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112 ポイント

2023/10/13見本

定期会員様限定特典

カタログ有効期限 2023年6月末日

選べるポイント
景品カタログ

2023年 保存版

◆ P2 …… 999ポイント以下

◆ P3 ……1,000～1,999ポイント

◆ P4 ……2,000～4,999ポイント

◆ P5 ……5,000～9,999ポイント

◆ P6 ……10,000ポイント以上

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 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♪

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。

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アップイベントで…
もうすごいことになっちゃいます！

お買い物で
お支払い金額100円ごとに

1～5pt
※会員クラスによって変わります

How to get points

使い方
How to use

Exchange method
交換方法

ホームページで
レビューを書いて

100pt
お便りハガキを送ると

100pt

さらにコメントが
（ハガキやアンケート内容など）
印刷物やHPに採用されると

1,000pt

お目当ての

景品と交換に
使う

※1ポイント1円として
ご利用いただけます。

※ポイント数に応じて
景品をゲット！

いつもの
商品の購入で

お値引きに
使う

※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。

1Point
2Point

3Point

4Point

5Point

レギュラー

ブロンズ

シルバー

ゴールド

プラチナ

耳寄り情報 

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

100円ごとの
ポイントプレゼント

年間購入金額

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！ポイント数に応じてお好きなものをお選びください。

ポイント景品交換申し込みのご注意❶お持ちのポイント数を確認する
商品同封の「お買い上げ明細書」もしくは
マイページで確認できます。

❷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。

例）1000pt

例）保有ポイント数が1000ポイントの場合

500pt 500pt
+

2品でもOK！

0120-855-232 0120-173- 831
お申し込みはこちら

★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。

受付時間／9：00～18：00（月～金）　※年末年始を除く 受付時間／24時間OK

フリーダイヤル ファックス

●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し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約1ヶ
月ほどかかります。●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、プレゼント番号はお間違
え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。

※プレゼント番号・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。

※景品はお申し込みいただいてからお届けまで約1ヶ月ほどかかります。



サイズ：約9.8×4.5×3.5cm、重量：約68g、
電池：アルカリ単3×2本（別売）

プレゼント番号 10631
パックシーラー

1枚入、サイズ：約32×84㎝、材質：綿

プレゼント番号 10630
〈今治タオル〉 オフホワイト

商品内容：札幌ラーメン醤油(麺、醤油スープ
×各2)・札幌ラーメン味噌（麺、味噌スープ）、
箱サイズ：約32.5×14×3.5cm、
重量：約420g、特定原材料：小麦・卵

プレゼント番号 10635
札幌ラーメンセット（3食）

800
ポイント

サイズ：約20.4×18.6×13.4㎝、
重量：約425ｇ、容量：約1.5ℓ、取説付き

プレゼント番号 10636 
レンジdeクック職人

680
ポイント

サイズ：約15×12.5×14㎝、
重量：約185g、1～3合用、日本製

プレゼント番号 10634
米こさん

～999pt～999pt～999pt
500
ポイント

500
ポイント

500
ポイント

980
ポイント

サイズ：約55㎝×6本骨、重量：約210ｇ、
生地:ポリエステル100％

プレゼント番号 10639
プレゼント番号 10638
プレゼント番号 10637

軽量ミニ傘

紺
黒
ベージュ

（黒）（紺）

開封したビニール袋を熱によって
再パックできる！

手を水につけずに米研ぎができる。 ご当地ラーメンをご自宅で
手軽に味わえます♪

レンジでお手軽クッキング！
炊く、蒸す、煮る、茹でる、煮込むが
これひとつでOK！

シンプルなデザインで
使いやすい！

商品内容：ちょっと贅沢な珈琲店スティッ
クコーヒー（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

プレゼント番号 10632
〈AGF〉 スティック
          コーヒーギフト

600
ポイント

700
ポイント

商品内容：寺岡家の減塩醤油150ml・
寺岡家のゆずぽんず150ml、箱サイズ：
約11.5×5.6×14.3cm、重量：約631g、
特定原材料:小麦

プレゼント番号 10633
寺岡家の調味料詰合せ

大人気 !大人気 !

