
8月商品一覧（消費税10％）

カテゴリ 商品№ 商品名 イメージ 販売価格 カテゴリ 商品№ 商品名 イメージ 販売価格 カテゴリ 商品№ 商品名 イメージ 販売価格 カテゴリ 商品№ 商品名 イメージ 販売価格 カテゴリ 商品№ 商品名 イメージ 販売価格

1 い・ろ・は・す 天然水 555ML ¥100 21
7プレミアム ポテトチップス うすしお味

または 濃厚コンソメ味 いずれか1つ
¥100 　 40 森永製菓 チョコモナカジャンボ ¥140 1

ファミマカフェ　コーヒー（税込100円）引

換券
¥93 1

【お持ち帰り限定】ＭＡＣＨＩ café ホット

コーヒー（S）またはアイスコーヒー（S）

（税込100円）無料引換券

¥93

2 7プレミアム 天然水 2L ¥91 22
ヤマザキ チップスターS うすしお味

または コンソメ いずれか1つ
¥108 41 森永乳業 ピノ ¥140 2

ファミマカフェ　コーヒー（税込150円）引

換券
¥139 2

【お持ち帰り限定】NLグリーンスムージー

200g（税込168円）無料引換券
¥156

3

7プレミアム 強炭酸水500ML または 強炭酸

水レモン500ML いずれか1つ

※パッケージ変更

¥85 23 カルビー じゃがりこ サラダ Lサイズ ¥158 42
明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ

