
ポイント交換
小田急
おすすめ

セレクションくわくわ

リフォーム 若者・子育て世帯がリフォーム 新 築 住 宅

安心R住宅を購入しリフォームする
場合は最大45万ポイント/戸

⎛
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60万ポイント/戸最
大30万ポイント/戸最

大 35万ポイント/戸最
大

既存住宅を購入し
リフォームする場合

⎛
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⎞
⎠

新築・リフォームでもらったポイントを家電や食品など
人気アイテムと交換できます!! 小田急百貨店が

ご提供する全アイテムは
こちらから!!



【PRINCESS】 
Table Fondue &  
Fry Pure
商品コード：A6903-0115
●現品約（鍋）26.5×14.5×21㎝、（台座）
25.5×7×20㎝●重量（鍋）890g、（台座）
560g、（蓋）310g●（鍋）アルミダイキャス
ト・セラミックコーティング、（台座）竹●電
源＝AC100V・消費電力＝約1000W●
コード長　約2m●温度調節範囲：80 〜
250度●セット内容：鍋、蓋、台座、フォン
デュラック、フォンデュ
フォーク（8本）、フラ
イバスケット、油切り、
スチームトレイ、温度
調節プラグ、取扱説
明書、レシピブック

ポイント数

14,000
PT

【パナソニック】 
可変圧力IHジャー炊飯器（5.5合）
商品コード：A6903-0104
●現品約28.3×35.1×23.4㎝●本体重量
＝約6.2kg●消費電力＝約1200W（炊飯時）
●炊飯容量＝1.0L（0.5 〜 5.5合）●内釜＝
ダイヤモンド竈釜＆全面発熱5段IH●付属品：
しゃもじ、しゃもじホルダー、計量カップ

ポイント数

51,000
PT

【象印マホービン】 
STAN. コーヒーメーカー
商品コード：A6903-0111
● 現 品 約 15×22.5×
23.5㎝●本体重量＝約
1.8 ㎏ ● 消 費 電 力
650W●電源コード約
1.3m●容量420ml

ポイント数

20,000
PT

【三菱電機】IHジャー炊飯器（3.5合）
商品コード：A6903-0110
●現品約23.1×28.9×20.4㎝●本体重量＝約4.1㎏●電源＝
AC100V・消費電力量＝131.5Wh ／回（炊
飯時）、14.5Wh（保温時）●コード長約1m

（コードリール式）●炊飯容量＝約0.09〜0.63L
（0.5 〜 3.5合）●内釜＝ダブル炭コート＋2
層厚釜●付属品＝自立式しゃもじ、合ピタカップ

（計量カップ）

ポイント数

50,000
PT

【パナソニック】 
IHデイリーホットプレート
商品コード：A6903-0108
●現品約（本体）59.3×32.3×4.6㎝　（専
用プレート）57.6×29.6×2.5㎝●重量＝（本
体）4.9kg　（専用プレート）2.8kg●消費電
力=約75W相当〜 1400W●付属品：電
源コード、専用プレート（フッ素コート）、金属ヘ
ラ2本、樹脂ヘラ2本、専用プレート用蓋

ポイント数

71,000
PT

【パナソニック】 
スチームオーブンレンジ（30L）
商品コード：A6903-0106
●現品約 49.4×37×44.5㎝（庫内寸法）
39.4×23.5×30.9㎝※ハンドルなどを入れ
た最大奥行寸法：47.9㎝、ドア開放時の奥行
寸法：72㎝●付属品：ビストログリル皿（1
枚）、角皿（2枚）

ポイント数

120,000
PT

伊賀焼  長谷園  かまどさん三合炊き
商品コード：A6903-0050
●現品約30×24（直径）×18㎝●容量＝約
2L●耐熱陶器（直火使用可、IH調理器不可）、
フタ＝陶器、しゃもじ＝天然木●付属品：鍋敷・
しゃもじ各1●レシピ付

三重県

ポイント数

12,000
PT

【D&C】 
IH対応ガラス蓋付グリルパン
商品コード：A6903-0103
●現品約44.8×28.4×13.4㎝●本体重量
＝1.78㎏●（本体）アルミニウム合金、（底面）
鉄溶射加工、天然木、強化ガラス●IH対応

ポイント数

6,000
PT

【パナソニック】衣類スチーマー
商品コード：A6903-0101
●現品約 7×15×15㎝●本体重量＝約
690g●付属品：スタンド、専用カップ●カ
ラー：ダークブルー

