
ハートワン ポイントシステム ハートワン ポイント
照会＆交換

ハートワンカードの1ヶ月のショッピング

※オペレータ受付
　9:00～18:00（1月1日休み）

アイテム交換のご注意

ハートワンポイントの有効期間

※最新のポイント数は、毎月のカードご利用明細書でもご確認いただけます。

1.上記URLのTOPページから、ダイワネットアンサーにログイン。
　※ダイワネットアンサーのご利用は会員登録（登録料無料）が必要です。

2.ダイワネットアンサーTOPページの【ポイント確認・交換】をクリック。
   ポイントメニュー画面から交換されるアイテムをお選びください。

ご利用総額 1,000円 につき1ポイント
※ハートワンポイントの有効期間は最長6年

ポイントを貯める ポイントの照会&交換方法

ポイントをお得に貯める

～毎月の公共料金などのお支払いでポイントGET！～

1ポイント
＝5円相当

大和ハウスグループの対象施設で
通常1,000円で1ポイントが2ポイントに！

■ 大和ハウスリフォーム

■ ダイワロイネットホテルズ

■ ダイワロイヤルホテルズ

■ ダイワロイヤルゴルフ

■ ロイヤルホームセンター

■ スポーツクラブNAS

■ 大阪第一ホテル（大阪マルビル）

■ 湘南モールフィル

■ アクロスモール新鎌ヶ谷

■ 沖縄アウトレットモール

　 あしびなー

■ フォレオ大津一里山

■ イーアスつくば

■ イーアス札幌

ポイント

2倍

※リボ払い、ボーナス払いをご利用いただいた場合のポイントは、ご利用明細書に掲載
    された月に加算されます。
※カード年会費・キャッシングサービスご利用分はポイント付与対象外となります。
※ご優待割引の場合は、割引後の金額でポイント換算されます。
※一部のサービス利用料やキャンペーンなど、ポイントが付与されない場合がございます。

・交換アイテムの返品、取り消しはできません。
・交換アイテムのお届け先はカードご登録住所のみとなります。
・交換アイテム商品のポイント数、仕様、デザイン、品揃えは、予告なく変更・終了となる場合
  がございます。また、商品の色・デザインは掲載写真の見本とは異なる場合がございます。 
・交換アイテムは交換受付後、約1～2ヶ月程でお届けいたします。なお、応募状況等に
  より、お届けが遅れる場合がございます。
・交換アイテムに弊社の責に帰すべき事由による場合を除き、紛失・盗難・汚損・破損   
  などが生じた場合、弊社は一切の責任を負いません。
・退会された方またはダイワセゾンカード規約に違反した方はポイント交換をお受け
  になれない場合がございます。

・ハートワンポイントの有効期間は最長6年です。
※商品交換時は獲得年度順に使用されます。

※以下でのご利用は、1,000円につき1ポイントとなります。
ダイワロイヤルホテルズでの宴会、ブライダル、通販／大阪第一ホテルでの宴会、レスト
ラン／大阪マルビル内テナントでのご利用／スポーツクラブNASの会費（一部、会費のク
レジット支払いを取り扱っていない店舗がございます）
※上記対象施設でも、一部対象外の店舗がございます。
※ロイヤルホームセンター・湘南モールフィル・アクロスモール新鎌ヶ谷・沖縄アウトレット
モール あしびなー・イーアスつくば・フォレオ大津一里山・イーアス札幌が発行する各ハート
ワンカードは、自店舗・施設においてはボーナスポイント対象外となります。ただし自店舗・施
設以外の大和ハウスグループボーナスポイント対象施設でのご利用は2倍となります。

24時間インターネットサービス 『ダイワネットアンサー』

www.daiwasaisoncard.com

ダイワセゾンカードインフォメーションセンター 
03-5996-1791
06-7709-8053

TEL
TEL

東京
大阪

1年目

ポイント獲得期間

2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目
4月    3月 4月    3月 4月    3月 4月    3月 4月    3月 4月    3月 4月    3月

ポイント有効期間
失効

ポイント獲得期間
ポイント有効期間

失効

www.daiwasaisoncard.com
大和ハウスフィナンシャル株式会社

「エンドレスハート」は、大和ハウスグループの経営のシンボルであり、日本およびその他の国に
おける登録商標または商標です。
○Copyright 2016 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD.All rights reserved.c

