
※ペースメーカー等、医用電気機器
　装着の方はご使用できません。

月曜日（月曜が祝日の場合は翌営業日）の
午前中はお電話が混み合い、繋がりにくい
場合がございます。お急ぎでない方は
それ以外のお時間にお電話ください。

■食宅便事務局［受付時間］10:00～17:00（平日のみ）

0120-8149-96
※商品は都合により変更する場合がございます。　※商品画像は、実際とは異なる場合があります。※商品によって発送にお時間をいただく場合がございます。

「食宅便ポイント」のご利用、
お問い合わせについてはお気軽に、食宅便事務局まで。

どうやって景品と交換するの？Q
お電話もしくはホームページから承ります。A

景品が届くまでどのくらいかかりますか？Q
受付日から、約2～3週間でお届けいたします。
※年末年始やGW等の期間は少々お時間を頂く場合がございます。A

自宅以外に景品を送ってもらうことはできる？Q
日本国内に限り可能です（一部離島を除く）。
食宅便事務局にご指示ください。A

届いた景品に不良品があった場合は？ Q
お届けには万全を期していますが、万が一破損などございましたら、新しい品物と
交換させていただきます。上記、食宅便事務局までご連絡ください。
※同一商品との交換が出来る場合がございます。

A

食宅便ポイントと
景品について

教えて

Q A&

ポイント残高の確認方法

ポイントの使い方

食宅便ポイントとは

ポイントを貯める

商品と同送の明細書の下部、
お支払金額の左側に
記載しています。

お買い上げ明細書1

食宅便の購入時に付与
されるポイントです。

らくらく定期便でおまかせコース1セットを
週に1回、3カ月間ご利用いただいた場合。

購入ポイント

購入回数5回ごとに付与
されるポイントです。
１回につき100ポイント。

継続購入回数
ご利用ポイント

3カ月で 獲得!!

食宅便会員は、食宅便でお買い物をすると
自動的にポイントが貯まります。

商品購入金額の1%（定期購入の場合2%）の
ポイントが付与されます。
会員ランクがUPするとポイント付与率もUP！
※消費税やその他手数料等は含みません。

1,661P

マイページ左上、
お名前の右側に
記載しています。
※Web会員のみ

Webマイページ2 お電話3
食宅便事務局

［受付時間］10：00～17：00（平日のみ）
0120-8149-96

500ポイントから、
ポイント数に応じた
さまざまな景品と交換できます。

素敵な景品と交換する1
「1ポイント＝1円」で、
1,000ポイント（1,000円分）から、食宅便の
購入代金としてご利用いただけます。

「食宅便」の購入代金として使う2
pt

pt

pt

pt pt

pt
詳細は
こちら

発行：2023.4

貯まった食宅便ポイントで色んな商品と交換!

