会員紹介ポイント交換カタログ
―

2018- 2019

「会員紹介キャンペーン」のご案内

―

お友達のご紹介でポイントカードを会員の方とお友達に各 1 枚差し上げます。
商品は 1 ポイントから交換できますのポイントを貯め豪華賞品と引き替えもできます。
ポイント内なら商品を何点でも選ぶこともできます。

【商品のお問合せ】
●問い合わせ先
セイカスポーツクラブ「会員紹介キャンペーン」事務局
フリーダイヤル TEL0120-919-720
●受付時間
午前 10:00〜12:00

午後 13:00〜17:00（土日祝日は定休日）

※有効期限：2019 年 4 月末日

お友達のご紹介で・
・・

会員様に 1 ポイント
入会者に 1 ポイント

プレゼント！

1point
No.101

ロディ
カフェタイムセット

ロディプリントクッキー×４・ロイヤル
ミルクティスティック１３．８ｇ・カフェ
オレスティック１２．９ｇ×各２

No.108
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No.102

フォション
サクリスタンセット

箱約１２．８×８．５×４．５ｃｍ・重
量約８０ｇ●サクリスタン×６（フラン
ボワーズ・ピスターシュ各３）
【小麦・乳】

No.109

北海道ラーメンセット 10WAY
４食
キッチンはさみ

札幌ラーメン醤油味８０ｇ×２・札幌ラー
メン味噌味８０ｇ×１函館ラーメン塩味
８０ｇ×１【小麦・卵】

No.115

エイドクルー＃78

現品約１５×１０．５×２ｃｍ・重量約１７８ｇ
●グルーミング７点セット（爪切り・エチケットハサ
ミ・耳カキ・爪ヤスリ・毛抜き兼ピンセット・キュー
ティクルカッター・ルーペ）
・キズテープ３Ｐ・綿棒
１０Ｐ・ワンタッチ包帯・コットンパフ３Ｐ×各１

No.103

石丸製麺
讃岐屋の自信作

箱約１３×２７×２．５ｃｍ・重量約
５４０ｇ●讃岐うどん２５０ｇ×２
【小麦】●讃岐伝統の味

No.110

※色指定
不可

１０種類の役立つ機能を備えたキッチン用
ハサミ●現品約１９×９．４×１ｃｍ・重量
約９０ｇ●ハサミ・マイナスドライバー・缶切
り・ウロコ取り・レンチ・栓抜き・くるみ／銀杏
割・オープナー・ケーブルストリッパー・ナイフ

スティック
音波振動歯ブラシ

かわいいコスメみたいなデザイン 音
波振動でお口の汚れをすっきり●１
５ ．８ × １ ．９ × １ ．９ ｃ ｍ ● ネ イ
ビー・ピンク・ホワイトボード●単四乾
電池１本使用（別途）