200ML
¥140 3

ファミマカフェ　コーヒー（税込180円）引

換券
¥167 3

【お持ち帰り限定】ウチカフェ プレミアム

ロールケーキ（税込150円）無料引換券
¥139

4 7プレミアム 一（はじめ）緑茶 600ML ¥93 24
7プレミアム ひねり揚

※パッケージ変更
¥100 43 7プレミアム ワッフルコーン ミルクバニラ ¥178 4

ファミリーマートコレクション　PETお茶各種

各600ml　いずれか1点（税込100円）引換券
¥93 4

【お持ち帰り限定】バスチー -バスク風チー

ズケーキ-（税込225円）無料引換券
¥209

5
7プレミアム お茶 600ML 4種類から1つ（烏

龍茶・むぎ茶・ジャスミン茶・ほうじ茶）
¥93 25 7プレミアム チーズリング ¥100 44

7プレミアムゴールド 金のアイスワッフル

コーン ミルクバニラ
¥278 5

ファミリーマートコレクション　ファミマの

天然水　各600ml　いずれか1点（税込100

円）引換券

¥93 5
【お持ち帰り限定】ブラックサンダー（税込

32円）無料引換券
¥30

6

キリン 午後の紅茶 500ML 3種類から1つ

（レモンティー・ストレートティー・ミルク

ティー）

¥140 26

7プレミアム コンソメ味のカリカリコーン

または チーズ味のカリカリコーン いずれ

か1つ

¥100 45
ハーゲンダッツ ミニカップ 3種類から1つ

（バニラ・ストロベリー・グリーンティー）
¥295 菓子 6

ファミリーマートコレクション　108円のお

菓子いずれか1点（税込108円）引換券
¥100 6

【お持ち帰り限定】ソイジョイ各種（税込

124円）いずれか1本 無料引換券
¥115

7 ポカリスエット ペットボトル 500ML ¥140 27 7プレミアム サクサクコーン チーズ味 ¥128 46
ロッテ クーリッシュ バニラ

※パッケージ変更
¥140 アイス 7

ハーゲンダッツ　ミニカップ　バニラ、スト

ロベリー、グリーンティー　いずれか1点

（税込318円）引換券

¥295 7

【お持ち帰り限定】ハーゲンダッツ ミニカッ

プ（税込319円）６種いずれか1つまたはクリ

スピーサンド ザ・キャラメル 無料引換券

¥296

8 7プレミアム フルーツオ・レ 500ML ¥93 28

7プレミアム 菓子 4種類から1つ（ピーナッツ

チョコ・サクサク食感のしっとりチョコ・サク

サク食感のチョコ棒・チョコビスケット）

※パッケージ変更

¥100 47
7プレミアム 醤油ヌードル・シーフード

ヌードル・カレーヌードル いずれか1つ
¥128 8 ファミリーマート100円お買い物券

￥100

(非課税)
8

【お持ち帰り限定】森乳　ピノ　6個入り

（税込151円）1個無料券

※NEW！

¥140

9

7プレミアム カフェラテ 240ML 2種類から1

つ（カフェラテ・ダブルクリーミー）

※パッケージ変更

¥138 29 ブルボン アルフォート ミニチョコレート ¥99 48
日清食品 カップヌードル 3種類から1つ

（カップヌードル・シーフード・カレー）
¥184 9 ファミリーマート500円お買い物券

￥500

(非課税)
9

【お持ち帰り限定】ロッテ　クーリッシュバ

ニラ（税込151円）1個無料券

※NEW！

¥140

10
7プレミアム カフェラテ 300ML

※パッケージ変更
¥168 30

明治 ガルボチョコポケットパック ガルボつ

ぶ練り苺ポケットパック ガルボほろにがブ

ラックポケットパック いずれか1つ

¥123 49
日清食品 カップヌードルビッグ 3種類から1

つ（カップヌードル・シーフード・カレー）
¥215 10

【お持ち帰り限定】 からあげクン各種（税込

216円）無料引換券
¥200

11 7プレミアム のむヨーグルト いちご 190G ¥128 31 ロッテ ガーナミルク チョコレート ¥111 50 7PG 一風堂 赤丸新味 博多とんこつ ¥278 11
【お持ち帰り限定】inゼリー（税込210円）

各種 無料引換券
¥195

12
7プレミアム のむヨーグルト ブルーベリー

190G
¥128 32

明治 きのこの山 または たけのこの里 いず

れか1つ
¥199 51 7PG すみれ 札幌濃厚味噌 ¥278 カテゴリ 商品№ 商品名 イメージ 販売価格 12 100円お買物券

￥100

(非課税)

13 7プレミアム のむプレーンヨーグルト270G ¥168 33
7プレミアム どら焼

※パッケージ変更
¥138 52 7プレミアム カップみそ汁 ⾧ねぎ ¥93 1

【お持ち帰り専用】京極の名水500ml無料

引換券
¥94 13 500円お買物券

￥500

(非課税)