ポイント数

16,000
PT

【パナソニック】 
電気脱臭機  脱臭ハンガー
商品コード：A6903-0100
●現品約40×8.8×28㎝
●付属品：ACアダプター、
専 用ケーブル、衣 類 用カ
バー●「ナノイー X」搭載

ポイント数

25,000
PT

【ダイキン】
加湿ストリーマー   
空気清浄機  25畳用   
ダークグレー
商品コード：A6903-0140
●現品約27×27×70㎝●本体重量＝約
9.5 ㎏ ● PM2.5 対 応 ／ PM2.5 除 去 率

（0.1－2.5μmの粒子を99%除去）／花
粉モード／加湿機能／脱臭機能／ニオイ
センサー／ホコリセンサー／温度センサー
／湿度センサー／ス
トリーマ　アクティブ
プラズマイオン●タ
ンク容量：2.7L●加
湿 量：500mL ● ワ
イヤレスリモコン付

【アイロボット】ルンバ643
商品コード：A6903-0131
●現品約34×9.2㎝●本体重量＝約3,600g（バッテ
リー含む）●電源：充電式リチウムイオン電池●電源
方式：AC100V 50/60Hz●セット内容：ルンバ本体、
バッテリー（内蔵）、ホームベース、
デュアルバーチャルウォール×1、
交換用フィルター×1、お手入れ
カッター、電源コード、乾電池●充
電時間：約 3 時間●稼働時間：
通常清掃時/最大60分

ポイント数

73,000
PT

ポイント数

40,000
PT

【タニタ】手首式血圧計
商品コード：A6903-0090
●現品約7.1×3.2×8.4㎝（適応手首周＝約
12.5 〜 21㎝）●本体重量＝約105g●単4
アルカリ乾電池2本付（モニター用）●メモ
リー機能＝60回分の測定値を1人分記録（最
高・最低血圧値、脈拍数）●医療機器認証番
号227AABZX00086000

ポイント数

5,000
PT

【アイリスオーヤマ】 
タンク式高圧洗浄機
商品コード：A6903-0097
●現品約40.5×31×50.5㎝●本体、タンク、
ふた、拡販可変ランス、ガンコネクター、ガン、
高圧ホース（5m）、ノズルクリーニングピン、
ワンタッチコネクタ、ホース継ぎ手、ホースバ
ンド、取扱説明書

ポイント数

25,000
PT

【アンパンマン】
キッズドライバー（対象年齢：2〜5歳）
商品コード：A6903-0080
●現品約32×56×75㎝（最大サイズ）●本
体重量＝2.5㎏●ハンドル・支柱・ペダル部・
座席・無線機×各1、接続パーツ×2、ネジ×6、
ワッシャー・スプリングワッシャー×各4、単3
アルカリ乾電池×6本使用（別売）、制限体重
25㎏／ ST合格品

ポイント数

10,000
PT

西川リビング  今治タオル   
バス・フェイス・ウォッシュタオルセット
商品コード：A6903-0048
●現品（バスタオル）約60×120㎝・（フェイ
スタオル）約34×75㎝・（ウォッシュタオル）
約34×35㎝●綿100%●バスタオル・ウォッ
シュタオル各1枚・フェイスタオル2枚

愛媛県

ポイント数

5,000
PT

ハンガーにかけたまま、サッとシワ・ニオイとり。
アイロン台を出す手間もなく、気になるシワを
手軽に伸ばせます。

スクエアフォルムでさりげなく
お部屋にとけ込む、暮らし目線の
スリムタワー型加湿空気清浄機です。

ハンガーにかけるだけで
かんたんニオイリフレッシュ
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事業者コード A6903
交換事業者：株式会社 小田急百貨店

小田急百貨店がご提供する全アイテムはこちらから!!  →→ https://jisedai-points.odakyu-dept.co.jp/ 小田急百貨店がご提供する全アイテムはこちらから!!  →→ https://jisedai-points.odakyu-dept.co.jp/
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掲載の画像はイメージです。※都合により商品内容や掲載内容、ポイント数が変更になる場合がございます。予めご了承ください。掲載の画像はイメージです。※都合により商品内容や掲載内容、ポイント数が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
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山形牛すき焼用ロース
（1㎏）

