２０２１年版ポイント交換賞品ポスター
150ＰＯＩＮＴ
1

270ＰＯＩＮＴ

3

1

文具６点セット

くるくるひえひえカップ

ボールペン・シャープペン・修正テープ

オリジナルシャーベット＆フローズンドリンク

世界の４０言語をプリント

スティックのり・定規・蛍光ペン

ハンドルをくるくる回すだけで簡単に作れる

330×380×100ｍｍ

5

世界の挨拶エコバック

6

7

uni 回転シャープクルトガ

エイドクルー＃４６

芯が回ってトガる続けるシャープ
9

スリムボトル３５０ｍｌ

uni 蛍光ペン（プロバス・ウインドウ）

９種類のアイテムが入ったコンパクトで実用的
10

ＸＦ９ＬＥＤライト

かばんの中で場所をとらないアルミボトル

8

2

薄型ハンドル ９個の強力ＬＥＤライト

１５種類のアイテム
6

ココカフェマグ ５００ｍｌ

7

システム手帳１０

１１種類のゲーム

マグネット付きで冷蔵庫にも貼れる

熱い飲み物の飛び出しを防止

145×105×23ｍｍ

時計、カレンダー、温度計、アラーム

コンパクトで持ち運びが便利

12

9

工具ペン

クセになる書き味

携帯スタンド機能 ＬＥＤライト付

ステンレス二重構造で保冷・保温に優れている

プラス４本・マイナス４本 ８本セット

黒赤０．７ｍｍＢＰ・０．５ｍｍシャープ

ジェットストリーム多機能２＆１

10

ディズニー タオルセット

12

トリプルネオンクロック

ゲストタオル×２

ＡＭ・ＦＭポケットラジオ

ジェットストリーム４＆１極細

7色に変化するイルミネーション機能付

手の平サイズで携帯に便利

クセになる、なめらかな書き味

時計、カレンダー、温度計、アラーム

クリップ付でベルトに装着可能

超低摩擦インクを搭載。４＆１の５機能タイプペン

410ＰＯＩＮＴ

530ＰＯＩＮＴ

3

4

3

4

ＬＥＤブックライト

フォトフレーム電波時計

デジタル体脂肪計

保温・保冷効果抜群 アウトドアに便利

周りを気にせず、気楽に読書

時間、月日、曜日、温度表示

簡単便利に体脂肪を毎日チェックができる

持ち手を握ってしっかり安定

整える機能性ブローブラシ

ポーチを鞄に入れて外出時の携帯に便利

本体85×85×115mm ３３０ml

夜の車内や旅先でも重宝します

アラーム、スヌーズ機能

体脂肪計、体脂肪率、基礎代謝量、ＢＭ指数

「荒研ぎ」と「仕上げ研ぎ」の２種類

7

kyosera セラミックボールペン

天気予報や温湿度がカラーで表示

10

8

ディズニータオルセット

書き味なめらかなボールペン

時計・アラーム・カレンダー・バックライト

スタンドマルチライト

フォトフレームクロック ワイド
デジタル多機能時計とフォトフレム

メグネットフック付。明るさ２段階調整

時計、温度計、アラーム、カレンダー

5

音波式電動歯ブラシ

6

システム手帳２０

7

キューブ３Ｐ

ウオッシュタオル×１

軽くてスリムなアルミボディ

バイブルサイズ

飲み物が薄まらない氷の代用品として使える

フェイスタオル×１

しっかり磨ける約２２，０００回/分の高速振動

システム手帳・ボールペン

冷凍庫で冷やして何度でも繰り返し使用できる

11

ＬＥＤ懐中ライト・LOTスタンドライト

フードポット

2

災害時に役立つ防災グッズ

カラーウエザーインフォクロック

緊急防災１１点セット１５０Ａ

1

操作性のよさにこだわったナチュラルストレートを

6

9

ゲームスタジアム１１

はみ出し知らずの蛍光ペン５色セット

ペン型ドライバーセット

5

キューブデスクスタンド
ペンや小物をフリーに収納

リゾートマグ１Ｐ

スポーツシーンに快適な使い心地抜群

時計・アラーム・温度・湿度・フォトフレーム
8

本体＋ボールペン

蓋付なのでアウトドアでの使用に便利

ストレートブローブラシ

１分間に22,000回の音波振動

氷ストッパー付なので氷はもちろん

ライト付タッチ＆ペン

アディダススポーツタオル

ワイドフォトクロックサーモ
大判の写真が入れられるマルチクロック

大きい画面で遠くからでもよく見える

11

2

ソニック音波振動歯ブラシ

いざという時に役立つ防災ツール

ペン先に窓があり、文字を見ながらマーク

タッチペンの先からボールペンが出る

1

4

防災ツール「スタンダード」

さっと取り出し、すぐ使える単機能
5

見やすいキッチンタイマー

3

12

uni サインペン ビユーティーカラーF１２色
用途に合わせて選べるペン先（0.8mm・0.4mm)

