
グリーンハウスのポイント

貯め方・使い方ガイド
POINT
SERVICE
GUIDE

グリーンハウスの
ポイントはご存知ですか？

効率よくポイントを貯める方法や、ポイントの交換方法を
ご紹介します。皆様なりの使い方で楽しんでくださいね♪

貯め方

使い方

交換方法

ポイントの使い方は、お値引きと
景品交換の2通り！

ポイント数に応じてお好きなものをお選びください。
定期コースをご継続中の会員様なら商品値引きだけでなく、貯めたポイントを素敵なプレゼントにも交換できます！ 
このカタログの中から、お持ちのポイント数に応じてお好きなものをお選びください。

お気に入り商品のお値引きに使う

お目当ての景品と交換する

※景品交換は定期コースご継続中のお客様のみのサービスとなります。

※会員クラスは毎月20日頃に更新されます。

●景品交換にお申し込みいただけるのは、現在
グリーンハウスの定期コースをご継続中の定期
会員様に限ります。（楽天市場を含むモール経
由からお申込みの定期会員様は除く）
●メーカーの都合によりデザインや色などが掲
載景品と異なる場合がございます。※掲載景品
は、在庫状況等により予告なしに変更される場
合がございます。また、品切れの場合は、別の景
品への交換、もしくは類似品でのお届けとなりま
すのでご了承ください。●景品はお申し込みい
ただいてからお届けまでに約1ヵ月程かかりま
す。●商品とは別便でお届けします。●配達日
指定は承れません。※お時間帯指定は可能で
す。●ギフト包装は承れません。●お持ちのポイ
ント数が交換に必要なポイント数に満たない場
合は交換できません。また、足りないポイント数を
現金で購入することもできませんのでご了承くだ
さい。●ポイント景品交換をお申し込みいただい
た後は、変更・キャンセルはできません。●複数
色がある場合など、プレゼントNoはお間違いの
ないようにご注意ください。●定期コースを中止
された場合、景品交換はサービス対象外となり
ます。●定期コース中止と同時のポイント景品
交換はお断りしております。●ポイント景品のお
届けはご登録の住所に限らせていただきます。

ポイント景品交換申し込みのご注意点

会員クラスによって購入時のポイント付与率が最大で5倍に！ 
さらに不定期開催のポイントUPイベントで… 
もうすごいことになっちゃいます！

※プレゼントNo・景品名・数量・郵便番号・住所・氏名・電話番号をご記入のうえ、お送りください。※商品お届け時に同梱される、注文用紙からもお申し込みいただけます。

《お値引きの場合》 《景品交換の場合》
ポイント数に
応じて景品GET!

1円として
ご利用いただけます。
＝1Pt

スタッフ
酒匂 

お買い上げ金額に応じたポイントはもちろん、不定期に開催されるイベントや
ご意見ハガキの送付等でどんどんポイントを貯めましょう♪

お支払い金額
100円ごとに

1～5 Point
※会員クラスによって変わります。

1 2お持ちのポイント数を確認する
商品同封の「お買上げ明細書」もしくはマイページで
確認できます。

ご希望のポイント景品を
選ぶ
ポイント数に合わせてお選びください。
2つ以上の交換も、保有のポイント数
が交換に必要なポイント数の合計を
満たしていれば可能です。

お申し込み先はこちら

0120-855-232
受付時間／9：00～18：00（月～金）　※年末年始を除く

お電話 0120-173-831
受付時間／24時間

FAX
3 定期コース中止と同時のポイント景品交換はお断りしております。

耳より情報

ホームページで
レビューを書いて

100 Point

さらにコメントが（ハガキ、アンケート内容）
印刷物やHPに採用されると

1000 Point

 年間購入金額
1万円未満 1万円以上 3万円以上 6万円以上 10万円以上

2Point
3

Point

4
Point

5
Point

レギュラー シルバー
ブロンズ

ゴールド100 円ごとのポイントプレゼント

1Point

会員クラスU
Pで

こ～んなにお
得！

の2品でもOK!