商品コード：A6903-0024
●ロース1㎏
●賞味期限：冷凍
30日

山形県

ポイント数

25,000
PT

ポイント数

10,000
PT

モリタ屋  国産黒毛和牛
バラ&モモ焼肉セット（計600g）
商品コード：A6903-0029
●国産黒毛和牛バラ400g、国産黒毛和牛モ
モ200g●賞味期限：冷凍30日

京都府

ポイント数

10,000
PT

札幌バルナバハム  たっぷり詰合せ
商品コード：A6903-0008
●道産あらびきチューリンガー 100g、農家のベーコン160g×各2、
道産チーズウインナー 100g、道産ポークグルメフランク120g、道産
行者にんにくフランク120g、道産粒々コーンウ
インナー 100g、道産玉葱ウインナー 100g、道
産ポークウインナー 200g、道産バジリコウイン
ナー 100g、道産北海道ミルクウインナー 100g
×各3、ロースシンケンスライス40g×4●賞味
期限：冷蔵30日●アレルゲン：卵・乳成分

北海道

ポイント数

20,000
PT

「イブ美豚」（猪豚肉）  手作りハム&
ウインナーセット
商品コード：A6903-0009
●あらびきウインナー 110g（2本）・ホワイトウインナー 110g（2本）・
チョリソーウインナー 110g（2 本）・ベーコン
150g・焼き猪豚150g・フランク150g（2本）・ケー
ゼ150g（2個）・ビアシンケン150g（2個）・モモ
ハム150g（2個）・ロースハム300g・ジャーキー
30g※全て猪豚肉使用：和歌山県産●賞味期限：
冷蔵25日●アレルゲン：乳成分・小麦

和歌山県

ポイント数

15,000
PT

無洗米あきたこまち（計12㎏）
商品コード：A6903-0070
●無洗米秋田県産あきたこまち2㎏×6

秋田県

ポイント数

10,000
PT

魚沼産コシヒカリ（計20㎏）
商品コード：A6903-0001
●新潟県魚沼産コシヒカリ5㎏×4袋

新潟県

ポイント数

16,500
PT

飛騨高山中華そば「なないろ」
醤油味（32食）
商品コード：A6903-0004
●中華そば（生めん120g・醤油スープ45g
×各4）×8●賞味期限：常温90日●アレル
ゲン：小麦

岐阜県

ポイント数

10,000
PT

とらふく料理セット
商品コード：A6903-0056
●とらふぐ刺身120g×2（30㎝プラ皿）、
とらふぐ皮100g×2、とらふぐちり500g
×2、とらふぐ焼きヒレ5g、ふぐ白子豆腐
130g、ふぐ煮こごり100g、ふくポン酢
300ml、もみじおろし10g×8●賞味期限：
冷凍90日●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

山口県

ポイント数

50,000
PT

北海漬魚セット（6種34切）
商品コード：A6903-0062
●ほっけ味噌漬け（2切入×2パック）／秋鮭
切身粕漬・味噌漬・西京漬（各3切入×各2パッ
ク）／紅鮭切身味噌漬・西京漬（各3切入×
各2パック）　計12パック

北海道

ポイント数

15,000
PT

うなぎ割烹「一愼」
鰻のひつまぶし
商品コード：A6903-0041
●鰻きざみ50g×3袋、吸い地（ダシ）120g
×3袋、たれ（山椒付き）10ml×3袋、おろし
わさび2.5g×3袋、きざみのり0.5g×3袋●
賞味期限：冷凍60日●アレルゲン：小麦

愛知県

箱根・芦ノ湖畔  「山のホテル」  
カレー・ボロネーゼソース・ビーフシチュー
商品コード：A6903-0122
●山のホテル カレー（220g）×2個・山のホテル ボロネーゼソース（180g）×2個・
山のホテル ビーフシチュー（200g）×2個●賞味期限：常温720日●アレルゲン：
小麦・乳成分

神奈川県

ポイント数

5,000
PT

ポイント数

6,500
PT

福さ屋  無着色辛子明太子（450g）
商品コード：A6903-0068
●無着色辛子明太子450g（すけそうだらの
卵巣：ロシアまたはアメリカ産）●賞味期限：
冷蔵14日

福岡県

箱根の森から   
ナチュラルミネラルウォーター  
500ml×24本
商品コード：A6903-0126
●ナチュラルミネラルウォーター 500ml×24本
●賞味期限：常温720日