EXCHANGE POINTS

カタログ
ポイント交換

カタログ有効期限2024年3月末日まで

上記有効期限をもって一部商品の入替を予定しております

外はサクッ、中はモチモチのトース
トが90秒で。オートメニューでおい
しさにこだわり冷凍パンも
焼き芋も。

54の豊富な自動メニュー搭載＆60
レシピ搭載のオリジナルレシピブッ
ク付き。刺身の柵など
難しい解凍も上手に。

松阪牛すき焼き
松阪牛特有の香りと旨味を
思う存分すき焼きで
お楽しみください。

siroca 2WAYハンディ&
布団クリーナー 
デスクまわりやソファの隙間、布団ま
で1台でキレイに。ケア
ブラシなど付属品も充実。

siroca ホームベーカリー
パン作りをこれから始めたい方に。
シンプルな17メニューを
搭載した2斤タイプ。

siroca
全自動コーヒーメーカー
挽く、蒸らす、淹れる。
すべて自動なのに
コンパクト。

食宅便で取得できるポイントは、以下の2種類です

例えば

69054商品番号 69055商品番号冷凍

冷凍

69032商品番号 69056商品番号

69057商品番号69034商品番号

69053商品番号

69058商品番号

69029商品番号

69033商品番号

熊本県産 黒毛和牛と褐毛和牛
のブランド和牛食べ比べ
赤身の旨味が特徴の「くまもとあか
牛」と上位等級のみから厳選された
「和王」の食べ比べ
セットです。

乗るだけであなたを認識し音声で結
果が分かるらくらく測定。

冷凍 69031商品番号69030商品番号

タニタ体組成計
インナースキャン Voice

グリル料理がもっと手軽に愉しめる
「おいしい」が詰まった
ホットプレート。

本格圧力調理から低温調理まで。
毎日のお料理からおもてなし料理まで
これ一台。本格的な料理に
手軽にチャレンジしたい方に。

BRUNO コンパクトグリル
ホットプレート（グレージュ）

腰と脚のマッサージが可能な1台2
役のマッサージャーです。

スライブ マッサージャー
熊本県が誇る黒毛和牛「和王」は
和牛独特の風味と食感が
充実した牛肉です。

熊本 黒毛和牛「和王」すき焼き
＆ロースステーキ

New!

New! New!

New!
New!

New!

バラ・モモ（計500g）

肩ロース 450g、モモ 500g

モモ 500g、ロースステーキ 200g×2枚

※会員登録がない状態で購入された場合、ポイントは付与されませんの
でご注意ください。 ※ポイントの現金への換金はできません。 ※ポイン
トは、ご注文商品を出荷後に付与されます。

20,000ポイントコース
Point Co�se pt

15,000ポイントコース
Point Co�se pt

10,000 ポイントコース
Point Co�se pt



※QRコードはアイボリーのものです。ミントは別ページをご覧ください。

アイボリー

半袖

長袖

食宅便10周年を記念したブランドロ
ゴ入りのブルゾン！寒い
日に活躍間違いなしの
防寒アイテムです。

食宅便がきっちり収まるお弁当箱。電
子レンジ加熱にも対応。

丈夫で軽量なバンブー素材でエコ。
お弁当などにも便利なかさばらない
コンパクト設計です。

食宅便10周年を記念したブランド
ロゴ入りのポロシャツ！シワになり
にくく、サラッとした着心地です。

ベジマジあらう（ホワイト）

食宅便
オリジナルポロシャツ

野菜や果物を洗って水を切りそのま
ま保存できる、
ザル付きの保存容器です。

エレット
3WAY
ランタンライト
ライトを回転させる
ことで、ハンディライトや
ランタンとしても使える
便利な電池式ライトです。

スフィア・バンブーファイバー
カトラリー3点セット（アイボリー/ミント）

「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」
バウムクーヘン（オレンジピール入り）
落合シェフ監修のオレンジピールを
細かく刻んで生地に練り込み焼き上
げたバウムクーヘンです。

siroca
ハンドブレンダー 

食宅便オリジナル防寒ブルゾン
（5サイズ展開）

「まぜる・つぶす」に特化。すぐに使え
て、片付けやすいシンプルなエント
リーモデル。

落合務
IH対応
ベーネマーブル
フライパン
3点セット
ブラックのベースコートにシルバーと
赤のマーブル模様を散りばめて、4層
マーブルフッ素で焦げ付き
にくさが長持ちします。