ガ ス 水 道 ダイワセゾン
ETCカード

カタログ掲載以外の全ての
アイテムがご覧いただけます。

電 気 ガ ス 水 道 ダイワセゾン
ETCカード電 気

2016年5月1日～2017年4月30日
ハートワンポイントアイテムカタログの交換受付期間

KE-1-201604

No. 9320

1,000POINT

100～9,900POINT

ハートワンポイント1,000ポイントを4,500円分として
ご請求金額に充当いただけます。
※交換は、1,000ポイント単位となります。

■  ショッピング充当サービス
No. 8235

www.daiwasaisoncard.com
■「WEB限定」のアイテムは、ダイワネットアンサーからのみの交換となります。詳しくはダイワネットアンサーをご覧ください。
インターネットサービス『ダイワネットアンサー』

■  ハートワンマネー
▼大和ハウスグループ・アメリカン・エキスプレス・カード限定

松阪牛バラすき焼き用、とらふぐ刺身セット、ボイル毛
がになどを取り揃えたグルメ商品の中からお好きな
商品をお選び頂けるグルメギフト券です。

飲茶バラエティセット、ボイルずわいがに、国産牛すき
焼きセットなどを取り揃えたグルメ商品の中からお好き
な商品をお選び頂けるグルメギフト券です。

国産牛の切り落とし、いくら醤油漬け、カレー詰合せ
などを取り揃えたグルメ商品の中からお好きな商品を
お選び頂けるグルメギフト券です。

No. 8684 900POINT

No. 8685 1,300POINT

No. 8686 2,300POINT

■  ロイヤルグルメギフト
　カデューコース〈10,000円商品相当〉

■  ロイヤルグルメギフト
　ペレンヌコース〈5,000円商品相当〉

■  ロイヤルグルメギフト
　セプリコース〈3,000円商品相当〉

※写真はイメージです。※送料・システム料込みです。

グルメ派に！
ギフトにも！

No. 8247 500POINT

■  大和リビング管理物件住み替え特典
  ４倍還元キャッシュバック〈10,000円相当〉

大和リビング管理物件から大和リビング管理物
件への住み替えで、お得なキャッシュバック！

ポイント還元率

4倍
1ポイント＝20円相当

※D-room Card所持の方限定。
※ご利用には各種条件がございます。

100,000円相当

2,000円相当

No. 8206
No. 820410,000円相当

2,000POINT

200POINT

■  大和ハウスグループ住宅・マンション購入券

ダイワハウスの住宅・マンション購入時にご利用いただけます。

※ご利用金額の上限は25万円相当（5,000ポイント）となります。

ポイント還元率の高いお得なアイテムも！

ハートワンポイント100ポイントをロイヤルホームセンターポイント
500ポイントへ交換できます。

※交換は［ロイヤルホームセンター]ハートワンカード会員様に限ります。
※交換は100ポイント以上、100ポイント単位となります。
※交換申請より1ヶ月～2ヶ月程かかります。

■  ロイヤルホームセンターポイント
　500ポイント〈500円相当〉No. 8227 100POINT

ロイヤルホームセンターカード限定！！D-room Card限定！！夢のマイホームを応援！！

ポイント還元率

10倍
1ポイント＝50円相当

※2,000ポイント以上、200ポイント単位での交換となります。なお、交換は
ダイワセゾンカードインフォメーションセンターでの受付となります。

■ ■ 株式会社 フェリシモ
  定期便〈コレクション〉専用クーポン
   （2000円分）

■ ■ リンベル株式会社
  ギフトでも使えるeクーポン
　（2000円分）

http://www.felissimo.co.jp/

http://www.ringbell.co.jp/

※定期便〈コレクション〉以外のお買物では使用不可
※お買物合計金額5,000円（税込）以上で利用可
※１回のお買物で１枚ずつのご利用（他のクーポンとの併用不可）

※お買物合計金額10,000円（税込）以上で利用可
※１回のお買物で１枚ずつのご利用（他のクーポンとの併用不可）

大和リゾート運営の「Heart  mall」で使えるマネーに交換できます。
※ ハートワンポイント100ポイント⇒500ハートワンマネー〈500円分〉
※ 交換単位1口＝ハートワンポイント100ポイント
※１回あたりの最大交換口数99口