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

現在ご利用いただいております「選べるポイント景品カタログ」に

つきまして、新型コロナウイルス感染拡大以降、

景品の入荷遅れ・製造中止など

お客様にご不便をおかけすることが多くなりました。

このような状況から、2023年6月末をもちましてポイント景品交換サービスを

終了させていただくことになりました。

ご利用中のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、2023年7月より景品交換に代わり、新たにポイントで

フルーツ交換のサービスを開始する予定となっております。

新サービスの詳しい内容につましては、別紙をご覧ください。

ポイント景品交換サービスについてご不明な点などございましたら、

下記フリーダイヤルまでご連絡くださいませ。

今後ともグリーンハウスを宜しくお願い申し上げます。

「選べる景品カタログ」
サービス終了のお知らせ

（お問合せ受付時間：平日9時から18時）
0120-855 -232フリーダイヤル

ポイント交換プレゼントポイント交換プレゼントポイント交換プレゼントポイント交換プレゼント
P2～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。

（ベージュ）
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ポイント集 め て 豪 華 商  品 を ゲットしよう♪

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）

プレゼント番号 10645
プレゼント番号 10644
プレゼント番号 10643

〈タニタ〉 歩数計

大きく見やすい表示・感度調節機能付き。

サイズ：約13.2×1.9×1cm、重量：約12g、実測式・お知らせブザー・電池交換可・オートパワーオフ・
防水・前回値メモリ、収納ケース・取説・保証書付き

プレゼント番号 10641
〈オムロン〉 電子体温計

商品内容：牛スジビーフシチュー180g×3、箱サイズ：約21.5×42.5×5cm、特定原材料：乳・小麦

プレゼント番号 10646
情熱ホルモンの
牛スジビーフシチュー3P

サイズ：約22.5×9×2.2cm、重量：約105g、
ライト2灯付き、単3電池2本使用（別売）

プレゼント番号 10642
ライト付きルーペ

サイズ：Ｓサイズ（約11.1×10.7×4.7㎝・250ml）×2・Mサイズ（約14.3×13.9×6.2㎝・600ml）×1、
本体：耐熱ガラス、フタ：ポリプロピレン、日本製

プレゼント番号 10653
プレゼント番号 10652

〈ハリオ〉 耐熱ガラス製保存容器３個セット

サイズ：約7×15×4cm、重量：約252g、アラーム・スヌーズ機能、単3電池2本付き（モニター電池）

プレゼント番号 10655
〈アデッソ〉 竹の電波時計

サイズ：約14×18.5×24㎝、重量：約950g・
600ml、本体：ステンレス鋼・耐熱ガラス、
電源：AC100V・消費電力650W、
取説・保証書付き

サイズ：約7.9×17.2×20.8cm、重量:約420g、電源:AC100V・消費電力1200W、風量1.3 ㎥/分、
外付けマイナスイオン・速乾ノズル搭載、取説・保証書付き

プレゼント番号 10658
〈ラノー〉 
コーヒーメーカー 5カップ

プレゼント番号 10660
プレゼント番号 10659

〈パナソニック〉 ヘアードライヤーイオニティ

サイズ：約Φ12.5×14cm、重量：約435g、
ブレード・パドル・カッター（薄切り、薄千切り、千切り、つま切り、おろし）・安全ホルダー・カッタープレート・
容器・蓋・取説付き

プレゼント番号 10654
〈D＆S〉 マルチ・フードカッター

商品内容：白あみ・味道楽・ちりめんしらす
×各30g、白あさり・白きゃらぶき×各40g、
白かつお角煮・白細切昆布×各50g、
箱サイズ：約16.6×25.6×3.4cm、
重量：約500g、特定原材料：小麦

プレゼント番号 10656
〈新橋玉木屋〉 
白佃煮詰合せ7種入

サイズ：約17×12×2.7㎝、重量：約205ｇ、最大計量：1㎏、最小表示：0.5ｇ、
単4電池2本付（モニター用）、レシピカード・取説・保証書付き

プレゼント番号 10651
プレゼント番号 10650

プレゼント番号 10649

〈タニタ〉 デジタルクッキングスケール

サイズ:約6.3×2.8×10cm、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。

2バンド クリップラジオ

2,000～4,999pt2,000～4,999pt1,000～1,999pt1,000～1,999pt

ブラック
ホワイト
ピンク

サイズ：約5.5Φ×20cm、重量：約200g、
口径：約4.5cm

プレゼント番号 10648
プレゼント番号 10647

〈オミット〉 
スリムマグボトル300ml

黒
白

（黒） （白）

（ブラック）

（オフホワイト）

（レッド）

（ホワイト） （ピンク）

オフホワイト
レッド

ハンドルを引くだけで簡単に
みじん切りができあがり！

箱サイズ：約23.5×18.5×8cm、重量：約630g、メスティン(約29×9.8×6.6cm)・
シェラカップ（約17.5×12.5×4.2cm）・メッシュトレー（約15.9×8.8×1.5cm）・
折畳簡易コンロ（約10.2×7.5×5.5cm）、収納袋付き