No.116

今治 さざなみ
ハンドタオル

現品約３４×３５ｃｍ●綿１００％
●ハンドタオル１枚●日本製

No.104

たまごめし

箱約１８．５×１６．５×６ｃｍ・重量
約５００ｇ●本枯節かつおパック２ｇ
×３・鰹そぼろ
（カツオの佃煮）１１ｇ
×１・たまごかけ醤油１５０ｍｌ×１
【小麦】

No.111

ＵＣＣスティック
コーヒーセット

炭焼珈琲１．８ｇｘ４、
カフェプラス生
クリーム入２．５ｇｘ４

No.112

温泉三昧
名湯ギフトセット

セーフティ緊急
防災６点セット

名湯を愉しむ贅沢な時間●箱約３×２
４．５×２１．３ｃｍ●セット内容、入
浴剤４包（草津・別府・有馬・登別）
・ボ
ディーウォッシャー ５点セット

現品（ポーチ）約２５×２０ｃｍ●ポーチ・軍
手・ＬＥＤライト（単四電池３本使用・別売）
・ア
ルミシート・フラットホイッスル・防災のしおり
×各１

No.201

2point

No.105

No.202

No.106

エクセルパック
ウエッジウッドワイルド
ストロベリーティーバッグ 5点セット

ファインストロ ベリー・ピクニック・
ウィークエンドモーニング各２ｇ×各
３●クリアケース入

No.113

現品約２１．５×１７．５×２１ｃｍ・
重量約４８０ｇ・実用容量約１．３ℓ
●日本製

透明マドで中身が見やすくなっていま
す。●現品ポリプロピレンＬ（約１２．
７×１２．７×４．９ｃｍ・３８０㎖）
×２、Ｍ（約１２．６×９．２×４．２ｃ
ｍ・２２０㎖）×３●日本製

No.114

ホリデーツールセット ホームクリーンセット

基本的な工具をチョイスした手軽でシンプルな
ツールです●現品（ケース）約１５×６×３．５
ｃｍ・重量約２７０ｇ●ビット×６・ソケット×
４・精密ドライバー×５・ビットドライバー・エク
ステンションバー・ビットアダプター×各１

No.203

ムーミン
エクセレントシェフ メルクローチェ
レンジ容器6点セット 笛吹ケトル(1.8ℓ） キッチン5点セット

レンジ容器小（２４０ｍｌ）大（５００
ｍｌ）×各２・中（３００ｍｌ）×１・お
しぼり１枚●日本製

No.107

箱約２７．８×２５．５×４．３ｃｍ・
重量約３８０ｇ●キッチンばさみ・お
ろし器・皮引き・コルク抜き・栓抜き×
各１

花王アタック
（２７ｇ×３袋）
・キッチン
パック
（Ｍ５０枚）
・バブルソフトクリー
ナー２Ｐ×各１・ライオンチャーミー２
６０ｍｌ×２●日本製

No.204

ネスカフェゴールドブレンド
プレミアムスティックコーヒー

箱約４５．１×２３×２．９ｃｍ・重量約
４５０ｇ●ゴールドブレンド濃厚ミルク
ラテ７ｇ・ゴールドブレンド濃厚カプチー
ノ７ｇ・ゴールドブレンドコク深め６．６
ｇ・ゴールドブレンド６．６ｇ×各６

2point
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No.206

No.207

ホテルオークラ
煌彩 ローストビーフ 新宿中村屋
花の色よせ
（14袋）
プリン＆コーヒーセット ギフトセット

ホテルオークラ監修。北海道の牛乳を原料にし
たミルクプリンとカスタードプリンです。
ドリップ
コーヒーと一緒にお楽しみください●ミルクプ
リン７５ｇ×２・カスタードプリン７５ｇ×２・
コーヒー８ｇ×４●賞味期間１８０日（常温）

No.212

ローストビーフは真空調理製法で肉の旨み
をとじ込めジューシーでやわらかな口当た
りに仕上げました。●ローストビーフ（モモ）
２００ｇ×１・トリュフ仕立てソース１００
ｍｌ×１●賞味期間３６５日間（冷凍）

No.213

箱約３０．７×２８．６×５．８ｃｍ・
重量約５００ｇ●おこのみあられ７種
類×１４袋●賞味期間：常温９０日）

No.214

No.208

No.209

No.210

かねふく
無添加ソープギフト
辛子明太子（切れ子）

和がさね

かねふく独自の二度漬け製法でじっくり熟
成。旨味を引きだしました。別添の旨だれを
かければより濃厚な旨味を味わえます。●
辛子明太子（切れ子）２００ｇ、調味だれ
１０ｇ×２●賞味期間：９０日間（冷凍）

箱約２３×２５．５×５．２ｃｍ・重量
約７７１ｇ●石鹸５０ｇ（桜）石鹸８
０ｇ（白桃・河原竹・柚子）×１・入浴料
（梅）２５ｇ×２・ボディソープ３００
ｍｌ（柚子）×１

