのバランスが
良く、その芳醇で奥深い味わいが評価を得ています。

★のついたアイテムは、ポイント交換後、1ヵ月程度でお申し込み用はがきをお送りいたします。
はがきにお届け希望日と必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。 ※写真はイメージです。

1,900 POINT

「松阪牛 すき焼き用600g（モモ・バラ）」　★

SAISON _ NO.8891
UC _ NO.292

内容量：600g（モモ、バラ）、牛脂付き／賞味期限：加工日より30日（冷凍）

澄んだ水と空気、そして大いなる自然に抱かれて育てられた松阪牛。柔らかさと風
味は絶品です。松阪牛ブランドを扱う専門店瀬古食品の運営する自家牧場「オー
シャンファーム」よりお届けします。

「秋田県産あきたこまち」

内容量：5kg
※到着後はお早めにお召しあがりください。

秋田県の代表的な良食品種として知られている
「あきたこまち」。おいしいお米として永く愛されて
ほしいという願いが込められています。コシヒカリの
ような粘りと味を持ち合わせて誕生しました。あっさり
とした味と粒のしっかりとした食感の良いお米です。

500 POINT

SAISON _ NO.4564
UC _ NO.302

「特別栽培米

京都丹後産こしひかり」

内容量：5kg
※到着後はお早めにお召しあがりください。

夏の暑さと日本海側特有の激しい冬の寒さによる
四季の気温差、山々に囲まれた自然豊かな風土に
よって維持されている綺麗な水が丹後コシヒカリの
おいしさの秘密です。丹後コシヒカリの特徴の強め
の粘りと甘味。一度食べるとやみつきになります。

600 POINT

SAISON _ NO.4566
UC _ NO.312

「雪蔵仕込み

魚沼産こしひかり」

700 POINT

SAISON _ NO.4565
UC _ NO.309

内容量：5kg
※到着後はお早めにお召しあがりください。

魚沼でも特に評価の高い南魚沼地区を中心に契約
栽培された玄米を700トン貯雪の雪蔵倉庫で通年
5℃以下の超低温保管で鮮度を保持。『おいしい
お米を、いつもおいしく』の思いを産地精米・産地
直送でお届けします。

いつもの食卓が

おいしいもので、

ちょっと特別になる。

G o u r m e t

3 4 3 5
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※JALマイル交換はJALマイレージバンク日本地区会員様が対象となります。※ポイント交
換手続き後、3～4週間ほどでマイル口座に反映されます。※セゾンカード、UCカード、クラブ・
オン／ミレニアムカード セゾンおよび各マイレージサービス登録名義人ご本人様のみご利用
いただけます。※静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードでは専用のANA・JAL
マイル交換プランをご用意しております。みずほマイレージクラブカードセゾン、みずほマイレージ
クラブカードセゾンSuica、みずほマイレージクラブカードUC（ANA含む）、みずほセゾンプラ
チナ・アメリカン・エキスプレス・カード、ヤマダLABI ANAマイレージクラブカードセゾン・アメ
リカン・エキスプレス・カードでは、専用のANAのマイル交換プランをご用意しており、JALの
マイル交換は対象外です。詳しくは、カード裏面記載の電話番号へお問い合わせください。

※ご出発期間が限られる場合や、ご出発までにお時間がかかる場合がございます。詳しくはカード裏面のお問い合わせ先へお早めにご相談ください。
※オーロラ観測ツアーは、時期と場所を調査のうえ設定しておりますが、自然現象のためご覧いただけない場合もございます。