500Pt 500Pt
【例】保有ポイント数が1000Ptの場合

スタッフ
倉智

貯め方は
こ～んなに沢山！

プラチナ

お便りハガキを
送ると 100Point

112 ポイント

2021/10/13お買上げ明細書
見本

使い方は
アナタ
次第です！

定
期
会
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様
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P1～2
999ポイント未満

P3
1000～1999ポイント未満

P4
2000～4999ポイント未満

P5
5000～9999ポイント未満

P6
10000ポイント以上

2021年保存版

カタログ有効期限  2022年1月末日
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手がぬれずに
お米が洗える

リビングやオフィスで大活躍

色指定は
できません

色指定は
できません

色指定は
できません

レンジでお手軽クッキング！
5種類（炊く、蒸す、煮る、茹でる、煮込む）
の調理方法がこれひとつでOK！

大きい画面で遠くからでも
タイマー表示が良く見えます。
マグネット付きで冷蔵庫などに

貼り付け可能。

ビンの樹脂キャップ取り・ラベル剥がし・
スプレー缶のガス抜き・ペットボトルの
フィルム剥がし・リング取りが
これ一本でできる。

POINT～999POINT～999

ポイント交換
プレゼント！
P1～P6 に掲載され

ている景品の中か

らお持ちのポイント数
に応じてお好きなも

のをお選びください。

もらって嬉しい

オーバル
デスクスタンド
サイズ：約5×15×8㎝、重量：約142ｇ、時
計・カレンダー・温度・アラーム・カウントダウ
ンタイマー付き、単4電池2本使用（別売）
※ペンなどはついておりません。

10496プレゼントNo

900
Point

＜AGF＞
スティックコーヒーギフト
ちょっと贅沢な珈琲店スティックプレミアムビター7ｇ×2・プレ
ミアムマイルド7g×2・ちょっと贅沢な珈琲店スティックブラッ
クブラジルブレンド2g×4、箱サイズ：約17.7×16.5×2.1㎝、
重量：約100g、特定原材料：乳

10556プレゼントNo 500
Point

ライト付
スタンドルーペ
サイズ：約16.5×7.5×2㎝、重量：約109ｇ、
単3電池2本使用(別売)

10489プレゼントNo

800
Point

見やすいキッチンタイマー
10477プレゼントNo

400
Point

10WAY
キッチンはさみ
サイズ：約19×9.4×1㎝、重量：約90g、
ステンレス製
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／銀杏割り・オ
ープナー・ケーブルストリッパー・ナイフ

10484プレゼントNo

500
Pointサイズ:約7×5.3×1㎝、重量：約25g、

AG10ボタン電池内蔵、取扱説明書付き

エコマイラインバッグ
サイズ：約30×45×25㎝、重量：約265g、
素材：ポリエステル

880
Point

八雲　
ペアフリーカップ
サイズ：約7.8Φ×11㎝、重量：約400g、
容量：約280㎖、陶器、日本製

10487プレゼントNo

750
Point

ビューティーシェイプ
サイズ：約19.3×8.8×3.8㎝、重量：
約154ｇ

10483プレゼントNo

500
Point

レンジdeクック職人
サイズ：約20.4×18.6×13.4㎝、重
量：約425ｇ、容量：約1.5ℓ、取扱説
明書付き

10488プレゼントNo

800
Point

＜今治タオル＞
オフホワイト
サイズ：約32×84㎝、材質：綿

10482プレゼントNo

500
Point

米こさん
サイズ：約15×12.5×14㎝、
重量：約185g、1～3合用、日本製

10486プレゼントNo

680
Point

軽量無地ミニ傘
サイズ：約55㎝×6本骨、重量：約175ｇ、
生地:ポリエステル、3段式

980
Point（黒）10498プレゼントNo

（紺）10499プレゼントNo

（ベージュ）10500プレゼントNo

（ブラック）10490プレゼントNo

（レッド）10491プレゼントNo

（シルバー）10494プレゼントNo

（ホワイト）10492プレゼントNo

（グリーン）10495プレゼントNo

（イエロー）10493プレゼントNo

ビジネスカラー電卓
サイズ:約17.2×10.6×2.5㎝、重量:約140ｇ、12桁・
2電源(LR1130ボタン電池内蔵・ソーラー)・税計算・早
打ち対応・桁下げキー・メモリー