神奈川県

ポイント数

4,900
PT

ポイント数

3,000
PT

北海道メロンアイスクリームセット（50個）
商品コード：A6903-0075
●北海道赤肉メロン80ml×25、北海道青肉
メロン80ml×25●アレルゲン：卵・乳成分

北海道 箱根の森から（緑茶）
500ml×24本
商品コード：A6903-0125
●緑茶500ml×24本
●賞味期限：常温240日

神奈川県

ポイント数

15,000
PT

ポイント数

3,400
PT

神戸牛デミグラスハンバーグ
（130g×10個）

商品コード：A6903-0013
●神戸牛ハンバーグ130g×10個●賞味期限：冷凍360日●アレルゲン：卵・乳
成分・小麦

兵庫県
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事業者コード A6903
交換事業者：株式会社 小田急百貨店

小田急百貨店がご提供する全アイテムはこちらから!!  →→ https://jisedai-points.odakyu-dept.co.jp/ 小田急百貨店がご提供する全アイテムはこちらから!!  →→ https://jisedai-points.odakyu-dept.co.jp/
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モリタ屋   
国産黒毛和牛すき焼き 
食べ比べセット（1.6㎏）
商品コード：A1428-0037
●国産黒毛和牛（モモ450g、
肩450g）、国産黒毛和牛ロー
ス700g ●賞味期限：冷凍
30日

京都府

ポイント数

30,000
PT

オリーブ牛ロースステーキ（360g）
商品コード：A1428-0033
●オリーブ牛ロースステーキ180g×2枚
●賞味期限：冷凍30日

香川県

ポイント数

13,000
PT

松阪牛  焼肉用セット（380g）
商品コード：A1428-0001
●松阪牛焼肉用バラ200g、焼肉用モモ
180g●賞味期限：冷凍30日

三重県

ポイント数

10,000
PT

長崎和牛A5特選 
サーロインステーキ（250g×2枚）
商品コード：A1428-0078
●長崎和牛 A5 特選サーロインステーキ
250gX2枚●賞味期限：冷凍30日

長崎県

ポイント数

20,000
PT

鹿児島県産黒豚   
しゃぶしゃぶ用バラ（1.2㎏）
商品コード：A1428-0022
●黒豚しゃぶしゃぶ用バラ400g×3●賞味
期限：冷凍360日

鹿児島県

ポイント数

10,000
PT

札幌バルナバハム   
バラエティセット7種（700g）
商品コード：A1428-0041
●農家のベーコン160g、農家のホワイトミル
クベーコン160g、あらびきチューリンガー
100g、北海道ミルクウインナー 100g、バジ
リコウインナー 100g、燻製生ハム40g、燻製
生ベーコン40g●賞味期限：冷蔵30日●ア
レルゲン：卵・乳成分

北海道

ポイント数

5,000
PT

石原水産  まぐろの生ハム（750g）
商品コード：A1428-0028
●まぐろの生ハム50g×15●賞味期限：冷
凍40日

静岡県

ポイント数

10,000
PT

長崎和牛 
特製牛ハンバーグ（150g×5個）
商品コード：A1428-0077
●長崎和牛ハンバーグ150gX5個●賞味期
限：冷凍20日●アレルゲン：小麦

長崎県

ポイント数

5,000
PT

魚沼産  コシヒカリ（5㎏）
商品コード：A1428-0006
●新潟県魚沼産コシヒカリ5kg

新潟県

ポイント数

5,000
PT

無洗米新潟県産  
コシヒカリ（2㎏×6）
商品コード：A1428-0002
●無洗米新潟県産コシヒカリ2kg×6

新潟県

ポイント数

10,000
PT

北海道産  
いくら醤油漬（100g×6パック）
商品コード：A1428-0029
●いくら醤油漬100g×6パック（北海道産い
くら使用）●賞味期限：冷凍60日●アレルゲ
ン：小麦

北海道

ポイント数

10,000
PT

鳴海屋  無着色辛子明太子（くずれ子）（計1.2㎏）
商品コード：A1428-0030
●無着色辛子明太子（くずれ子、ロシア産またはアメリカ産）160g×8
●賞味期限：冷凍90日●アレルゲン：卵