No.215

「香料・着色料・防腐剤・酸化防止剤・鉱物油」
無添加の石鹸と泡ボディソープ●ハコ約１
８．５×２３．５×７．８ｃｍ・重量約９８０
ｇ●内容量、無添加ピュアソープ６０ｇ×
３・無添加泡ソープ４８０㎖×１●日本製

No.216

No.217

No.211

ドリテック 音波式電動歯ブラシ
ドクターソニック

•約２２，０００回／分の高速振動
•持ち運びやすいコンパクトサイズ
•キャップ付で携帯に便利
•動作音が小さい静音設計
•交換用替えブラシ×１ヶ付

No.218

ホテルオークラ
オルゴ ワンタッチ栓マグ（350ｍｌ） ロイヤルハイネス
三代目たいめいけん
イラストレッチバンド プリン＆コーヒーセット ネイビーブラック
シチズン 電子体温計
紳士ソックス3足セット 洋食屋さんのまろやかカレー8食 腰リラクッション（腰リラ）
※色指定不可
（抗菌消臭加工）

１４種類のエクササイズをプリント。手
を入れる位置によって負荷も調節可。
●現品約８４×５．１×０．５５ｃｍ・
重量約８４ｇ●ポリエステル７０％・
ゴム３０％

ホテルオークラ監修。北海道の牛乳を原料にした
ミルクプリンとカスタードプリンです。ドリップコー
ヒーと一緒にお楽しみください。●ミルクプリン７
５ｇ×２・カスタードプリン７５ｇ×２・コーヒー
８ｇ×４●賞味期間：１８０日間（常温）

No.301

3point

本体丸洗いＯＫ。氷もらくらく入る広口
タイプ●現品約６．８×７．６×１６．
７ｃｍ・本体重量約２２０ｇ

No.302

対応サイズ約25~27cm

No.303

野菜と果実をじっくり煮込んで、
まろや
かなカレーに仕上げました。昔なつか
しい洋食やさんのカレーです。●レトル
トカレー１６５ｇ×８食●賞味期間：
２年間（常温）

No.304

現品約４４．５×２１．５×１４ｃｍ・
本体重量約７８０ｇ●ポリエステル１
００％・低反発ウレタンチップ

No.305

マリ・クレール ステンレス カリーナ
ディオ・ミーオ
茶審査技術 六段 監修
銀座千疋屋
タンブラー（360ml）レッド 電気ケトル
（1.2ℓ） カトラリー１6点セット 静岡茶詰合せ「SATSUKI」 銀座ゼリー

ボトル内部にテフロン加工を施し、汚
れや臭いが落としやすく、いつでも温か
いコーヒーやジュースが楽しめます。●
現品約７．８φ×１６．５ｃｍ・重量約
２４０ｇ●口径約５０ｍｍ

パステルカラーがお部屋を明るく演出
します。●現品約２１．５×１６×１
９．５ｃｍ・本体重量約７３０ｇ●消
費電力９００Ｗ●コード長約１．１ｍ
●容量約１．２ℓ

「ディオ・ミーオ」
とはイタリア語で「おや
おや！」
という意味です。●ディナース
プーン・コーヒースプーン・ヒメフォー
ク×各５本、
キッチンクロス１枚

茶審査技術六段大塚裕彦氏が監修し
た５月に摘み取られた緑茶を、急須１
回分ずつ小分けにして詰合せました。
玉露・煎茶・深蒸し茶×３袋・かりがね
茶×２袋・玄米茶×４袋

箱約２３．５×２６×４ｃｍ・重量約
９００ｇ●ゼリー（マンゴー・キウイ・
ブルーベリー）各７５ｇ×２・ゼリー
（ラ・フランス・グレープフルーツ・さくら
んぼ）各７５ｇ×１

文字が大きい大画面液晶。６０秒検温、バックライ
ト付。現品約２×１２．５×１．２５ｃｍ・本体重
量約１５ｇ●ボタン電池（ＬＲ４１）１個付（モニ
ター用）●検温方法＝予測式（６０秒予測検温・実
測検温兼用）●検温部位＝ワキ下●防水仕様