プレゼント番号 10657
〈キャッチフィールド〉 アウトドア5点セット

フルーツを存分に満喫できるセットです！

様々な料理が楽しめる野外調理セット。 一度に最大5杯分が作れます。

さっと炊き上げて、具材を柔らかく
仕上げたやさしい佃煮です。

アラーム機能付きの電波時計。

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。

とことん栓の清潔さにこだわるボトル！

ライト付きで見やすい！

牛スジの旨味たっぷり♪

ゴールド
ピンクゴールド

アイボリー
ダークグレー

（ゴールド） （ピンクゴールド）

（アイボリー） （ダークグレー）

表示がはやい「すぐゼロ®」
「すぐピタ®」付スケール。

大人気 !大人気 !

商品内容：ホワイトチョコボール×5、
チョコクランチ×3、ナッツベリーハート・
バニラアーモンド・ラングドシャロール・
ストロベリークッキー・キャラメルショコラ
サンド・レッドハット×各2、缶サイズ：約
21.9×27.8×4.6cm、重量：約592g、
特定原材料：小麦・卵・乳成分

プレゼント番号 10640
〈赤い帽子〉ブルー

商品内容：果汁100％すりおろしリンゴ
ジュース500ml×2、もも果汁入り飲料
（果汁50％）・果汁100％ラ・フランスジュース
各500ml×各1、果実ゼリー（国産蜜柑）・
果実ゼリー（三種果実）各400g×各1、
箱サイズ:約38.5×32.5×7cm、
重量：約4.9kg

プレゼント番号 10661
果実のゼリー・
フルーツ飲料セット

1,250
ポイント

1,100
ポイント

1,300
ポイント

1,500
ポイント

1,500
ポイント

1,800
ポイント

1,900
ポイント

2,000
ポイント

2,500
ポイント

3,500
ポイント

4,000
ポイント

4,900
ポイント

4,000
ポイント

4,400
ポイント

3,200
ポイント

1,980
ポイント

43



スタッフ 厳 選！こだ わりの  商 品 を 取り揃 えました ♪

Present  for  you 

10,000pt～10,000pt～5,000～9,999pt5,000～9,999pt
5,000
ポイント

サイズ: 約21×29.7×2.5㎝、重量：約1.4㎏、単4電池4本付（モニター用）、体重・BMI・体脂肪率・
内臓脂肪レベル・5人登録・乗るピタ機能、取説・保証書付き

〈タニタ〉 体組成計インナースキャン サイズ：非常袋（約44×38×1㎝）・ボックス（約35.8×26×8㎝）、重量: 約980ｇ、非常袋、コンパクトFM
ラジオ、ラジオ用電池単4×2本、2WAYぴかりんライト、ライト用電池単3、レジャーシート1畳用、
防寒シート、ホイッスル、簡易トイレ、給水袋5L、絆創膏2サイズ40枚、タオル、軍手、ゴミ袋45L10枚、
ポリラップ20cm20m、防災用ウエットティッシュ20枚、カイロ2個、マスク2枚、ティッシュ2個、防災ガイド

プレゼント番号 10665
非常時持ち出しセット20点 サイズ：約15.5×22.5×102㎝、重量：約1.7㎏、

電源：AC100V・消費電力270W、
集じん容量：約0.6L、吸込仕事率70W、
スティックとハンディの2WAYタイプ、
すき間ノズル・すき間ノズルホルダー・
ハンドル・床用急込口・取説・保証書付き

プレゼント番号 10673
〈ツインバード〉
サイクロンスティック型クリーナー

8,000
ポイント

9,000
ポイント

サイズ：テーブル約36.5×36.5×38㎝・チェア約34.5×32×48cm・収納時約50×30×11cm
重量：約3.2kg、ポリエステル・ナイロン、耐荷重/テーブル10kg・チェア60kg、収納バッグ・取説付き