14

明治プロビオヨーグルト R-1 ドリンクタイプ

112ML または ドリンクタイプ低糖・低カロ

リー112ML いずれか1つ

¥134 34
7カフェ 焦がしバター香るしっとり食感

フィナンシェ
¥118 53 マルちゃん ミニワンタンしょうゆ ¥109 2

【お持ち帰り専用】北海道ミルクの紅茶

５００ＭＬ無料引換券
¥93

15 リポビタンD 100ML ¥147 35 たっぷりナッツで香ばしいマカダミアクッキー ¥178 54

7プレミアム ビーフカレー 3種類から1つ

（甘口・中辛・辛口）

※パッケージ変更

¥98 3
【お持ち帰り専用】ガラナ500ml無料引換

券
¥94

16 オロナミンCドリンク 120ML ¥105 36 明治 果汁グミ ぶどう ¥100 55

カロリーメイト ブロック 2本入り 4種類か

ら1つ（チーズ味・フルーツ味・チョコレー

ト味・メープル味）

※メープル味は沖縄地区を除く

¥100 4
【お持ち帰り専用】北海道とよとみ生乳

95%飲むヨーグルト無料引換券
¥136

17 ポッカ キレートレモン 155ML ¥115 37 森永 ハイチュウグレープ ¥95 56
7プレミアムライフスタイル 油汚れも泡も

サッと落とす 食器用洗剤 本体 240ML
¥100 5

【お持ち帰り専用】北海道とよとみしぼり１

Ｌ無料引換券
¥175 カテゴリ 商品№ 商品名 イメージ 販売価格

18 C1000 ビタミンレモン 140ML ¥115 38 龍角散ののどすっきり飴 スティック ¥96 57

7プレミアムライフスタイル 超極細毛ハブラ

シ 3種類から1つ（レギュラー・コンパク

ト・超コンパクト）

¥165 菓子 6

【お持ち帰り専用】北海道牛乳のカスタード

シュー無料引換券

※北海道地区限定商品

¥100 飲料 1 【お持ち帰り限定】コーヒーＳサイズ ¥93

19 エーザイ チョコラBB ライト 100ML ¥147 39

アサヒ ミンティア 3種類から1つ （ワイル

ド＆クール・コールドスマッシュ・ドライ

ハード）

¥95 58
7プレミアムライフスタイル 糸とじノート

S 黒
¥138 7

【お持ち帰り専用】secoma 草大福無料引

換券
¥100 2

【お持ち帰り限定】ミニストップフローズン

ヨーグルト
¥130

20
エーザイ チョコラBB スパークリング グレー

プフルーツ&ピーチ味
¥135 59

7プレミアムライフスタイル リングメモ

A7 ブラックまたはネイビー いずれか1品
¥148 アイス 8

【お持ち帰り専用】北海道メロンソフト無料

引換券
¥186 3 【お持ち帰り限定】ソフトクリームバニラ ¥218

60
7プレミアムライフスタイル 電子レンジ・冷

蔵庫クリーナー 20枚入
¥100

アイス

飲料

飲料

チルド

栄養

ドリン

ク

菓子

菓子

アイス

食品

日用品

飲料

飲料

その他

飲料

菓子

食品

その他

アイス

■セブン-イレブン ■ファミリーマート ■ローソン

■セイコーマート

■ミニストップ

【発注期限:キャンペーン開始月の前月5日まで】

【店舗利用期限:翌月末7日前 ※例）8/1~8/31の場合、翌月の9/23まで】

【発注期限:キャンペーン開始月の前月5日まで】

【店舗利用期限：2021/9/30まで】

【発注期限:キャンペーン開始月の前々月末まで】

【店舗利用期限:2021/9/30まで】

【発注期限:キャンペーン開始月の前月5日まで】

【店舗利用期限：2021/09/30まで】

【発注期限:キャンペーン開始月の前月5日まで】

【店舗利用期限:2021/9/30まで】



8月商品一覧（消費税10％）

カテゴリ 商品№ 商品名 イメージ 販売価格 カテゴリ 商品№ 商品名 イメージ 販売価格 カテゴリ 商品№ 商品名 イメージ 販売価格 カテゴリ 商品№ 商品名 イメージ 販売価格 カテゴリ 商品№ 商品名 イメージ 販売価格