9

目覚まし電波クロック
コンパクトでバックライト付電波時計
アラーム、スヌーズ、温度、日付表示

10

黒ひげ危機一髪
パーティーゲームの決定版

8

ベスカロロ小銭入れ

緊急防災11点セット２００Ａ
収納に便利なB5サイズ

イタリアンレザー光沢がお洒落を演出

11

ＶＩＣＴＯＲＩＮＯX ラリー８機能

ダイヤモンドシャープナーＳＴ

災害時に役立つ防災グッズ11点
12

カラーウエザークロック

FMマルチステーション

ビクトリノックスのベストセラー

天気予報マークがカラーになっている

LED懐中ライト・AM,FM対応・時計アラーム

必要最小限の８機能を装備

時計・カレンダー・温湿度計・バックライト

カレンダー・温度計・バックライト

640ＰＯＩＮＴ
1

2

7

5

アロマ加湿器リフレア

電気ケトル１．０Ｌ

究極の難解立体パズル

気化式の自然な加湿を！
8

1

ルービックキューブ

アロマの香りを楽しみながら

真空断熱構造だから温冷ＯＫ

ＬＥＤインジケーター付で充電が一目瞭然

6

3

カフェマグワンタッチ５００

ワイヤレス充電付マウスパッド
マウスパッドにワイヤレスチャージャー内臓

750ＰＯＩＮＴ

9

マルチフードカッター

お湯が沸くと自動的に電源が切れる

2

ジェットプライム２＆１
黒赤の２色・油性0.7mm＆0.5シャープ
超低摩耗ジェットストリームインク搭載

10

音波式振動歯ブラシ

3

ホットサンドメーカー

ハニカムゲルクッション

本格的アツアツホットサンドが作れる

独自のハニカム構造と圧力分散ゲルが体圧分
散

7

ディバック

緊急防災１３点セット２５０Ａ

開閉ファスナー式

収納に便利なB5サイズ

みじん、おろし、薄切り

持ち運びに便利で衛生的なキャップ付

ピント合わせ不要 観劇、スポーツ観戦

８倍フリーフォーカス双眼鏡

ファスナーポケット・サイドポケット２

災害時に役だつ防災グッズ13点

混ぜる、ミンチができる

30,000ストローク/分

手の平サイズ

緊急防災１１０点セット３００Ａ

2

ＳＥＩＫＯ 温湿度表示付電波時計

3

軽量リュックサック

大画面電波クロック
置き掛け兼用の大画面表示

ポイントに応じていくつでも商品が選べる

材料を入れて20分でアイスができる

材質ポリエステル

電波時計・日付・温湿度・ダブルアラーム

６００Ｐ

5

1

2

3

マレリー札入れ

プレミアムサーモ ペアタンブラー

真空断熱ポケットマグ

フェリエ フェイス用

サーキュレーター

ベーシックで飽きの来ないアイテム

二重構造で長時間保温・保冷

150ｍｍｌの小型軽量９５ｇシンプル構造

肌にやさしい０．１２ｍｍのうす刃

お部屋の空気を循環させる

電波修正機能・アラーム・フルオートカレンダー

必要の量だけ沸かせる

札入れ２室、カード入れ３室、小銭入れ１室

結露が付きにくい

保温、保冷効果６時間

水なしで剃れるマユコーム付

冷暖房の効率アップで省エネ効果

２カップコーヒーメーカー
２杯同時に抽出できる

収納上手なコスメボックスDX

9

ワイドホットサンドメーカーＳ

化粧水からメイク小物まですっきり収納

10

緊急防災１５点セット４００Ａ

6

ギフタス３５００

食パンの耳をきらずにそのままホットサンド 地震や台風などに備える防災１５点セット

ワイドな鏡が使いやすい

緊急防災７点セット５００Ａ

Ｐａｎａｓｏｎｉｃ ドライヤーイオニティ
コンパクトなマイナスイオンドライヤー
乾燥スピードアップで素早く乾かす

6

3

7

ゲームの王様 大ベストセラー商品

７００Ｐ

アロマオイルも楽しめる
8

電気たこ焼き器２０穴

人生ゲーム

ポイントに応じていくつでも商品が選べる

フッ素加工でお手入れ簡単

7

ワンタッチローダージャグ２Ｌ

フォンデュセット

冷たさ保持断熱構造

直火、オーブン、電子レンジで使用可

ワンタッチで氷もいれやすい

ソースの下ごしらえが簡単
ｓ

4

5

替えブラシ４本

３～６畳用
9

コーヒーメーカー１０カップ
一度に１０カップ分作れる

1

オムロン音波式電動歯ブラシ

活性炭脱臭フィルターもセット

8

オーブントースター

ミル付きコンパクトミキサー

表面だけを素早く焼き上げ近火焼き

ミル付きなら手作りメニューが広がる

近火なのに具材ものせられる

オリジナルレシピ付

9

10

冒険キッド

Ｐａｎｓｏｎｉｃヘアードライヤイオニティ

ギフタス４０００

単眼鏡・顕微鏡・拡大鏡・時計

コンパクトなマイナスイオンドライヤー

ポイントに応じていくつでも商品が選べる