プレゼント番号 10669
〈キャプテンスタッグジュール〉
コンパクトテーブルチェアセット

5,000
ポイント

10,000
ポイント

14,500
ポイント

6,300
ポイント

サイズ：約15.4×6×2.1㎝、重量：約120g、
自動コース9種類・こだわりモード4種類・
強さ１０段階調整、単4電池×2添（モニター
用)、ロングライフパッド×２・導子コード
Kタイプ・導子収納具・ソフトケース、
取説・保証書付き

プレゼント番号 10667
〈オムロン〉
低周波治療器エレパルス

痛みをすっきりさせたい方に。
1200Hzで肩や関節などの痛みを和らげます。

家庭やオフィスに常備したい
非常用持ち出しセットです！

サイズ：約33.8×24×20.4cm、重量：約
3.5kg、電源：AC100V・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・取説・保証書付き

プレゼント番号 10676
〈シャープ〉
 ジャー炊飯器（5.5合）

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。

(ブラウン)

(ホワイト)

(白) (黒)

(ピンク)

プレゼント番号 10664
プレゼント番号 10663
プレゼント番号 10662 ブラウン

ピンク
ホワイト

6,000
ポイント

7,000
ポイント

8,000
ポイント

サイズ：約27.5×22×15.5cm、
重量：約830g、単３アルカリ電池3本使用
（別売）、※対象年齢：8カ月～

プレゼント番号 10666
〈アンパンマン〉 
光るドレミファ♪
マジカルボンゴ

叩くと光って音がなる、
小さなお子様も楽しめるボンゴです♪

持ち運びに便利な収納バッグ付き、
レジャーに最適です！

サイズ：約6.2×9.3×2cm、重量：約86g、
単4電池2本付（モニター用）、メモリ60回分・
血圧確認マーク・朝週平均確認、
収納ケース・取説・保証書付き

プレゼント番号 10672
〈オムロン〉 手首式血圧計

使いやすい軽量ボディ♪ 1～2人で焼肉を楽しむのに
ぴったりなサイズ！

サイズ：約38×25×8cm、重量：約2.1kg、
電源：AC100V50/60Hz・消費電力
1000W、コード長：約1.9m、フッ素加工・
油受けトレイ

プレゼント番号 10674
減煙グリルプレート

12,000
ポイント

10,000
ポイント

15,000
ポイント

20,000
ポイント

サイズ：約45×30×20cm、重量：約2.46kg、
容量：24L、TSAロック・4輪キャスター・
国内線100席以上持込可

プレゼント番号 10675
〈レジェンド〉 
キャリーケース
サイド取っ手付（ブラック）

（フライパン22cm）サイズ：約23.8Φ×
5cm、重量：約615g、（フライパン26cm）
サイズ：約27.8Φ×5cm、重量：約890g、
ガスコンロ可、100・200V電磁調理器対応、
専用取っ手1本付き

プレゼント番号 10677
〈ティファール〉
インジニオ・ネオIH
ルージュ3点セット

サイズ：約15.5×22×19.5㎝、重量：約990g（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21秒

プレゼント番号 10671
プレゼント番号 10670

〈ティファール〉 アプレシア・プラスロック 0.8ℓ

倒れてもお湯がこぼれにくい！

国内線100席以上の機内持ち
込み可能なサイズです。

取っ手がとれて、使い方自由自在。

サイズ：組立時約53×130×92cm・折畳時約40×74×58cm、重量：約13kg、16インチ・折畳式・
一部組立式・適応身長145cm以上・サドル高さ66～91cm、本体結束ベルト・工具・取説・保証書付き

プレゼント番号 10678
16型 折畳自転車シンプルスタイルFV16

簡単に折りたためるから、お出かけ時は車の
トランクにも積めます。

サイズ：約34×23.5×11cm、重量：約1.5kg、
電源：AC100V・消費電力11.5W、
ワンボタン・大小もみ玉・ヒーター・
オートオフ（15分）、取説・保証書付き

プレゼント番号 10668
〈アルインコ〉
クッションマッサージめぐり

全身に使えるコンパクトなクッションマッサージ！

白
黒

大人気 !大人気 !
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