積み重ねてきた

ポイントという名の切符で、

新たなストーリーを

紡ぐ旅に出る。

T r a v e l

※Netアンサー・アットユーネットでは交換受付ができない時間がございます。詳しくは48・49ページをご確認ください。

※詳しくは50ページに記載のホームページよりご確認ください。 ※詳しくは50ページに記載のホームページよりご確認ください。

3 6 3 7
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貯め続けたポイントから

心ときめく瞬間が生まれる。

G i f t

※お食事代金（消費税込総額）より、500円単位で割引と
なります。

カードタイプ

※Netアンサー・アットユーネットでは交換受付ができない時間がございます。詳しくは48・49ページをご確認ください。

対象施設：ららぽーと、ラゾーナ川崎プラザ、アルパーク、アルカキット
錦糸町、ダイバーシティ東京 プラザ、三井アウトレットパーク

※静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードは対象外
となります。

対象施設 カードデスク店頭交換限定

ららぽーと・
三井アウトレットパークなどで
使えるお買物券

41

41

※App Store & iTunesコードのご利用はご本人様のみとさ
せていただきます。※iOS以外のスマートフォンをご利用の場
合、スマートフォン上でのApp Store & iTunesコードの利用
ができません。PC、MacもしくはiOSが搭載されているデバイス
よりご利用ください。※App Store & iTunesをご利用になる
にはApple IDの登録（無料）が必要です。※有効期限：なし。
※App Store & iTunesは米国およびその他の国々で登録さ
れているApple Inc.の商標です。※当プログラムはApple 
Inc.またはその関連会社の提供・協賛によるものではありませ
ん。※本誌記載以外にも、注意事項がございますので詳しく
は、50ページに記載のホームページよりご確認ください。

 App Store & iTunes
コード

1,100 POINT 5,000 円分100 POINT 450 円分

※本アイテムはクレディセゾンによるものです。※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。※静銀セゾンプラチナ・アメリカン・
エキスプレス・カードは対象外となります。

2,000 POINT 10,000 円分

200 POINT 1,000 円分

3 8 3 9
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MUJI Card

ヤマカタヤカード

ヤマダLABI ANAマイレージクラブカードセゾン・アメリカン・エキスプレス・カード

ヤマダLABIカード

ラスカルカードセゾン

ラゾーナ川崎プラザカード《セゾン》

Latovカードセゾン

リウボウカードセゾン

YMセゾンカード

WOWOWセゾンカード

みずほマイレージクラブカード

ウォルマートカード セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード

L.L.Bean Clubカードセゾン

カワトクカード

コクーンシティカードセゾン

さくら野セゾンカード

JAFセゾンカード

千趣会セゾンメンバーズカード

TOKYO MIDTOWN CARD《セゾン》・TOKYO MIDTOWN PREMIUM CARD《セゾン》
    東京ミッドタウン商品券2,000円分＊

Tokyo Metro To Me CARD UC

Northportカードセゾン

PADIカードセゾン

PARCOカード

Being GIZAカードセゾン

SEIBU PRINCE CLUBカード セゾン

まるひろMクラブカード・まるひろMクラブメンバーズカード・
まるひろスターカード・アトレMクラブカード

三井アウトレットパークカード

三井ショッピングパークカード《セゾン》・三井ショッピングパークカード《セゾン》LOOP
※三井ショッピングパークカード《セゾン》LOOPゴールドは除外となります。

※カード次年度年会費は年会費ご請求月の2ヵ月前まで、JAF年会費はJAF有効期限月の3ヵ月前までにお申し込みください。※静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードは提携カード限定アイテム欄をご覧ください。
※セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードなど、対象外のカードもございます。

＊東京ミッドタウン日比谷ではご利用いただけません。

こちらに掲載のアイテムの交換方法・お問い合わせ先は、本誌の48・49ページに記載しております。

クラブ・オン／ミレニアムカード セゾンをお持ちの方は41ページをご覧ください。

※「nanacoポイント交換申込書」のご請求方法および「nanacoカード」への交換について詳しく
は、50ページに記載のホームページよりご確認ください。※静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキス
プレス・カードは対象外となります。

※交換した永久不滅ウォレットを永久不滅ポイントに交換することはできません。※静銀セゾンプラチナ・
アメリカン・エキスプレス・カードは対象外となります。

Netアンサー／アットユーネットおよび「nanacoポイント交換申込書」にて交換いた
だけます。

41お申込方法について詳しくは50ページに記載のホーム
ページよりご確認ください。
※静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カー
ドは対象外となります。

※Netアンサーまたはアットユーネットより、Yahoo! JAPAN 
ポイントクラブにご登録のうえ、Tポイントに交換いただけます。
※静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードは対
象外となります。

お申込方法について詳しくは50ページに記載のホーム
ページよりご確認ください。

※Netアンサー・アットユーネットでは交換受付ができない時間がございます。詳しくは48・49ページをご確認ください。

セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード次年度年会費

クラブ・オン／ミレニアムカード セゾン

静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード

ネットショッピングなどのお支払いにご利用いただけます。対象のショッピングサイト
などのお支払方法で「永久不滅ポイント」をお選びください。
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ほぼ日ストアの“あの人気商品”が、