No.306

煌彩ハムギフト

ＪＡＳ特級規格のハムを盛り込んだど
なたにも喜ばれる人気シリーズ。●特級
スモークハム２００ｇ・あぶり焼焼豚２
１０ｇ・黒胡椒ミートローフ１８０ｇ×
各１●賞味期間：８０日間（冷蔵）

3point
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No.308

No.309

No.310

No.311

No.312

古美仕上
ダンロップ スリクソン Z-STAR 貝印
a day ハンドケアギフトセット タニタ 活動量計カロリズム アンパンマン
カーブキッチンバサミ
ライチ＆ローズ
forウォーキング ※ブラック ガブガブばいきんまん ステンレスタンブラー（300ml） ボールギフト（ボール3個）

ミネラル豊富な海洋深層水と１０種類
以上の植物由来成分配合のハンドク
リームとハンドソープ●内容量ハンド
クリーム５０ｇ・ハンドソープ１５０ｍ
ｌ各１

No.401

★ 早歩きセンサー搭載で、歩きと早歩きを自動で分
類。ウォーキングが趣味の方に最適な活動量計です。★
見やすい表示 普通歩き、早歩き、合計の歩数と歩行
距離を表示します。★ 日常生活の消費カロリーも計測
します。★ スライドクリップで簡単に装着が出来ます。

No.402

ハズレの歯わ押すと、ばいきんまんの
口が閉じるハラハラドキドキのゲーム
です。●現品約１６×１１．５×１１
ｃｍ・本体重量約４００ｇ

No.403

新潟県燕市の職人の研磨技術と銅メッ
キ古美加工に仕上げたタンブラー●現
品約７．５φ×１０．５ｃｍ・約１５０
ｇ

No.404

箱約３９．７×２１．７×４．５ｃｍ・重量約４９５ｇ●ゴルフ
ボール（ホワイト×１・プレミアムパッションイエロー×２）ウォッ
シュタオル（綿１００％・約３４×３６ｃｍ）×１・マーカー（亜
鉛合金・直径２．６ｃｍ）×２・ソックス（ポリエステル、綿、ポリウ
レタン２５〜２７ｃｍ）・ウッドティ（ロング約７．８ｃｍ）×３

No.405

サーモス スープジャー 銀座 レ ロジェ エギュスキロール マイヤー 電子レンジ圧力鍋 新潟県産米食べ比べ 利久
アイス 8個
３点セット
（270ml）

スープやデザートでおいしいランチ！ご
ろごろ具だくさんも食べやすい広口設
計。●現品約９．５φｃｍ×１０ｃｍ
●容量約２７０ｍｌ

No.408

２００７年フランス最優秀職人国家認定を授与された
アンドレ・ロジェが監修したアイスデザート。ダブルベ
リー・ストロベリー・バニラ＆ブルーベリー・バニラ＆スト
ロベリー・チョコオレンジ・チョコバナナ・キャラメル＆ク
ランチ・キャラメル＆ナッツ各１０５ｍｌ×各１（計８）

No.409

時間のかかる料理が「レンジにまかせ
て」すばやくできちゃう電子レンジ専用
圧力鍋●現品約２６×２２×１３．２
ｃｍ・重量約１．１ｋｇ・容量約２．３ℓ

No.410

ブラウン ポケット
イルムスキッズ 四重織ガーゼ ミッフィーブロックス
シェーバー（乾電池式） おひるねケット ブルー

スパッとヒゲを根本から剃る深剃りと鋭い
切れ味が特徴●現品約５．７×３．２×
１１．８ｃｍ・本体重量約１２０ｇ●単
３乾電池２本付（モニター用）●水洗い可
能●回転式保護キャップ●着脱式ブラシ