1 モスバーガー（ソイパティ変更可） ¥355 22
モスの菜摘（なつみ）モス野菜（ソイパティ変

更可）
¥346 33

モスバーガーポテトＳ・ドリンクセット

（モスバーガー＋ポテトＳサイズ＋セット

ドリンクＭサイズ ※スープ、シェイク不可）

¥728 57

とびきりトマト＆レタスポテトＳ・ドリンク

セット（とびきりトマト＆レタス＋ポテトＳサ

イズ＋セットドリンクＭサイズ  ※スープ・

シェイク不可）

¥819 71 フレンチフライポテト Ｓサイズ ¥210

2 モスチーズバーガー（ソイパティ変更可） ¥382 23 モスの菜摘（なつみ）チキン ¥264 34

モスバーガーポテトL・ドリンクセット

（モスバーガー＋ポテトＬサイズ＋セット

ドリンクＭサイズ ※スープ、シェイク不可）

¥800 58

とびきりトマト＆レタスポテトＬ・ドリンク

セット（とびきりトマト＆レタス＋ポテトＬサ

イズ＋セットドリンクＭサイズ  ※スープ・

シェイク不可）

¥891 72 フレンチフライポテト Ｌサイズ ¥282

3 テリヤキバーガー（ソイパティ変更可） ¥346 24 モスの菜摘（なつみ）テリヤキチキン ¥346 35

モスバーガーオニポテ・ドリンクセット（モス

バーガー＋オニポテ＋セットドリンクＭサイズ

※スープ、シェイク不可）

¥755 59

とびきりトマト＆レタスオニポテ・ドリンク

セット（とびきりトマト＆レタス＋オニポテ＋

セットドリンクＭサイズ  ※スープ・シェイク

不可）

¥846 73 オニオンフライ ¥246

4 モス野菜バーガー（ソイパティ変更可） ¥346 25 モスの菜摘（なつみ）フィッシュ ¥328 36

モスチーズバーガーポテトＳ・ドリンクセット

（モスチーズバーガー＋ポテトＳサイズ＋セッ

トドリンクＭサイズ※スープ、シェイク不可）

¥755 60

スパイシーモスバーガーポテトＳ・ドリンク

セット（スパイシーモスバーガー＋ポテトＳサ

イズ＋セットドリンクＭサイズ  ※スープ・

シェイク不可）

¥755 74 モスチキン ¥246

5 テリヤキチキンバーガー ¥346 26 モスの菜摘（なつみ）ロースカツ ¥364 37

モスチーズバーガーポテトＬ・ドリンクセット

（モスチーズバーガー＋ポテトＬサイズ＋セッ

トドリンクＭサイズ ※スープ、シェイク不可）

¥828 61

スパイシーモスバーガーポテトL・ドリンク

セット（スパイシーモスバーガー＋ポテトＬサ

イズ＋セットドリンクＭサイズ  ※スープ・

シェイク不可）

¥828 75 モスチキンパック（5本入り） ¥1,228

6 フィッシュバーガー ¥328 27 モスの菜摘（なつみ）海老カツ ¥373 38

モスチーズバーガーオニポテ・ドリンクセット

（モスチーズバーガー＋オニポテ＋セットドリ

ンクＭサイズ ※スープ、シェイク不可）

¥782 62

スパイシーモスバーガーオニポテ・ドリンク

セット（スパイシーモスバーガー＋オニポテ＋

セットドリンクＭサイズ  ※スープ・シェイク

不可）

¥782 76 バラエティパックA ¥946

7 ロースカツバーガー ¥364 28 ホットドッグ ¥310 39

テリヤキバーガーポテトＳ・ドリンクセット

（テリヤキバーガー＋ポテトＳサイズ＋セット

ドリンクＭサイズ ※スープ、シェイク不可）

¥719 63

スパイシーモスチーズバーガーポテトＳ・ドリ

ンクセット（スパイシーモスチーズバーガー＋

ポテトＳサイズ＋セットドリンクＭサイズ  ※

スープ・シェイク不可）

¥782 77 バラエティパックB ¥1,355

8 海老カツバーガー ¥373 29 チリドッグ ¥337 40

テリヤキバーガーポテトＬ・ドリンクセット

（テリヤキバーガー＋ポテトＬサイズ＋セット

ドリンクＭサイズ※スープ、シェイク不可）

¥791 64

スパイシーモスチーズバーガーポテトＬ・ドリンク

セット（スパイシーモスチーズバーガー＋ポテトＬサ

イズ＋セットドリンクＭサイズ  ※スープ・シェイク

不可）

¥855 78 バラエティパックC ¥1,191

9 スパイシーモスバーガー（ソイパティ変更可） ¥382 30
スパイシーチリドッグ

※パッケージ変更
¥364 41

テリヤキバーガーオニポテ・ドリンクセット

（テリヤキバーガー＋オニポテ＋セットドリン

クＭサイズ※スープ、シェイク不可）

¥746 65

スパイシーモスチーズバーガーオニポテ・ドリ

ンクセット（スパイシーモスチーズバーガー＋

オニポテ＋セットドリンクＭサイズ ※スープ・

シェイク不可）

¥810 79

アイスコーヒーＭサイズ・アイスティー キャン

ディ茶葉（レモン／ミルク）Ｍサイズ・１０

０％オレンジジュースＭサイズ いずれか１つ

¥264

10
スパイシーモスチーズバーガー（ソイパティ変

更可）
¥410 31 ポークサンド<米粉> ¥319 42

モス野菜バーガーポテトS・ドリンクセット

（モス野菜バーガー＋ポテトＳサイズ＋セット

ドリンクＭサイズ※スープ、シェイク不可）

¥719 66 ワイワイバーガーセット ¥464 80
アイスカフェラテ Ｍサイズ