（ブラック）10480プレゼントNo

（ベージュ）10478プレゼントNo

（レッド）10481プレゼントNo

（ネイビー）10479プレゼントNo

900
Point

和RAKUおかきセット
味付おかき(えびマヨ味・ごまサラダ味)
各65g、サイズ：約23×16×5㎝、
重量：約140g、特定原材料：卵・えび

10557プレゼントNo

500
Point

寺岡家の
調味料詰合せ
寺岡家の減塩醤油150㎖・寺岡家のゆず
ぽんず150㎖（白箱入）
箱サイズ：約11.5×5.6×14.3㎝、重量：約
631g、特定原材料:小麦

10554プレゼントNo

600
Point

リサイクルツール　
ハイ！環良！！
サイズ：約16.5×3.6×2.7㎝、
重量：約77g、刃物用特殊ステンレス鋼・
ABS(再生率40%)

10485プレゼントNo

600
Point

赤い帽子　ブルー
箱サイズ：約21.9×27.8×4.6㎝、重量：約
592ｇ、８種２０個入り

10497プレゼントNo

980
Point

レジかご対応
しっかり生地のエコバッグ。

ビジネスをカラーで華やかに。倍率約３倍！
LEDライト付きのスタンドルーペ。

ベージュ紺

黒

ベージュ

ネイビー

ブラック

レッド



3 4

弾力性と保温力に優れた
寝心地の良い寝袋です。

ケースのフタはイスに！
下部分は洗面器に！

包丁を押して引いて約10回。
しっかり握れる安全設計です。

吸水性・速乾性・消臭性がある
珪藻土を使用したバスマット。

お手入れも簡単。

フタしたまま電子レンジ可、フタをはずせば
オーブン可の耐熱性ガラス容器。

温度・湿度表示に加え
2チャンネルアラームを搭載した

電波時計です。

ブルー ピンク

アンパンマン
たのしいおふろセット
ケースサイズ：約22.5×21.5×18㎝、重量：約620g、ケース（イ
ス・洗面器）・アンパンマンボトル・ばいきんまんボトル・水車・手
おけ・水ピス・スポンジ・持ち手兼タオルかけ各1
※対象年齢：2歳～

10524プレゼントNo 3500
Point

ごはんカロリー
モード付

ピンク

ブルー

ミントグリーン ホワイト

ホワイト レッド ブラック ゴールド

グリーン

ブラウン

ピンク

グリーン

＜タニタ＞
デジタルクッキングスケール
サイズ：約19.1×13×3.5㎝、重量：約424ｇ、最大計量：2㎏、
最小表示：1㎏まで0.5ｇ・1～2㎏まで1ｇ、単4電池2本付（モ
ニター用）

3000
Point

＜京セラ＞
ロールシャープナー
サイズ：約19.7×5.8×7㎝、重量：約80g、
※セラミックナイフは研げません。

10519プレゼントNo

2000
Point

2000
Point

箱サイズ:約33×17×8㎝、重量：約2.6㎏、新
潟県産コシヒカリ・新潟県産こしいぶき・秋田県
産あきたこまち・岩手県産ひとめぼれ
各300g(2合)×2

10532プレゼントNo

初代田蔵　
特別厳選本格食べくらべ
お米ギフトセット

4800
Point

＜セイコー＞
電波デジタル目覚まし（白）
サイズ:約9×12.7×5.8㎝、重量:約210g、電波修正・電波オ
フ機能・電子音アラーム・スヌーズ・ライト・フルオートカレンダー・
温湿度、取扱説明書・保証書・単3電池2本付（モニター用）

10523プレゼントNo
3000

Point

POINT1000～1999POINT1000～1999 POINT2000～4999POINT2000～4999

＜オミット＞
スクリュー栓スリムマグ 200ml
サイズ：約5.7Φ×約15.4㎝、重量：約170g、
容量：約200㎖、保温効力５０度以上６時間・
保冷効力１２度以下６時間

1600
Point

麺三味
讃岐うどん150ｇ×2・信州そば150ｇ×1・名古屋名物きしめ
ん150g×1、サイズ：約24.9×18.3×2.8㎝、重量：約710g

10558プレゼントNo 1000
Point

乾麺・全国繁盛店
ラーメンセット６食
札幌黒帯味噌味、秋田十郎兵衛醤油味、博多入船食
堂とんこつ味各２食入
箱サイズ：約３９×２１.５×５.５cｍ、日本製、特定原材料：
卵・小麦