通年アイテムとして登場！

おうちのカレーに、最後の仕あげとして加えるだけで

“ますます”おいしくなるスパイス。

適量の油で軽く炒めてから投入するのが

糸井重里さんのおすすめ。

カレーの恩返し

5袋セット 

SAISON _ NO.9791 UC _ NO.966

500 POINT

内容量：40g×5袋

神奈川県動物保護センターでは、

県民、ボランティアの方々やセンター職員の努力の甲斐あって、

2015 年度、犬、猫の殺処分ゼロの成果をあげました。

これを機に、神奈川県動物保護センターを

「処分する施設」から「生かすための施設」にするため、

開設から 40 年以上経ち老朽化が進んだ現在のセンターを

建て替えるための寄付を募集しています。クレディセゾンでは、

この取り組みを応援するとともに、全国に広がることを願い、

カード会員様のポイントでの寄付を受け付けております。

※お申し込みいただいたポイント相当額を「神奈川県動物保護センター建設基金」に寄付いたします。

S A IS ON _ NO.8732 UC _ NO.496100 POINT

神奈川県動物保護センター
建設基金を支援しよう！

カードでのお支払いでも支援いただけます。
詳しくは50ページに記載のホームページよりご確認ください。

カードでのお支払いでも支援いただけます。詳しくは50ページに記載のホームページよりご確認
ください。山中伸弥教授のインタビュー記事もご覧いただけます。

2013年9月うちの土鍋シリーズより

コピーライターの糸井重里さんが主宰するウェブサイト、略称「ほぼ日（ほぼにち）」。
1998年6月6日の創刊以来、毎日更新を続けている。サイトでは、さまざまな方への
インタビューやコラムなど、あらゆるコンテンツがすべて無料で楽しむことができる。
また、「ほぼ日手帳」を代表とする生活関連商品を開発し、主にサイト内の「ほぼ日
ストア」で販売中。

www.1101 .c om

うちの土鍋シリーズからはじまり、やさしいタオルやほぼ日手帳など、ほぼ日ストアで人気のアイテムが数々登場。
今後も、期間限定アイテムが続々登場予定です。詳しくは、50ページに記載のホームページよりご確認ください。
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永久不滅ポイントは、「貯める」「使う」「交換する」「増やす」

有効期限なしのおトクなポイントサービス。

有効期限のない永久不滅ポイントは、毎日の暮らしの中で、ずっと貯め続けることができるのが魅力。

ショッピングはもちろん、月々の公共料金や税金のお支払いなどをちょっと工夫するだけ。

さぁ、自分に合った貯め方を見つけて、ポイント上手な毎日をはじめましょう。

セゾンポイントモール詳しくは ダウンロードはこちらから！

おさらいしよう！

※発行会社が異なる場合、ポイントは合算されません。

永久不滅ポイントが貯まる、使える、運用できる

「セゾンポイントモール アプリ」

永久不滅ポイントがおトクに貯まる

「セゾンポイントモール」のアプリをご存じですか？

定期券固定資産税自動車税携帯電話水道ガス電気

例えば…

など

ショッピング以外でも「貯める」方法いろいろ

毎月の公共料金や携帯電話料金のお支払いでも貯まる

電気やガスなどの公共料金をはじめ、携帯電話や自動車税、固定資産税などの料金を

セゾンカード・UCカード払いにすると、毎月着実に永久不滅ポイントが貯まります。

コツコツ貯めるなら

おトクに貯めるなら

経由するだけでポイント最大30倍！

ポイントサイト「セゾンポイントモール」を経由してネットショッピングすれば、

永久不滅ポイントが通常の最大30倍貯まります（1,0 0 0円につき30POI NT）。

50 0以上のサイト、30 0, 0 0 0以上のショップが出店！

※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。

例えば…

など

■ショッピング以外でもポイントが貯まる！

お買物をする機会がない時でも、ゲームやアンケートなどでポイントを貯めることができます。

○100POINT以上100POINT単位での合算が可能です。○原則として同一住所
かつ同姓のご家族様のカードとのポイント合算となります。
※セゾンカード、UCカードとクラブ・オン／ミレニアムカード・セゾンの永久不滅ポイ
ントの合算はできません。※カード裏面に記載のカード会社が「クレディセゾン」、
「セブンCSカードサービス」の場合のみ、本サービス対象となります。