※一部店舗ではカフェオレの提供となります。
¥328

11 モスライスバーガー海鮮かきあげ（塩だれ） ¥337 32 ポークロール<米粉> ¥319 43

モス野菜バーガーポテトL・ドリンクセット

（モス野菜バーガー＋ポテトＬサイズ＋セット

ドリンクＭサイズ※スープ、シェイク不可）

¥791 67 ワイワイチーズバーガーセット ¥491 81
スープ（コーンスープ北海道産コーン使用・ク

ラムチャウダーいずれか１つ）
¥291

12 モスライスバーガー焼肉 ¥382 44

モス野菜バーガーオニポテ・ドリンクセット

（モス野菜バーガー＋オニポテ＋セットドリン

クＭサイズ※スープ、シェイク不可）

¥746 68
ワイワイモスバーガーセット＜スライスチーズ

入り＞
¥519 82

コールドドリンク Mサイズ（ペプシコーラ・ジ

ンジャーエール・メロンソーダ【無果汁】・ア

イスウーロン茶　いずれか1つ）

¥228

13 ハンバーガー（ソイパティ変更可） ¥200 45

テリヤキチキンバーガーポテトＳ・ドリンク

セット（テリヤキチキンバーガー＋ポテトＳサ

イズ＋セットドリンクＭサイズ※スープ、シェ

イク不可）

¥719 69
ポークサンド<米粉>

ドリンクとおもちゃ付きセット
¥510 83

モスシェイク Ｍサイズ（バニラ・コーヒー　い

ずれか1つ）
¥291

14 チーズバーガー（ソイパティ変更可） ¥228 46

テリヤキチキンバーガーポテトＬ・ドリンク

セット（テリヤキチキンバーガー＋ポテトＬサ

イズ＋セットドリンクＭサイズ※スープ、シェ

イク不可）

¥791 70
ポークロール<米粉>セット

ドリンクとおもちゃ付きセット
¥510 84 くだものと野菜 １２５ｇ紙パック ¥82

15 チキンバーガー ¥264 47

テリヤキチキンバーガーオニポテ・ドリンク

セット（テリヤキチキンバーガー＋オニポテ＋

セットドリンクＭサイズ※スープ、シェイク不

可）

¥746 85
ブレンドコーヒー・紅茶 キャンディ茶葉（レモ

ン／ミルク）いずれか１つ
¥228

16 とびきりチーズ～北海道産ゴーダチーズ使用～ ¥428 48

フィッシュバーガーポテトＳ・ドリンクセット

（フィッシュバーガー＋ポテトＳサイズ＋セッ

トドリンクＭサイズ※スープ、シェイク不可）

¥700 86

カフェラテ

※一部店舗ではカフェオレのご提供となりま

す。

¥291

17 とびきり和風ソース ¥400 49

フィッシュバーガーポテトＬ・ドリンクセット

（フィッシュバーガー＋ポテトＬサイズ＋セッ

トドリンクＭサイズ※スープ、シェイク不可）

¥773 87 ひんやりドルチェ ベイクドチーズ ¥173

18 とびきりトマト＆レタス ¥446 50

フィッシュバーガーオニポテ・ドリンクセット

（フィッシュバーガー＋オニポテ＋セットドリ

ンクＭサイズ※スープ、シェイク不可）

¥728 88

ひんやりドルチェセット（ひんやりドルチェ ベ

イクドチーズ＋セットドリンクＭサイズ ※スー

プ・シェイク不可）

¥373

19
ダブルとびきりチーズ～北海道産ゴーダチーズ

使用～
¥637 51

とびきりチーズ～北海道産ゴーダチーズ使用～

ポテトＳ・ドリンクセット（とびきりチーズ＋

ポテトＳサイズ＋セットドリンクＭサイズ※

スープ、シェイク不可）

¥800 89 ひんやりドルチェ 5個入りBOX ベイクドチーズ ¥864

20 ダブルとびきり和風ソース ¥610 52

とびきりチーズ～北海道産ゴーダチーズ使用～

ポテトＬ・ドリンクセット（とびきりチーズ＋

ポテトＬサイズ＋セットドリンクＭサイズ※

スープ、シェイク不可）

¥873

21 ダブルとびきりトマト＆レタス ¥655 53

とびきりチーズ～北海道産ゴーダチーズ使用～

オニポテ・ドリンクセット（とびきりチーズ＋

オニポテ＋セットドリンクＭサイズ※スープ、

シェイク不可）

¥828

54

とびきり和風ソースポテトＳ・ドリンクセット

（とびきり和風ソース＋ポテトＳサイズ＋セッ

トドリンクＭサイズ※スープ、シェイク不可）

¥773

55

とびきり和風ソースポテトＬ・ドリンクセット

（とびきり和風ソース＋ポテトＬサイズ＋セッ

トドリンクＭサイズ※スープ、シェイク不可）

¥846

56

とびきり和風ソースオニポテ・ドリンクセット

（とびきり和風ソース＋オニポテ＋セットドリ

ンクＭサイズ※スープ、シェイク不可）

¥800

サイド

メニュー

バーガー

単品

バーガー

単品

バーガー

単品

バーガー

セット

バーガー

セット

ドリンク

バーガー

セット

お子様

向け

セット

スイーツ

■モスバーガー【発注期限:キャンペーン開始月の前月10日頃まで】【店舗利用期限:2021/09/30】



8月商品一覧（消費税10％）

■ケンタッキーフライドチキン ■サーティワン アイスクリーム ■花キューピット ■ハーゲンダッツ引換券　※ギフト券現物配送※

【店舗利用期限：2021/09/30】 【店舗利用期限：2021/09/30】 【店舗利用期限：翌々月末】 【発注期限：キャンペーン開始月の前月5日まで】【有効期限：90日間】