No. 8248

200POINTNo. 9316

200POINTNo. 9317

HeartOneクーポン

もらって嬉しい♪
選んで楽しい♪

本当に喜んでもらえる
カタログギフトを…

ファッション、

子供服、雑貨など暮らしを

楽しむグッズが満載♪

通常200P ⇒1000円相当だから２倍お得♪

期間限定：2016年２月１日（月）～2017年１月31日（火）
ＵＣギフトカード

チケット・キャッシュバック・クーポン

WE
B
限
定 WE

B
限
定

バラエティーに取り揃えたグルメ商品の中から、受け取った
方がお好きな商品をお選びいただけるギフト券です。

人気のUCギフトカードがますます交換しやすくなりました！

2,000POINTNo. 820110,000円相当

WEB
限定

デパートやホテル等、全国60万店以上の
加盟店でご利用いただけるギフトカードです。

500POINT



200POINT

600POINT

1,000POINT

1,000円相当 No. 9346
3,000円相当 No. 9347

5,000円相当 No. 9348

※ パソコン、携帯端末からご利用できます・サイトに入る際にIDを入力してください。

② ID欄に「gk」（半角小文字）を入力しGOボタンを
　 クリックしてサイトにお入りください。

①「HeartOne mall」にアクセスします。

gk

▼パソコンから
▼携帯端末から

http://heartonemall.com

大和リビングが運営する大和ハウス
グループの通販サイト「HeartOne mall」
でご利用いただけるクーポンです。

70,000POINTNo. 8130
ギネスブックから世界一の癒しロボット
として認定されたタテゴトアザラシの
赤ちゃんロボット。

■  メンタルコミットロボット
  「パロ」（1年保証）

No. 6765 1,600POINT

■  無印良品｜LED持ち運びできるあかり

サイズ：［本体］約W110×D71×H275mm、重量（約485g）［充電台］約
W115×D82×H27mm、重量（約67g）／電球：ハイパワー3WLED（電球色）／素
材：ポリカーボネート、ABS樹脂、アルミ合金／付属品：専用ACアダプター、充電台

ハンガー形状の使いやすいデザイン。さまざまな場所に引っ掛けられ、
どこにでも持ち運んで使えるあかりです。

200POINTNo. 5017

● お申し込みいただいたポイント相当額を一般社団法人エコロジー・カフェ に寄付いたします。

200POINTNo. 5013

今、世界では、地球温暖化や生態系の破壊、森林の減少、大気・水の汚
染など、さまざまな環境問題が起きています。地球環境基金は、このよ
うな環境問題解決のための環境NGO・NPOをサポートしています。具
体的には、環境NGO・NPOの活動をサポートするための助成として、
1993年以来延べ約3,500件、総額約121億円の支援を行っています。

● お申し込みいただいたポイント相当額を地球環境基金に寄付いたします。

■  地球のためにできることを応援しよう！ ■ 絶滅危惧種の動物を保護しよう！

400 POINTNo. 9001
全国のプリンスホテルなどでご利用いただけます。（1,000円券×2枚）
※有効期限はございません。

500POINTNo. 9271

600POINT

1,000POINTNo. 9034

No. 9093

全国の西友・リヴィン・サニー各店でご利用いただけます。（2,000円カード×1枚）
※500円以上10万円まで繰り返し入金ができ、継続してお使いいただけます。
※西友ショッピングカードには有効期限がございますので、ご注意ください。
※一部お使いいただけない売場や商品がございます。

全国のＴＯＨＯシネマズにてご利用いただける「映画鑑賞引換券」２枚セットです。
※有効期限（発行月より６ヶ月）がございますのでご注意ください。
※ご利用可能なTOHOシネマズは、 www．tohotheater.jp にてご確認ください。

全国の加盟書店でご利用いただけます。（5,000円カード×1枚）

1,000POINTNo. 9075

※一部ご利用いただけない出光サービスステーションがございますので、ご注意ください。
※カードには有効期限がございます。
※カードご利用の際には、同封の「出光キャッシュプリカご利用の手引き」をお読みください。

全国の『Cash Preca』マークのある出光サービスステーション
で給油や洗車等にご利用いただけるプリペイドカードです。
追加入金することで繰り返しご利用いただくことが出来ます。