■ポイントがおトクに貯まる！

このアプリからネットショッピングをすると、

簡単・おトクにポイントを貯めることができます。

永久不滅
ポイント

30最大
倍

この通知が表示されるショップは最大で30倍もおトクにポイントが貯まります！

1ヵ月のご利用金額合計1,0 0 0円（税込）ごとに1POINT貯まります。

毎日のお支払いで「貯める」

ショッピング 永久不滅ポイント

1 POINT1,000 円（税込）

コンビニ

ショッピングはもちろん、さまざまなシーンでのご利用で永久不滅ポイントが貯まります。

ガソリン
スタンド

タクシースーパー ファミレス

など

旅行代金

1回のご利用金額が1,0 0 0円未満でも、1ヵ月のご利用金額すべてを合算してポイントに換算されます。

また、カードを複数枚お持ちの場合、ポイントは自動的に合算されます。

★セゾンカード・UCカードでそれぞれ貯めていただいたポイントも自動的に合算されます。

1.「貯める」
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インターネットサービス&アプリ
ポイント数の確認やアイテムの交換が手軽にできる

インターネットサービスとスマートフォンアプリがあるのをご存じですか？

インターネットサービス

「Netアンサー」「アットユーネット！」

パソコンや携帯電話から、

24時間いつでもご利用明細の確認や

ポイント交換などができるサービスです。

セゾンインターネットサービス「Netアンサー」

ポイントの確認・交換はこちらから

UCインターネットサービス「アットユーネット！」

・お支払方法の変更
・キャンペーンの確認・エントリー
・カード登録内容の確認・変更
・公共料金などのお支払い・お申し込み など

ほかにも…

▼「S Netアンサー」※パソコンのみのご利用となります。www.sgspt.jp
●静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード

▼「Netアンサー」クラブ・オン／ミレニアムカード セゾン▼「Netアンサー」セゾンカード

▼「アットユーネット！」UCカード

ご登録・ご利用は

ダウンロードはこちらから！

iPhoneは米国およびほかの国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。

※画像は「セゾンPortal」の画面です。
　「UC Portal」も同様の画面です。

セゾンPortal

App Store、Google playから

※「セゾンポータル」または「UCポータル」で検索

UC Portal

QRコードから

セゾンカード・UCカード限定

※クラブ・オン／ミレニアムカード セゾンおよび静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードは対象外となります。

スマートフォンアプリ

「セゾンPor t a l」「UC Por t a l」 4 0 0万ダウンロード

永久不滅ポイントを運用（投資を疑似体験）できる、新しいサービスです。

永久不滅ポイント運用サービスについて詳しくは、2・3ページヘ

2 .「使う」
ポイントがショッピングご利用分のお支払いに使えます。

※静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードは対象外となります。※ショッピングのお支払方法によっては充当できない場合がございます。※交換後、お支払金額への反映は数日かかります。
※クラブ・オン クレジットカウンター／ミレニアムカードカウンターでも交換いただけます。※詳しくは50ページに記載のホームページよりご確認ください。

登録料・ダウンロード無料

・貯めたポイントを上手に使いたい！

・お買物しすぎてしまい、支払金額を減らしたい……

例えば
こんな時に

交換方法・締切日

セゾンカード 毎月13日

セゾンカウンター

お電話（セゾンインフォメーションセンター ポイント係）

Netアンサー

UCカード 毎月14日

セゾンカウンター ※クレディセゾン発行のカードのみ

お電話（UCコミュニケーションセンター ポイントデスク）

アットユーネット！

4 .「増やす」

※セゾンカードホームページ右上の検索窓に「ポイント交換」と入力のうえ、検索してください。

ポイント交換セゾンカード ▶詳しくは
※UCカードホームページ右上の検索窓に「ポイント交換」と入力のうえ、検索してください。

ポイント交換UCカード ▶

掲載アイテムの詳細や、そのほかのアイテムについて詳しくは、下記ホームページにてご確認ください。

普段のお買物にご利用できるアイテムがそろいます

1ポイント＝ほぼ5円のアイテムがたくさん！※1ポイント＝4円相当のアイテムよりご用意しております。

※交換対象外となるカードがございます。※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ギフト券

例えば…

人気家電やビューティ、グルメなど

多彩なラインアップ!