カテゴリ 商品№ 商品名 イメージ 販売価格 商品№ 商品名 イメージ 販売価格 商品№ 商品名 イメージ 販売価格 商品№ 商品名 イメージ
販売価格

※送料込み

1 1ピースチキン ¥228 1 レギュラーシングルギフト券 ¥355 1 季節の花一輪チケット ¥300 1 ハーゲンダッツ ギフト券1枚 ¥891

2 2ピースチキン ¥446 2 200円ギフト券
￥200

(非課税)
2

全国共通　花とみどりのeチケット　500

円

￥500

(非課税)
2 ハーゲンダッツ ギフト券 2枚 ¥1,800

3 3ピースチキン ¥673 3 300円ギフト券
￥300

(非課税)
3

全国共通　花とみどりのeチケット　1000

円

￥1,000

(非課税)

4 4ピースチキン ¥891 4 500円ギフト券
￥500

(非課税)
4

全国共通　花とみどりのeチケット　2000

円

￥2,000

(非課税)

5 6ピースチキン ¥1,337 5 全国共通　花束アレンジチケット
￥3,300

(非課税)

6 オリジナルチキン2ピースセット ¥628

7 オリジナルチキン3ピースセット ¥846

8 チキンフィレサンドセット ¥637

9 和風チキンカツサンドセット ¥637

10 4ピースバリューパック ¥1,173

11 6ピースバリューパック ¥1,628

バーレル 12 10ピースバーレル ¥2,228

チキン

単品

セット

バリュー

パック



電子マネー・ポイント

【流通系e-GIFT／ポイント】

購入単位 購入最低ロット
取扱い可能券種

（推奨券種）
有効期限 商品代(単価） 購入単位 購入最低ロット

取扱い可能券種

（推奨券種）
有効期限 商品代(単価）

ダイソー引換券 ー 応相談 税込110円分  発券日の3か月-1日 130円 1P～ 50万P以上 －
1年間

（後日付与）

1P=1.7円

+手数料500,000円

500円

(他2券種)
応相談

500円 / 1,000円 /

3000円
なし

券面額と等価

※券種・発注数量により条件が異なり

ます。

100P～

(100P単位)
応相談 100～1万P 2年間

券面額+75円～100円

※券種・発注数量により条件が異なり

ます。

Edyギフト
100円～

(1円単位)
応相談 100円～2万円 2年間

券面額と等価

※券種・発注数量により条件が異なり

ます。

100P～

(100P単位)
応相談 100～1万P 5年間

等価

※券種・発注数量により条件が異なり

ます。

JCBプレモデジタル
100円～

(100円単位)
10万円以上

ー

（最大50,000円）
5年間 券面額と等価 ※yahoo!ID要 50万P以上 － 1年間

1P=1.7円

+手数料 300,000円

※買い切り

QUOカードPay
50円～

(1円単位)
3,000円以上 50円～10万円 3年間 券面額+4%

50円～

(1円単位)
ー 50円～50万円 10年間 券面額と等価

Google play

      ギフトコード

500円

(他2券種)
応相談

500円 / 1,000円 /

3,000円
なし 券面額と等価

50円～

(1円単位)
500本以上 50円～50万円 10年間 都度見積もり

LINE POINTコード
1ポイント～

(1ポイント単位)
100万円以上 ー 2年間 ※要問合せ※ ー ご相談 ー ご相談 都度見積もり

種別 購入単位 購入最低ロット
取扱い可能券種

（推奨券種）
有効期限 商品代(単価）

dポイント【ポイント

@ギフト(dポイント)】

50円

(他6券種)
500ID以上

50円 / 100円 / 200円 /

500円 / 1,000円 / 3,000

円 / 5,000円

2年間

1ID＝1.15円

※券種・発注数量により条件が異なり

ます。

一休デジタルコード
100円～99万円ま

で
ご相談

500円 / 1,000円 /

3,000円 / 5,000円 /

10,000円

付与された月の1年後の

月の翌月9日まで
都度見積もり

図書カードネットギフト
500円

(他5券種)
ー

500円 / 1,000円 / 2,000

円 / 3,000円 / 5,000円 /

10,000円

10年間 券面額+手数料
リンベル

     スマートギフト
ー ご相談 3,000円～100,000円 ６か月 都度見積もり