コンパス・ＬＥＤライト・ホイッスル7機能

乾燥スピードアップで素早く乾かす

８００Ｐ

1400ＰＯＩＮＴ

空気清浄機ファンディスタイル

地震や台風などに備える防災１７点セット

ギフタス３０００

5

4

パーソナル加湿器

1200ＰＯＩＮＴ
2

10

1050ＰＯＩＮＴ
4

8

牛乳パック500～1000ml対応

本体340×240×120ｍｍ

コードレスで持ち運びに便利

7

ヨーグルトメーカー
牛乳パックで手軽に新鮮手作りヨーグルト

冷凍庫で困らないコンパクトサイズ

大型の液晶と使いやすい全面ボタン

6

電気ケトル １．２Ｌ

一度に５カップ作れる

8

900ＰＯＩＮＴ
1

コーヒーメーカー５カップ

420×350×38ｍｍ

アイスクリームメーカー

地震や台風などに備える防災１０点セット

5

4

2

5

3

心拍計付スポーツウォッチ

超イオン美顔器

アロマ超音波加湿器

小型トイデジタルカメラ

心拍計測・消費カロリー表示

メイクのノリが違う、ツルリン、キメ肌

置き場に困らないコンパクトサイズ

マグネット内臓 音声付ムービーも撮影可能

脂肪燃焼表示・10気圧防水

古い角質を落としてキメを整える

アロマオイルで香りを楽しむ ６畳用

１３１万画素、外部メモリmicroＳＤカード２ＧＢ

10

6

カラーカレンダー電波時計

ギフタス４５００

カラー液晶１カ月カレンダー

ポイントに応じていくつでも商品が選べる

アラーム・スヌーズ、温湿度表示

９００Ｐ

7

ＬＥＤプラネタリウム
部屋の壁や天井がプラネタリウムに

8

コードレスハンディクリーナー
軽量コンパクトハンディクリーナー

スマホ用８倍望遠レンズ
本格的な８倍スマホ用望遠レンズ
単眼鏡としても使える優れもの

9

ミニミシン

ＣＡＳＩＯ 電子辞書

ＣＡＳＩＯミニキーボード

アースカラースツール 高さ46cm

コンセントでも電池でも使える初心者向き

ポケットサイズに漢字英和和英２４万語

世界の名曲１０曲内臓

２段速度切り替え、ライト付

５０音配列キー採用

１００音色、５０パターン、３２健盤

グリーン、ブルーグレー、ブラウン、ピンク
からお選び下さい

1900ＰＯＩＮＴ
1

2

3

2200ＰＯＩＮＴ
4

5

ＣＡＳＩＯ Ｇ－ＳＨＯＫ

1

ギフタス１００００

2

電気圧力鍋３Ｌ

3

フェイススチーマー

小型天体望遠鏡

ふとん乾燥機

イオンの力で微細したスチームが細部まで

倍率18倍/29倍/80倍・焦点距離360ｍｍ

差し込むだけのふとん乾燥機

耐衝撃構造、２０気圧防水

ポイントに応じていくつでも商品が選べる

加熱時間をスイッチ操作でらくらく調整

ホームベーカリー
豊富な４０種類メニュー

可動式ノズルで首から胸元までケア

対物レンズ５０ｍｍ・極限等級１０..２等星

シューズ、長靴まで使えるくつアタッチメント

ＥＬバックライト、ストップウォッチ機能

１，２５０Ｐ

圧力調理で短時間料理

話題の塩こうじや甘酒も作れる

コロノ コンパクト１６折畳

2

3

ＣＡＳＩＯ Ｇ－ＳＨＯＫ

シンプルスタイル ＦＶ１６折畳

耐衝撃構造、タフソーラー、電波受信

１６インチ折畳自転車

ワールドタイム、２０気圧防水、ＥＬバックライト

車のトランクにも積める

空気清浄機能１０畳・加湿能力５畳

キングジムラベルプリンター テプラ Lite
本体のみ
専用テープは付属していません

4000ＰＯＩＮＴ
4

Ｚｏjirushi 空気清浄機

Ｑ＆Ｑソーラー電波腕時計

室内灯でも電気エネルギーを発生させ時計
を
雨、泥の影響を受けにくいハンドブレーキ搭載
駆動。アラーム、フルオートカレンダー
走行性を重視したスポーティ自転車

2700ＰＯＩＮＴ
1

4

5

ＫＯＤＡＫ２イン１カメラ

1

ギフタス２００００

スマートフォン用インスタントフォトプリンター ポイントに応じていくつでも商品が選べる
1000万画素その場できれいなプリント可能

２，０００Ｐ

2

IH 炊飯ジャー

3

Zojirushi ホームベーカリー

4

Ｐａｎａｓｏｎｉｃエアーマッサージャー

豪熱沸騰ＩＨでうまみを引き出す

ごはん入りパンコース

足首からふくらはぎまで

熟成炊き・麦ごはんメニュー

ジャムコース、ケーキコース

プロに学んだ３つのマッサージコース

5

Volkswagen ２０型折畳
シマノ製６段変速搭載

２０２１年度商品は、2022年３月末まで申し込みが可能です。

ギフタス３００００
ポイントに応じていくつでも商品が選べる

３，０００Ｐ