10555プレゼントNo 1400
Point

日本の名湯
箱サイズ：約36.7×14.3×3.2㎝、重量：約558ｇ、登別
カルル・乳頭・熱海・別府　各3袋（計12袋）

10534プレゼントNo 1400
Point

ゼロワンフィールドシュラフ
サイズ：約175×70㎝(収納時：直径約20.5Φ×33.5㎝)、
重量：約1㎏

4000
Point

＜ツインバード＞
ハンディアイロン＆スチーマー
サイズ：約33.5×8×9.8㎝、重量：約870g、タンク
容量：約75㎖、電源：AC100V・消費電力800W、
コード長：約2.5m、衣類ブラシ・毛ブラシ・スタンド・
計量カップ付き

4500
Point

サイズ：約40×30×1㎝、重量：約1.6㎏、
珪藻土50%・紙パルプ23%・消石灰
20%・石膏7%

さらっと快適 
足さら珪藻土バスマット Mサイズ

10520プレゼントNo 2980
Point

～食菜味～
すこやかドレッシングギフト
箱サイズ：約17×21×5.5㎝、重量：約1㎏、信州林檎仕立て
フルーティー胡麻、瀬戸内花藻塩仕立てノンオイル塩レモン、
白だし醤油仕立てノンオイル和風　各120㎖

10542プレゼントNo 1500
Point ＜タニタ＞

デジタル温度計
サイズ：約22.1×4.3×1.5㎝、重量：約
40g、測定範囲：50～240℃（表示単位
0.1℃）、CR2032ボタ ン型電池付、取扱説
明書・保証書付き

1500
Point

2バンド クリップラジオ
サイズ:約6.3×2.8×10㎝、重量：約85g、
AM/FMラジオ(ワイドFM対応)、イヤホンジ
ャック(イヤホン別売)・ベルトクリップ付き、
単3電池2本使用(別売)
※地域によってはワイドFMに対応してい
ない場合がございます。

10515プレゼントNo

1900
Point

＜タニタ＞
歩数計
サイズ：約6.5×2.8×3.7㎝、重量：約30ｇ、
CR2032ボタン型電池1個付（モニター用）

1500
Point

エクセレントシェフ
笛吹ケトル（1.8L）
サイズ：約21.5×17.5×21㎝、重
量：約480g、実用容量：約1.3ℓ、
ステンレス製
※ガスコンロ・IH調理器対応

10516プレゼントNo

1980
Point

大きく見やすい表示・
感度調節機能付き。

制菌・制菌効果長持ち・
防臭機能を持つ衛生タオル。
耐洗濯性にも優れています。

ぶんぶんチョッパーDX
サイズ：約12.5Φ×12㎝、重量：約300g

10514プレゼントNo

1850
Point

みじん切りがあっという間にできる
ベジタブルチョッパー。

飲み口は分解でき、とことん清潔さに
こだわったマグボトル。

（ブルー）10530プレゼントNo

（ピンク）10531プレゼントNo

（ピンク）10521プレゼントNo

（グリーン）10522プレゼントNo

＜ハリオ＞
耐熱ガラス製保存容器３個セット
サイズ：Ｓサイズ(約11.1×10.7×4.7㎝、 250㎖)×2・Mサイ
ズ(約14.3×13.9×6.2㎝、 600㎖)×1、本体：耐熱ガラス、フ
タ：ポリプロピレン、日本製