■  出光｜キャッシュプリカ〈5,000円相当〉

■ SEIYU｜ショッピングカード
  〈2,000円相当〉

■ TOHO CINEMAS｜映画鑑賞引換券2枚

■ 全国共通図書カード 〈5,000円相当〉

■ プリンスチケット〈2,000円相当〉

5,000円分（1,000円×５枚セット） No. 8132
No. 813310,000円分（1,000円×10枚セット）

1,000POINT

2,000POINT

全国の大和ハウスグループ施設でご利用いただける商品券です。
※一部対象外の施設がございます。

■  大和ハウスグループ｜共通商品券

3,000POINTNo. 8214
グローバルなゴルフ総合ブランドであるテーラーメイド・アディダス
ゴルフのキャディバッグです。

※テーラーメイドファクトリーアウトレット沖縄提供。※数に限りがございます。
※掲載品と異なる場合がございます。※色指定はできませんので、ご了承ください。

■  テーラーメイド｜アディダスゴルフキャディバッグ

3,000POINTNo. 8213
日本国内においてゴルフ利用者の人気を誇る「テーラーメイド」のキャディバッグ。

※テーラーメイドファクトリーアウトレット沖縄提供。※数に限りがございます。※掲載品と
異なる場合がございます。※色指定はできませんので、ご了承ください。

■  テーラーメイド｜キャディバッグ

サイズ：約φ80×H140mm（水タンク容量：約100ml）、本体重量：約220g／素材：［水タンク・
本体カバー・内部カバー・底部］PP、［本体下部］ABS／付属品：ACアダプター、計量カップ／連続
使用時間：約3時間／適用床面積：約6～8畳／4段階タイマー付／2段階の明るさ調整機能付

No. 7762 900POINT■  無印良品｜超音波アロマディフューザー
超音波で発生させたミストで香りを効果的に拡散。静音設計で作動中も静か。火を
使わないのでお休みのときも安心です。やわらかな灯かりとしても楽しめます。

※上記チケット・カード等は、現金とお引き換えいただけません。また、ご利用に際してのつり銭はご容赦いただいておりますので、ご了承ください。　※交換状況等により、アイテムは予告なく変更・終了となる場合や、お届けまでに1ヵ月以上かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

日本に来たかったわけではないのに…。一般社団法人エコロジー・カフェが運営する絶滅危惧種保護センターに集まる動物たちは、
心ない人たちにより売買を目的とした密輸によって日本に持ち込まれました。ワシントン条約で定められている動植物は、取引が規
制されているため、海外から持ち込まれた動植物は警察などによって押収され、その後動物園、水族館で保護されてきました。エコ
ロジー・カフェでは、民間団体として日本で初めて環境省から認可を受け、その動物たちを讓受し、保護しています。現在、絶滅危惧Ⅰ
類のマダガスカルホシガメやサイイグアナをはじめ、オウムやカワウソなどがおります。本来なら、生まれ故郷に帰すべきですが、密輸
の脅威にさらされている現状を踏まえて、保護することでいつか故郷へ帰れる機会を待ちたいと考えています。

※ご購入時の決済画面にてクーポンコードをご入力下さい。 ※1回のご購入につき
1枚ご利用いただけます。 ※合計金額（税込）からクーポン額面金額が減額となります。 
※本クーポンは1回のご購入のみご利用いただけます。複数回に分けてご利用はいただけ
ません。 ※他のクーポン、キャンペーンと併用はできません。 ※使用期限を過ぎると
本クーポンは無効となります。 ※使用期限までにご利用されなかった場合、また購入
金額が割引金額に満たない場合でも返金はありません。

お近くのスポーツクラブNAS（一部施設
を除く）をご利用いただけるチケットです。

※NAS銀座・ロイトン札幌・CLUB芝浦アイランド・
ホットヨガスタジオ美温・テニスクラブ・フットサル
クラブ・指定管理施設ではご利用できません。

No. 7451 1,000POINT

www.nas-club.co.jp

■  スポーツクラブNAS｜
  施設利用券（3枚）

※8月1日～1月31日交換申請分⇒3月25日頃、2月1日～7月31日交換申請分⇒9月25日頃に
　お届けのご利用明細分よりマイナスいたします。
※会費をハートワンカード決済されている会員様に限ります。