●現品約７０×１００ｃｍ・重量約５
００ｇ、綿１００％・日本製

●ミッフィーの世界観のつみきセットで
す。小さくかわいいサイズですので赤
ちゃんから遊べます。●現品約２４．２
×２０．７×６．５ｃｍ・天然木・木箱
×１、つみき３２・対象年齢１歳６カ月

新潟を代表する銘柄米（魚沼産コシヒカリ特別栽培米・佐渡産コシ
ヒカリ・岩船産コシヒカリ）の高級セットです。米作りに最適な土と
水、そして生産者の情熱。各産地を食べ比べて本物の味をお召し上
がりください。＜セット内容＞魚沼産コシヒカリ特別栽培米２ｋｇ
×１・佐渡産コシヒカリ２ｋｇ×１・岩船産コシヒカリ２ｋｇ×１

牛タン詰合せ うなぎ割烹「一愼」特製蒲焼

No.411

愛知県産の「活うなぎ」を一尾ずつ手に取っ
て上質の鰻だけを丁寧に焼き上げました。香
りとコクのある「一愼特製」の蒲焼のたれは
鰻本来の旨味を引き立たせます。●蒲焼６
０ｇ×３袋・蒲焼たれ５０ｍｌ・山椒×３袋

No.501

フジタパターマット

5point
藤田寛之プロと共同開発。
「 実戦仕様」のパター
マットを商品化。プロが勝つために考えたパター
マット。１．５ｍのパッティングに絶対の自信が。
●現品（ベース部）約３０×５２×１０ｃｍ（マッ
ト部）約１７０×２３ｃｍ・重量約１．５ｋｇ

キッチンから食卓まで使えるカーブバ
サミ。まな板いらずで、下ごしらえや料
理の小分けにも便利●現品全長約２
３ｃｍ・刃渡り約９．５ｃｍ・重量約１
６５ｇ

No.406

仙台を代表する牛タン料理専門店 利久。●牛タ
ン１１０ｇ・牛タンペッパータンソフトスライス１
００ｇ・さきっちょ牛タン切り落とし１００ｇ・牛タ
ンシチュー１８０ｇ・牛タンカレー１８０ｇ・南蛮
味噌４０ｇ×各１●賞味期間：３０日間（冷凍）

4point

八代目儀兵衛
十二単（満開）

五つ星お米マイスターが選び抜いた精選ブ
レンド米●米１２種（極・結・和・健・洋・中・
餅・玄・粥・鮨・丼・煮）各２合（３００ｇ）各１

No.407

タニタ 塩分計
しおみくん

薄味・普通味・辛味を３色のＬＥＤ６
点で見やすく表示。３０℃〜９０℃ま
での範囲が測定可能●ＬＲ４４アルカ
リボタン電池３個付

No.502

ほんわかふぇ
電気卓上串揚げ鍋

卓上で揚げ物調理が楽しめます。●現品約２
４×２０．５×２０ｃｍ・重量＝１．０５ｋ
ｇ●消費電力＝６５０Ｗ●コード長約１．４
ｍ●最小油量＝約２５０ｇ・最大油量＝約
５５０ｇ●適正油量＝約５００ｇ●日本製

5point
No.503

2017- 2018

会員紹介ポイント交換カタログ
No.504

ツインバード空気清浄機 尾西食品の和洋メニュー
ファンディスタイル（3畳） +お水セット

マイルームにおすすめな省スペース＆
パーソナルサイズ。●現品約３３×１
１×２６．５ｃｍ・本体重量約１．９ｋ
ｇ・ＡＢＳ樹脂・ポリプロピレン

No.801

タニタ 体組成計
ホワイト

強化ガラス、立てかけ収納、乗るピタプ
ラス。●５０ｇ単位の高精度測定と充
実した測定項目●「体重急激増減お知
らせ機能付」●現品約２１．７×３１．
６×２．７ｃｍ・本体重量約１．５ｋｇ