福岡県

ポイント数

10,000
PT

聘珍樓  飲茶詰合せ
商品コード：A1428-0025
●肉まん×1パック（135g×3個入）・チャーシューまん×1パック（90g×3個入）・
黒胡麻あんまん×1パック（60g×3個入）・シュウマイ×1箱（30g×8個入）・えび
蒸し餃子×1パック（20g×4個入）・ひすい餃子×1パック（20g×4個入）・ふかひ
れ入り餃子×1パック（28g×4個入）・ショウロンポウ×1パック（30g×5個入）・焼
餃子×1パック（35g×5個入）●賞味期限：冷凍30日●アレルゲン：卵・乳成分・
小麦・えび

神奈川県

ポイント数

9,000
PT

八代目佐藤養助  稲庭干うどん
商品コード：A1428-0075
●稲庭干うどん2600g●賞味期限：常温
365日●アレルゲン：小麦

秋田県

ポイント数

12,000
PT

【コカ・コーラ】からだすこやか茶W 
350mlPET（24本）
商品コード：A1428-0047
●からだすこやか茶W 350ml×24本●賞
味期限：常温365日

ポイント数

5,000
PT

天星酒造  宝島  
本格麦焼酎セット（10本）
商品コード：A1428-0027
●天星宝島（麦・25度）720ml×10

鹿児島県

ポイント数

15,000
PT

讃岐牛に県木である
オリーブ搾り果実を与えた
プレミアム黒毛和牛です。

厳しい生産条件を満たした品質
だけに認められる「松阪牛」。
豊かな香りと独特な甘みが
持ち味です。

長崎和牛はオレイン酸が豊富で
濃厚な赤身部分と旨みたっぷりの脂身との
絶妙なバランスが高評価を頂いております。

無洗米はとがずに炊ける簡単、
便利で経済的なお米です。
環境にもやさしいお米です。

植物由来の食物繊維の働きにより、
脂肪の吸収を抑え、糖の吸収を
おだやかにする特定保健用食品
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品 

の 

ご 

案 

内

事業者コード A1428
交換事業者：シャディ株式会社

事業者コード A1428
交換事業者：シャディ株式会社
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掲載の画像はイメージです。※都合により商品内容や掲載内容、ポイント数が変更になる場合がございます。予めご了承ください。掲載の画像はイメージです。※都合により商品内容や掲載内容、ポイント数が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
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【パナソニック】電気圧力鍋
商品コード：A1428-0071
●外形寸法＝約幅29.2×奥行27.8×高さ
27.0㎝・本体重量＝約3.6㎏●満水容量：
3.0L、調理容量：2.0L●消費電力：約700W
●コード長さ：1.0m●付属品：計量カップ、
蒸し板、おたま

ポイント数

42,000
PT

【パナソニック】
スチームオーブンレンジ（30L）
商品コード：A1428-0067
●外形寸法＝約幅49.4×奥行43.5×高さ37.0
㎝●本体重量＝約19.5㎏●電源＝AC100V、●
消費電力＝1.35kW（グリル）、1.40kW（レンジ）、
1.40kW（オーブン）、●コード長＝（底板後部から
の長さ）約1.345m、●総庫内容量＝30L、●付属
品＝チタンコートグリル皿（1枚）、角皿（2枚）

ポイント数

175,000
PT

【パナソニック】
コードレス
スティック掃除機
商品コード：A1428-0084
●本体寸法＝約幅24.0×奥行21.8×
高さ114.0㎝●本体重量＝約2.4㎏●
電源＝コードレス式●集じん方式＝サイ
クロン式●集じん容積＝0.2L●使用時
間の目安（強）約6
分、（自動）約23 〜
約 50 分●充電時
間＝約3時間●運
転 音 ＝ 69 〜 約
63dB

ポイント数

116,000
PT

【パナソニック】
コードレス
スティック掃除機
商品コード：A1428-0082
●本体寸法＝約幅25.2×奥行19.0×
高さ113.1㎝●本体重量＝約2.4㎏●
電源＝コードレス式、●集じん方式＝サ
イクロン式、●集じん容積＝0.1L、●使
用時間の目安（強）
約6分、（自動）約9
〜約 25 分●充電
時間＝約3時間、●
付属品＝ブラシ付
きすき間ノズル

ポイント数

77,000
PT

【パナソニック】ふとん掃除機
商品コード：A1428-0079
●本体寸法＝約12.6×36×17.2㎝●本体
重量＝約1.9㎏●コード長＝5m●付属品＝
小型ノズル・すき間用ノズル・ロングホース