No. 8228 200POINT

ハートワンポイント200ポイントを、スポーツクラブNASの会費1,000円分と
してキャッシュバックできます。

■  会費キャッシュバック

スポーツクラブNASがプロデュースする全国26ヶ所
のサロンでご利用いただけます。
※エステギフトカードがご利用できる店舗はホームページ
よりご確認下さい。

No. 7452 1,000POINT

www.nas-club.co.jp/esthe

■  NAS｜エステギフトカード〈5,000円〉

チャリティー

チケット・キャッシュバック・クーポン

選りすぐりの逸品を！

毎日使いたいやさしい肌触り。
タオルの産地今治で織り上げた
吸水性に優れたフェイスタオル
のセットです。

サイズ：約400×850mm×2枚／材
質：綿100％／日本製／型番：IM-2530

500POINTNo. 9758
■  今治タオル｜今治フェイスタオル
  ２枚セット

江戸硝子に国産漆塗、国産杉箱入りの日本の手仕事にこだわった逸品です。
熊野洞こだわりの朱とグラスのコントラストが美しい製品となっております。

サイズ：Φ94×H90mm／重量：約360g／容量：約200ml／型番：12000
※国産杉箱入 ※手作りの為、重量や容量に多少の差がございます。※生涯補償について
詳しくは、補償書をご覧ください。

3,300POINTNo. 9750
■  WIRED BEANS｜生涯を添い遂げるグラス
  ロックグラス（国産漆塗り）

8,200POINTNo. 9756

厚さ約7mmの強くしなやかに曲げられた成形合板が描くラインは、日本
の工業デザインの礎をきづいた柳宗理氏のデザイン。二枚の合板を繋ぎ
あわせたシンプルなフォルム。

■  天童木工｜バタフライスツール

サイズ：約W425×D310×H387×SH340mm／重量：約2.2kg／材質：ローズウッド板目
／型番：S-0521RW-ST※商品の特性上、木目や色合いが異なる場合がございます。

No. 6767 3,000POINT

■  無印良品｜体にフィットするソファ
  （ダークブラウン）
体にあわせて自由に変化するソファ。微粒子ビーズと
伸縮性の高いカバーで体をゆったりと包みます。

サイズ：約W650×D650×H430mm［本体］約6kg／本体色：
ダークブラウン／素材：［本体・中袋］ポリエステル100％、
［詰め物：微粒子ビーズ］径0.5mm、［カバー・側生地ニット部分］
ポリエステル100％、［布部分］綿100％※本体は洗濯できません。
カバーは手洗い可。※ソファ本体とカバーのセットです。

サイズ：約W454×D456×H385mm／重量：約3.2kg／材
質：チーク柾目／型番：S-7297TK-NT　※商品の特性上、
木目や色合いが異なる場合がございます。

No. 9757 9,500POINT■  天童木工｜マッシュルームスツール
天童木工の資料室で40年以上も眠っていた
スツールが発見され、2002年にデビューしま
した。向上した技術力をそのカタチに反映。座り
心地が良く、オブジェとしても魅力のあるかたち。
和洋どちらの暮らしにも調和します。

1946年の発表以来不変のシルエットでクロスのシン
ボルとして受け継がれているロングセラーです。

8218No.

No. 821714金張 ボールペン ＃1502 

スターリングシルバーボールペン ＃H 3002

■  クロス｜クラシックセンチュリー

男性用16本骨傘のスタンダード。薄手の生地により細く巻く
ことができるロングセラーです。オン・オフどちらにでも合い、
特にスーツに合わせやすいデザインです。

サイズ：約60cm（親骨の長さ）、約86 .5cm（全体の長さ）、約
103cm（開いた時の直径）／重量：約565g／材質：エゴ（手元）、
ポリエステル100％（生地）／カラー：ブルーグレー

3,900POINTNo. 9760■  前原光榮商店｜紳士長傘（TRAD-16）

前原光榮商店の代表作16本骨傘のスタンダードタイプ。円形に近いフォルムで
美しさを演出。さらに骨が多いことにより強度・実用性も兼ね備えます。

サイズ：約55cm（親骨の長さ）、約88cm（全体の長さ）、約96cm（開いた時の直径）／
重量：約460g／材質：合皮（手元）、ポリエステル100％（生地）／カラー：ローズ

2,600POINTNo. 9761■  前原光榮商店｜婦人長傘（TRAD-16）
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サイト掲載商品すべてが大和ハウスグループのお客様限定の特別価格！

HeartOneモールクーポン
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