（オフホワイト）10517プレゼントNo

（レッド）10518プレゼントNo

10526プレゼントNo

オートソープディスペンサー
サイズ：約7.5×18.5×11.5㎝、重量：約270ｇ、容量：約250
㎖、吐出量調節３段階

4000
Point10525プレゼントNo

（ブラック）10501プレゼントNo

（ホワイト）10502プレゼントNo

（ピンク）10503プレゼントNo

（ブルー）10504プレゼントNo

（グリーン）10505プレゼントNo

（ブラウン）10506プレゼントNo

（ピンク）10507プレゼントNo

（ホワイト）10508プレゼントNo

（レッド）10509プレゼントNo

（ブラック）10510プレゼントNo

（ゴールド）10511プレゼントNo

＜メディックピュア＞
フェイスタオル
サイズ：約34×80㎝、重量：約130g、
棉80%・ポリエステル20%、日本製

1800
Point

（ミントグリーン）10512プレゼントNo

（ホワイト）10513プレゼントNo

受付不可 受付不可
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ホワイト ピンク

パールホワイト

ブラック

ブラウン

ブレンダーサイズ：約6.5Φ×36㎝、チョッパー容器サイズ：約
12Φ×16㎝、重量：約630g、電源：AC100V・消費電力
150W、コード長：約1.2m

＜プリマ・ポポ＞
チョッパー付き ハンディブレンダー

サイズ：約10.8×15.7×19.3㎝、重量：約555g、
組立式・粗さ調節可

＜メリタ＞
コーヒーミル クラシック

10540プレゼントNo 6000
Point

＜アピックス＞
ダブルホットプレート
サイズ：約31×40.6×20.3㎝、重量：約2.9kg、
電源:AC100V・消費電力1200W（上下各600W）、
各プレート独立ON/OFFスイッチ・タイマー付き（30分）

10544プレゼントNo

7500
Point

サイズ：持出袋（約34×40㎝）・ボックス（約31×24×8.5㎝）、
重量：約1493ｇ、非常用持出袋、ＩＤホイッスル、カラビナリン
グ、歯ブラシセット、ウェットティッシュ、マスク、軍手、防災の心
得、フェイスタオル、生理用ナプキン８枚入り、フリースブラン
ケット、ソーラーダイナモＬＥＤライト、綿棒＆絆創膏、ヘアブラ
シ、ヘアゴム２Ｐ、５年保存水500㎖、カンパン100ｇ、給水袋
3ℓ、使い捨てカイロ、ソーイングセット、携帯用トイレ1P

女性のための非常持出２０点セット
10535プレゼントNo

5000
Point

＜タニタ＞
体組成計インナースキャン
サイズ：約21×29.7×2.5㎝、重量：約
1.4kg、単4電池4本付（モニター用）、最
大計量150㎏、表示単位：100㎏まで
100g・100～150㎏まで200g、体重・

登人5・ルベレ肪脂臓内・率肪脂体・IMB
録・乗るピタ機能付き

5000
Point

＜シチズン＞
手首式血圧計
サイズ：約6.5×2.9×7.4㎝（適応手首周
13.5～21.5㎝）、重量：約103g、単4電
池2本付（モニター用）、メモリー60回分、
脈間隔変動マーク・体動マーク表示、最新
3回分の平均値表示、収納ケース付き

10536プレゼントNo

5000
Point

＜ティファール＞
アプレシア
エージー・プラスロック 0.8ℓ
サイズ：約21.9×18.5×15.3㎝、重量：約944g（電源プ
レート含む）、電源：AC100V・消費電力1250W、コード
長：約1.3m、容量：約0.8ℓ
沸くまでの時間（満水時）約4分7秒

8500
Point

POINT5000～9999POINT5000～9999

6000
Point

で
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みじん切りやおろしもラクラク
簡単下ごしらえ。

好みの香りに合わせてコーヒー豆を
自分で挽いて香りを楽しむ。

温度調節が簡単な卓上で楽しめる
揚げ物専用鍋。

A4サイズの箱に揃えた
女性ならではの必需品セット。

＜

（パールホワイト）10545プレゼントNo

（ブラック）10546プレゼントNo

（ブラウン）10537プレゼントNo

（ホワイト）10538プレゼントNo

（ピンク）10539プレゼントNo

10533プレゼントNo

サイズ：約24×20.5×20㎝、重量：約1㎏、電源：AC100V・
消費電力650W、コード長：約1.4ｍ

ほんわかふぇ
電気卓上串揚げ鍋

6000
Point

10541プレゼントNo

黒厚釜で芯までふっくら。
玄米や雑穀米もおまかせの
多彩な炊飯メニュー。

14500
Point

サイズ：約33.8×24×20.4㎝、重量：約3.5㎏、電源：ＡＣ
100V・消費電力640W、炊き分け8メニュー・予約タイマー
（逆算式）、しゃもじ・計量カップ・取扱説明書・保証書付き

＜シャープ＞
ジャー炊飯器(5.5合)　

受付不可