ポイント数

23,000
PT

【シャープ】
プラズマクラスター加湿空気清浄機
商品コード：A1428-0003
● 現 品 約 39.9×23×61.3 ㎝・本 体 重 量＝約 7.5 ㎏ ● 電 源＝
AC100V・消費電力（加湿空気清浄）（50 ／ 60Hz）＝強20W・中
11W・静音3.6W●コード長約1.8m●集塵方
式・加湿方式＝機械式（フィルター式）・気化式●
加湿量（50 ／ 60Hz）＝強500ml・中400ml・
静音200ml ／ h●プラズマクラスター適用床
面積＝約13畳●タンク容量＝2.5l●集じんフィ
ルター／脱臭フィルターの交換の目安約10年

ポイント数

28,000
PT

【±0】コードレスクリーナー
商品コード：A1428-0019
●（ハンディ時）幅11.4×奥行13.9×高さ42㎝（最大）幅20×奥
行13.9×高さ99.5㎝●本体重量＝（ハンディ時）約1.0㎏（最大時）
約1.3㎏●本体＝ABS　スタンド＝スチール●
吸込仕事率：最大30W●連続運転（フル充電
時）標準運転約57分　強運転約25分　ハイ
パワー約11分●紙パックレス式●付属品：ロ
ングノズル・フロアノズル・すきまノズル・すきま
ノズルホルダー・スタンド・充電用ACアダプター

ポイント数

18,000
PT

【フジ医療器】 
スーパーリラックス  マッサージチェア
商品コード：A1428-0045
●本体寸法　通常：（約）幅69×奥行120×高さ106㎝　脚部収
納時●本体寸法　リクライニング時：（約）幅69×奥行185×高さ
68㎝　脚部最大使用時●本体質量：（約）47㎏●張り地：PVCレ
ザー●フジ医療器の5年保証付●医療機器認
証番号：229ABBZX00050000（家庭用電
気マッサージ器・管理医療機器）●定格電源

（50 ／ 60Hz）：AC100V●定格時間：20分
●定格消費電力（50 ／ 60Hz）：106W（ヒー
ターのみ5W）●待機電力：6W

ポイント数

330,000
PT

【アイリスオーヤマ】高圧洗浄機
商品コード：A1428-0055
●現品約24×15×38㎝●ポリプロピレン
●付属品：広角ランス、ガンコネクタ-、ガン、
水道ホース3m、高圧ホース5m、ホースバン
ド、ワンタッチコネクタ、ノズルクリーナーピ
ン、スパナ、取扱説明書

ポイント数

20,000
PT

【P&G】パンパース はじめての肌へのいちばん 
/ ウルトラジャンボ新生児（5㎏まで）3セット
商品コード：A1428-0051
●ウルトラジャンボ新生児（5kgまで）　84枚
入り×3セット

ポイント数

6,000
PT

【シャープ】
ウォーターオーブン ヘルシオ  レッド
商品コード：A1428-0046
●現品約49×43×42㎝（ハンドル部含む奥行き49㎝）●本体重量＝約25㎏●総庫内
容量：30L 2段調理●オーブン温度：100 〜 250・300℃●発酵温度：30・35・40・
45℃●レンジ出力：1000W・600W・500W・200W相当●クックブックメニュー数（自
動メニュー数）：378（382）●庫内有効寸法：幅395×奥行305×高さ240mm●電源：
AC 100V（50Hz-60Hz 共 用 ）● 定 格 消 費 電 力（レンジ /オーブン/ グリル ）：1，
460W/1，410W/1，410W

ポイント数

220,000
PT

【象印マホービン】 
STAN. ホットプレート
商品コード：A1428-0009
●現品約44.5×30.5×14㎝●本体重量＝
約4.8㎏●アルミダイギャスト、ポリプロピレ
ン●付属品：2.5mロングコード、プレート1
枚●浅い凹凸の「ダイヤカットディンプル仕上
げ 」● 最 高 温 度：250 ℃ ● 消 費 電 力：
1200W

ポイント数

20,000
PT

【ゼンケン】 
アーバンホット  遠赤外線ヒーター
商品コード：A1428-0074
●現品約65×51×25㎝（本体奥行7㎝）●本
体重量：約7.5㎏●電源AC100V 50/60Hz●
定格電流10.0A●消費電力［強］1000W ［弱］
500●コード約2.5m●タイマーおはよう（ON）
タイマー 3 〜 9時間（1時間単位）　 おやすみ