例えば…

ダイソンボールフラフィ バルミューダ ザ・トースター

人気家電やお買物に使えるギフト券など、400種類以上のアイテムに交換できます。

3 .「交換する」

dポイントクラブ
dポイント

au WALLET
ポイントプログラム

ナイストリップ
（JTB旅行券）

ドットマネー
ギフトコード

※カードにより一部ご利用いただけないサービスがございます。

●永久不滅ポイントとお支払金額を簡単にチェックできます。

●「Netアンサー」「アットユーネット！」やポイントサイト「セゾンポイントモール」へ自動ログインできます。

● QR・バーコード決済が簡単にできます。

●複数枚のカード情報が管理できます。

「Netアンサー」「アットユーネット！」に登録している方は、スマートフォンから

各種情報をご確認いただけます。
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※本誌掲載の情報は2018年11月1日現在のものと
なります。

・ アイテムのポイント数、仕様、デザイン、品ぞろえ
は、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。 

・ アイテムは交換の手続きから1ヵ月前後でお届けい
たします。ただし、お申し込み集中時には2ヵ月前
後かかる場合もございますのであらかじめご了承
ください。

・ 一部対象とならないカードもございます。お持ちの
カードのサービス内容をご確認ください。 

・ キャッシングサービス・カードローンのご利用分お
よびリボ払い・分割払い手数料、年会費、楽天Edy
へのチャージ、nanacoへのチャージ、ユニクロオ
ンラインギフトカードの購入などはポイントの対
象になりません。 

・ 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、永久不滅ポイ
ント利用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。 

・ 一度ご応募いただいたポイントは、お戻しできませ
ん。 

・ 所定の家族合算、家族カード、その他合算を特に
認めたカードを除く同一名義人以外のカードのポイ
ント、同一名義人であっても発行会社が異なるカー
ドのポイントを合算してのご応募はできません。

・ アイテムの発送は国内のみとさせていただきます。
お届け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。 

・ アイテムのご応募のキャンセル、変更、返品、お届
け先の変更はできませんのでご注意ください。 

・ ご転居、長期のご不在等何らかのご事情によりア
イテムをお届けできない場合、当社まで再送付の
ご連絡をお願いいたします（アイテム在庫状況お
よび品質の都合上、同一アイテムをお送りできな
い場合もございます）。なお、交換手続きから3ヵ
月を経過してもご連絡がない場合、再送付はお受
けできません。また、交換に要したポイントはお戻
しできません。 

・ ポイントに有効期限はありませんが、交換可能な
アイテムはご応募時の告知アイテムに限ります。

・ アイテムは、使用上の注意をよくお読みください。

※事前に「Netアンサー」「アットユーネット！」のご登録が必要です（無料）。
※Netアンサーでは毎月14日23：30～15日3：00、アットユーネットでは毎月15日23：30～16日3：00にポイント交換いただけません。そのほか、システム
上の都合によりご利用いただけない場合がございます。

※アイテムNO.はセゾンカード、クラブ・オン／ミレニアムカード セゾン、静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードは4ケタ、UCカードは3ケタです。
※電話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。

※アイテムは、原則ご自宅への郵送となります。 ※静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、カード裏面に記載のカード会社が「クレディセゾン」以外の場合は対象外となります。
※店舗により申込書・資料などの一部お取り扱いがない場合がございます。※アイテムにより交換がその場で承れない場合がございます。詳しくはお近くのカウンターまでお問い合わせください。

（ セゾンカード・UCカードのみ ）

「Netアンサー」「アットユーネット！」のID・パスワード

「アットユーネット！」

※システム上の都合により、毎月14日23：30～15日3：00は交換受付ができません。※一部ご利用いただけない場合がございます。

※システム上の都合により、毎月15日23：30～16日3：00は交換受付ができません。※一部ご利用いただけない場合がございます。

0120-24-8376

カウンターでのお問い合わせお問い合わせ

24時間 パ ー ソ ナ ル
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ほかにも期間限定アイテムなど、

多数のアイテムをご用意しております。

詳しくはこちらから。

※セゾンカードホームページ右上の検索窓に「ポイント交換」と入力のうえ、検索してください。

ポイント交換セゾンカード ▶

※UCカードホームページ右上の検索窓に「ポイント交換」と入力のうえ、検索してください。

UCカード ▶ ポイント交換

5 0
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