劇中の効果音が流れる目覚まし。アラーム時刻にな
ると頭部のランプが点灯、左右に首を振りその場で
回転し始めます。●本体約１２×１６．７×１０．
２ｃｍ・重量＝約５８０ｇ●単三アルカリ乾電池
２本付（モニター電池）●中国製またはベトナム製

6point

箱約３１．７×２１．６×２２．６ｃ
ｍ・重量約５ｋｇ●五目御飯・わかめ
ご飯・ドライカレー・チキンライス×各
３・保存水５００ｍｌ×６本

No.802

アイムトイ
ウォーカー＆ライド カウ

パズルなど色々な遊びが楽しめる手押
し車●現品約２３．５ｃｍ×３９．５
ｃｍ×４３．５ｃｍ・重量約３．２ｋｇ
●本体・プルトイ各１・パズルパーツ６
個・●対象年齢１歳〜●ＣＥ合格品

No.1003

スターウォーズ Ｒ2-Ｄ2
アクション目覚まし時計

No.601

No.2001

20point

10point

合計268ページ・約1500点掲載

No.3001

30point

No.1002

今治謹製 来島海峡波文様タオル ヴィダルサスーン
マイナスイオンドライヤー
ケット2枚セット（木箱入）

蒼社川名水と伝統の織りの技●現品約
150×190cm●綿100%

No.2002

8point

目録で送る！厳選ブランド肉！

No.1001

安定吸引のサイクロン方式採用。布団
の汚れや菌をクリーンに。●本体約１
４３×３１０×２６０ｍｍ

ＴＯＷＡＮＹ2018
ティファール インジニオ・ネオ
IHステンレスエクセレンス9点セット ギフトカタログ ＡＧＡＴＥ

フライパン２６ｃｍ・ソースパン１６ｃ
ｍ・ソースパン２０ｃｍ・ソテーパン２
４ｃｍ・シールリッド１６，２０ｃｍ・ガ
ラス蓋１６，２０ｃｍ・取っ手１本

平野レミ考案話題のレミパン●現品約
３８×２０．８×１４ｃｍ●重量約
１．１ｋｇ●容量約１．９ℓ（深さ約
６．５ｃｍ）

No.804

北海道 乳蔵
ふとんクリーナー
オリジナルスイーツセット 「クリンスリープ」

北海道産の小麦を使用し、生地に苺の果汁とココアを練りこんだ２種類の「レア
ロール」・クリームチーズにオレンジピールを入れた「レアチーズケーキ」・ほんのり
キャラメリゼした「焼きプリンケーキ」と２種類のプリンの詰合せ●レアロール（イ
チゴ・チョコ）各１本・焼きプリンケーキ・レアチーズケーキ（オレンジピール入り）
各１００ｇ×２・北海道プリン１００ｇ（カラメルソース付）・あいすプリン各４個

No.603

ティファール ヴィテス
ピコレミパン
（20cm）目録で送る！国産ブランド肉
ネオ（1.0ℓ）カフェオレ イエロー
秀吉コース

現品約２４×１８×２１ｃｍ．
・重量
約１ｋｇ●消費電力１４５０Ｗ●
コード長約１．３ｍ●自動電源オフ・空
焚き防止機能付

No.803

No.602

温度も風量も操作しやすいタンブラー
スイッチ。マイナスイオン機能搭載●現
品約２７．５×９×３０ｃｍ・本体重
量約６６０ｇ

No.3001

アイロボット 床拭きロボット ダイソン V6
ブラーバジェット240
トリガープラス

ジェットスプレーと振動するクリーニング
ヘッドでこびりついた汚れやベタつきを
浮き上がらせ、
しっかり拭きとります。●
現品約１７．８φ×１７×８．４ｃｍ・重
量＝約１．２ｋｇ（バッテリー含む）

ベッドや布団の繊維に入り込んだダニ
アレルゲンを含むハウスダストを掻き
取ります。●現品約１４．４×３９．９
×２０．８ｃｍ・本体重量１．６３ｋｇ
（モ−ターヘッド・バッテリー含む）