（OFF）タイマー 1 〜 4時間（1時間単位）

ポイント数

36,000
PT

【ゼンケン】1人用電熱マット
商品コード：A1428-0073
● 現 品 約 80×180 ㎝ ● 表 地：アクリル
100%・裏地：ポリエステル100%・中綿：ポ
リ エ ス テ ル 100% ● 電 源：AC100V 
50/60Hz●消費電力：75W

ポイント数

18,000
PT

【LG】LG styler
商品コード：A1428-0058
●現品約44.5×185×58.5㎝●本体重量：約
83㎏●収納容量　5.2kg　●収納アイテム数　4

（ハンガー 3 + ズボン1）※付属のハンガーは2
本です。●運転音　40dB（リ
フレッシュコース / 標準 使用
時）　※運転音は各コースご
とに異なります。●付属品：
ハンガー×2本、 ズボンハン
ガー×1本、棚×1個

ポイント数

260,000
PT

【東芝】レグザ   
32型液晶テレビ
商品コード：A1428-0044
●現品約73×46×16㎝（脚含む）●画面サイズ：32V型　、画
面寸法　幅×高さ／対角69.8×39.2 ／ 80.0cm、質量（卓上ス
タンド含む／本体のみ）5.0kg ／ 4.6kg、画
素数（水平×垂直）1366×768、録画/再生　
USBハードディスク録画、HDMI入力端子

［1080p（60p ／ 24p）入力対応］、年間消
費電力量（省エネ基準達成率）48kWh/年

（170%）

ポイント数

63,000
PT

一人ひとりに合わせた
多彩なもみ心地を
実現
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掲載の画像はイメージです。※都合により商品内容や掲載内容、ポイント数が変更になる場合がございます。予めご了承ください。掲載の画像はイメージです。※都合により商品内容や掲載内容、ポイント数が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

家電・雑貨・日用品 家電・雑貨・日用品



よくある
ご質問

新築住宅と既存住宅の違いは
なんですか

倉庫、店舗等（住宅以外の用途）か
らリフォーム時に住宅に用途変更
（コンバージョン）した場合、対象に
なりますか?

一戸の住宅について、複数の事業
者が行うリフォームや、複数回に分
けて行ったリフォームを、それぞれ
申請できますか?

商品の交換はどのようにしますか？

他の補助金等と併用は
可能ですか？

申請書はどのように
提出しますか?

予定よりも早く制度が終了するこ
とはありますか、また、どのように
周知されますか？

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q
新築住宅とは、完成から1年以内で人の居
住の用に供したことがない住宅をいいます。
既存住宅とは、完成から１年超経過、または
居住実績のある住宅をいいます。

住宅のリフォームを対象としているため、
従前が住宅ではない場合は対象外です。

リフォームの場合、１戸あたりの上限ポイン
ト数の範囲で、複数回申請することはでき
ますが、申請ごとに要件を満たす必要があ
ります。１申請あたり２万ポイント未満の場
合はポイント発行申請できません。

情報が公開され次第、事務局のホーム
ページをご確認ください。

受付時間9：00〜 17：00（土・日・祝含む）　※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。

次世代住宅ポイント事務局

【交換商品に関するお問い合わせ先】
小田急百貨店 次世代ポイント事務局：0120-179-034　 シャディ株式会社：0120-139-004

受付時間10:00〜 17:30（土日祝除く）＊2019年9月26日より受付開始

原則として、本制度と補助対象が重複する
国の他の補助制度との併用はできません。
なお、地方公共団体の補助制度について
は、国費が充当されているものを除き、併
用可能です。
具体的には、事務局HPのよくあるご質問
をご確認ください。

ポイント発行の申請は、申請書類を直接事
務局へ郵送するか、受付窓口へ持参するこ
とにより申請できます。

予算に達した時点で、事前に周知を行った
うえで、ポイントの発行申請と、予約申請を
締め切る予定です。事務局のホームペー
ジでおしらせします。

A

A

A

A

A

A

A

A&

0570-001-339 042-303-1553

https://www.jisedai-points.jp/

IP電話等からの
お問い合わせ先

※掲載の内容は2019年9月現在の情報に基づいて制作しております。突発的な制度の変更に伴い内容が変更となる場合がございます。予めご了承ください。