楽天スーパーポイント
100P～

(1P単位)
130万円以上 ー 要相談

1.5円

+手数料 15,000円

※買い切り

Huluデジタル

チケット
ー 10万円以上

1カ月：1,026円

3カ月：3,078円

6カ月：6,156 円

※各種税込

1年 券面額+発行費

レコチョクプリペイド ー ー 200円～10,000円 １年 等価

【その他】

Bookliveギフトコード ー ー

500円/1,000円 / 3,000

円 / 5,000円 / 10,000

円

6か月 等価 日本赤十字社への寄付金

ー 5万円以上 500円～10,000円 6か月 等価

【金券・電子マネー系】

種別

Appstore&iTunes

          ギフトコード

種別

Pontaポイント

WAONポイント（ID）

６か月 都度見積もりー ご相談

3,800円 / 4,300円 /

4,800円 / 5,800円 /

10.800円 / 20,800円 /

30,800円 /50,800円

ー 1500円 / 3000円

nanacoギフト

Amazonギフト券

Amazon 図書商品券

6か月

詳細

日本赤十字社への寄付金になります。ご支援いただいた寄付金は日本赤十字社東京都支部を通して、

災害活動など全般に活用させていただきます。

※詳細については、お問合せください。

西松屋チェーン

  　  デジタルギフト

Tポイント

サンドラッグ割引券

PayPay
1円～

(1円単位)
ー ー

等価

種別

ムビチケ前売りGIFT ー

最大6か月 ※要問合せ※

リンベル e-Gift

※詳細は担当営業へご連絡ください

【ラグジュアリー】



電子マネー・ポイント

購入単位 購入最低ロット
取扱い可能券種

(推奨券種)
有効期限 商品代(単価） 購入単位 購入最低ロット

取り扱い可能券種

(推奨券種)
有効期限 商品代(単価）

100円単位 ー 500円分~10,000円分 6か月 等価 ー ご相談
550円

3,000円
6か月 券面額による

100円単位 ー 500円 3か月 等価 ー ご相談

550円

1,100円

1,500円

6か月 券面額による

100円単位 ー
300円 / 500円 / 1,000円

/ 2,000円 / 3,000円
6か月 等価 ー ご相談 5,000円 6か月 等価

100円単位 ー 500円分～10,000円分 2年間 等価 ー ご相談 5,000円 6か月 等価

サーティワン

　　　デジタルギフト
ー ー

200円/300円/390円/500

円
4か月 等価 ー ご相談 5,000円 6か月 等価

500円

(他4券種)
1,000本以上

500円 / 1,000円 / 2,000

円 / 3,000円 / 5,000円
6か月 等価 ー ご相談 5,000円 6か月 等価

選べるおいしい肉カード ー ご相談
5,000円

10,000円
6か月 等価 ー ご相談 5,000円 6か月 等価

選べるブランド肉カード ー ご相談 20,000円 6か月 等価 ー ご相談 5,000円 6か月 等価

お取り寄せグルメカード ー ご相談
3,675円

5,250円
6か月 等価 ー ご相談 5,000円 6か月 等価

全国お取り寄せ

　　　スイーツカード
ー ご相談 3,500円 6か月 等価 ー ご相談 10,000円 6か月 等価

ご当地銘店

　　　ラーメンカード
ー ご相談 3,000円 6か月 等価 ー ご相談

3,000円

5,000円
6か月 等価

47都道府県ご当地

　　　　カレーカード
ー ご相談 3,500円 6か月 等価 ー ご相談

5,500円

11,000円
6か月 等価

【レストラン・ファストフード・飲食系】

種別 種別

吉野家デジタルギフト
選べるおいしい

　　　　　お米カード

スターバックス

　　　デジタルギフト

タリーズデジタルギフト

選べるぐるめカード

エノテカワイン

　　　ギフトカード

オーガニック＆ナチュラル

すかいらーくご優待券

アサヒスーパードライ

　　鮮度ギフトカード

東北応援うめぇど！

　　　　　　　カード

選べる花のギフトカード

選べる海鮮グルメカード

蟻月ギフトカード

デジタルKFCカード

格之進ギフトカード

47都道府県お取り寄せ

　　　　　グルメカード

選べるフルーツ

            ギフトカード

※詳細は担当営業へご連絡ください