やまがたの
フレッシュジュース詰合せ
山形県産の果実を絞った４種類のス
トレートジュースです。

ふぐ刺し（しゃぶしゃぶ用）3人前
荒波で育ったまふぐを手早く専門の
ふぐ処理師がふぐ刺ししゃぶしゃぶ
用の切身にしました。

居酒屋名物
ごまさば（真さばの切身）4人前
脂ののった“真さば”を吟味し、ごまさ
ば用の切身にしました。お酒の肴にも
よく合う商品です。

TERAKOYA監修
濃厚マンゴープリン
なめらかで程よい甘さのプリンとマ
ンゴーのハーモニーが
絶妙の逸品です。

マリ・クレール
ハンディクックパン15cm
（サーバースプーン付）
深さがあるので見た目より容量が
あって、茹でもの調理にも
オススメです。

氷温熟成 簡単便利な
魚惣菜ギフト（心）KOS-40
『氷温熟成』製法で素材の旨みを引き
出した魚惣菜のギフトセットです。

博多あまおう
こだわりアイス
福岡の農家さんが愛情たっぷりに育
てた「博多あまおう」をとことん楽し
むアイスです。

岡山県産
フルーツゼリー9個入
岡山県特産の代表的な果物を美味し
いゼリーに仕上げました。

博多 焼ぎょうざ 60個
旨味とジューシー感を大切に食べ応
えのある餃子です。特製タレでお召し
上がりください。

ラ・ベットラ・ダ・オチアイ
落合務監修 牛肉100％の
ハンバーグと黒トリュフソース
ワインと黒トリュフの風味豊かなソー
スと、肉汁たっぷり牛肉100％のこだ
わりハンバーグです。

栗たっぷり
濃厚マロンクリームタルト
豪華な濃厚クリーム
マロンタルトです。

siroca ミル付きミキサー 
氷も砕くチタンカッター採用。食材を
巻き込んで粉砕するパワフルなミキ
シングを実現。

長崎五黒カステラ
ふわふわ食感で優しい
甘さのカステラ。

ERETTO"mono"電気ケトル
ストレートボディがすっきりとした
印象を与える
電気ケトルです。

siroca
スティック
クリーナー
ハンディクリーナーにもなり1台で床
も隙間もお掃除。そのうえ完全自立
式だから置き場所も
選ばない。

New!耐熱アニマルダブルグラス
ネコ
飲み物を注ぐだけで「映える」ドリン
クに。飲み物を入れると動物がはっき
りと現れる2層構造の
グラスです。

おりたたみ水切り
バスケット（ホワイト）
コンパクトにたためる樹脂製の水切
りラック。たたむとフラットになるの
で隙間に収納でき、フックを使って吊
り下げてもOKです。

New! New!

New!
New!

New!

New!

New!

New!New!

New!

常温常温 常温

常温

タニタ手首式血圧計
BP-512-WH
脈間隔の変動を感知する
手首式血圧計です。

上州牛 モモステーキ
マイルドな肉質と赤身の深い旨味が
特徴です。

冷凍 冷凍

冷凍 冷凍

冷凍 冷凍 冷凍

冷凍

冷凍

柄：花吹雪　色：ピンク

ハンバーグ 130g×6、ソース 180g×1
焼きぎょうざ（16g×15個）×4パック、
ぎょうざのたれ 10g×8

清水白桃 90g×3、中山金桃 90g×2、
マスカット 90g×2、ニューピオーネ 90g×2

真ふぐ刺し 120g×1、
ぽん酢・もみじおろし（15g・3g）×各3

ラフランス・王林・紅玉・ふじ 各500㎖×各1

80g×4P、たれ・すりごま付

容量：約270㎖

直径13cm×1個

6個入 4種10個入

金目鯛と黄金生姜の煮付け、
のどぐろの煮付け、鯵の甘酢漬け、
ぶりの照焼き、4種合計7パック

350g×2本

60001商品番号 60004商品番号

60008～60012
商品番号

69001商品番号

69005
69006
69007

商品番号
商品番号（3箱）※
商品番号（5箱）※

60005
60006
60007

商品番号（半袖Sサイズ）
商品番号（半袖Mサイズ）
商品番号（長袖Sサイズ）

69002
69003
69004

商品番号
商品番号（3箱）※
商品番号（5箱）※

60002
60003

商品番号（アイボリー）
商品番号（ミント）※

69008商品番号

69012商品番号 69013商品番号 69014商品番号 69050商品番号

69011商品番号69009商品番号 69010商品番号

69015商品番号 69016商品番号 69017商品番号 69018商品番号

69019商品番号 69020商品番号

69027商品番号 69028商品番号 69051商品番号 69052商品番号

69024商品番号 69025商品番号69023商品番号 69026商品番号

69021商品番号 69022商品番号

80g×4

500ポイントコース
Point Co�se pt

1,000ポイントコース
Point Co�se pt

2,000ポイントコース
Point Co�se pt

2,500ポイントコース
Point Co�se pt

5,000ポイントコース
Point Co�se pt

7,500ポイントコース
Point Co�se pt

4,000ポイントコース
Point Co�se pt

3,500ポイントコース
Point Co�se pt


