《HeartOneカードLINE公式アカウント》

ポイントアイテムの交換や

LINE で

毎月のご請求金額の確認、
お支払い方法の変更も！

カード管理
■ ご請求額の照会

ポイントアイテムカタログ

直近請求額を確認する

■ リボ変更

残高
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■ 住所変更などの
各種お申込み

ご請求金額をご案内します
（税込）
127,021円
※2/11〜3/10ご利用分
お支払日：4/4

■ ポイント照会・交換

ポイント残高：2,534POINT
ポイント交換は以下よりお手続き
頂けます。
ポイント交 換

13:15

請求金額詳細はこちら

13:00

メニュー

メニュー

※画面イメージ

▼
▼

詳細はこちら
初回設定時はHeartOneネットアンサーへのご登録・ログインが必要です。

問い合わせ先

HeartOneカードインフォメーションセンター

※オペレーター受付時間 ／ 9：00〜17：00（1月1日休み）

アイテム交換のご注意
※交換アイテムの返品、取り消しはできません。
※交換アイテムのチケット･カード等は、現金とお引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、
お申込み状況により、
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。
※カードを退会された方またはHeartOne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。
※本会員の届出住所に誤りがある等の理由により当該商品が送付できず弊社に返送された場合、又は本会員の都合により当該商品を
お受け取りいただけず弊社に返送された場合については、
当該商品は送付されたものとみなします。

「エンドレスハート」は、大和ハウスグループの経営シンボルであり、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 2022DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. All rights reserved.
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▼ポイント照会＆交換はこちら
ネットアンサーにログイン
いつもHeartOneカードをご愛顧いただきまして

全てのアイテムが
ご覧いただけます
〈24時間交換受付OK〉

ありがとうございます。
本 誌では 、H e a r t O n e ポイント交 換アイテムの

①上記ボタンまたは二次元バーコードからインターネッ

中から、ご好評いただいているアイテムを中心に、

トサービス
『HeartOneネットアンサー』にログイン。
②HeartOneネットアンサーTOPページの【ポイント

暮らしを彩る商品やサービスに加え、キャッシュ

確認・交換】をクリック。

レスの時代にぴったりのポイントアイテムをご紹介
いたします。
また、ハウスメーカーグループならではの『住まい』
に関するアイテムもHeartOneカード会員さま限定

③ポイントメニュー画面から交換されるアイテムをお選

目次
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でご用意しております。ぜひご活用いただけますと
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幸いです。

■ グルメ・スポーツ・ショッピング…………P.11
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今後ともHeartOneカードを何卒よろしくお願い
申しあげます。

■ ギフトカード・商品券……………P.14
■ キャッシュバック・ポイント・クーポン………P.15
■ ポイントの貯め方
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びください。
※HeartOne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。
※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。

HeartOneポイントの有効期間は最長６年
例えば

１年目の11月15日にポイントを獲得した場合、
６年目の３月末日でポイントが失効します。

１年目
（４月〜３月）

ポイント獲得

２年目
（４月〜３月）
３年目
（４月〜３月）

ポイント有効期間

４年目
（４月〜３月）

６年目の
３月末まで

５年目
（４月〜３月）
６年目
（４月〜３月）
７年目
（４月〜３月）

7年目の 4月14日に失効

※商品交換時は獲得年度順に使用されます。
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◤Dyson Puriﬁer Cool
空気清浄ファン
ホワイト／シルバー

◤Dyson Omni-glide
Complete

No.4059 13,900POINT

No.4058 14,200POINT

No.5164 3,400POINT

手軽にいつでも使える。
どんな向きでもしっかりシワ・ニオイとり。
●サイズ：W70×D150×H150mm
●重量：0.68kg(スタンド含まず)
●付属品：スタンド、専用カップ

◤siroca 電子レンジ
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ワンタッチで簡単に
「本格的な一杯」を作れ
て、
お手入れもらくらく。
「ネスカフェアプリ」
対応。
●サイズ：W155×D306×H323mm
●質量：約3.4㎏

●サイズ：W458×D350×H282mm●重量：約9kg
●庫内容量：約18L●電源：100V50Hz‒60Hz共用
●レンジ出力：900W/600W/500W/200W/100W
●自動メニュー数：11●センサー：湿度センサー

◤博多華味鳥 カレーセット
９食入り

No.5167 1,000POINT

風味と柔らかさが、黒毛和牛最大の魅力。
細かな霜（サシ）を降らせることで、とろけ
るような、まろやかな味わいに仕上がって
います。
●セット内容：ミックス(モモ・肩・バラ)300g
●原産地：日本
●賞味期間：55日(冷凍)

No.5166 2,300POINT

日々の暮らしに本当に必要な機能だけを厳
選し、シンプルな機能・デザインで、誰でも
簡単にお使いいただけます。

No.5168 1,200POINT

すけとうだらの卵巣を、唐辛子などをブレンドした独自の調味
液に漬け、無着色で仕上げました。
●セット内容：辛子明太子5〜7本（計400g）
〈すけとうだらの卵は
ロシア産またはアメリカ産〉●サイズ：190×190×38ｍｍ
●重量：約0.6kg●賞味期限：出荷日を含め冷凍60日解凍後冷蔵14日

No.5174 800POINT

◤ネスカフェ ゴールドブレンド
バリスタ フィフティ

No.5165 4,000POINT

◤博多「福さ屋」
無着色辛子めんたい 400g

◤ミヤチク 国産黒毛和牛
焼肉用 300ｇ

No.5163 16,000POINT

自動で部 屋から部 屋へ移 動 可 能 。お部 屋
の状況を学習・記憶し、最適な清掃パター
ンを選択します。
●サイズ：W252×D270×H90mm
●質量：2.2kg(バッテリー含む)
●付属品：バッテリー(内蔵)、ホームベース、
ドリップトレイ、
ウェットパッド(2枚)、
ドライパッド、洗濯可能ウェットパッド、
洗濯可能ドライパッド、電源コード、床用洗剤(2回分)

パワフルで軽量な全方向駆動コードレスク
リーナー。
フローリングに最適。
自由自在な操
作性。
●サイズ：W208×D1077×H132mm
●重量：1.9kg
●付属品：ミニモーターヘッド、
コンビネーション隙間ノズル、専用充電ドック

自動で汚染物質を検知し、
リアルタイムでお
知らせ。
フィルターだけでなく製品全体でも
PM0.1を99.95％閉じ込めることで、確実に
空気を浄化します。
●サイズ：W220×D220×H1,050mm
●重量：4.99kg
●付属品：リモコン

◤パナソニック 衣類スチーマー

◤iRobot 床拭きロボット
ブラーバジェット m6

華味鳥の水たきスープを使用した、三種類(華味鳥カレー、手羽元
カレー、粗挽きキーマカレー)の人気のカレーセットです。

●内容：博多華味鳥華味鳥カレー(200g)×3、博多華味鳥手羽元カレー(200g)×3、
博多華味鳥粗挽きキーマカレー(160g)×3●サイズ：180×400×93mm
●重量：2.35kg●アレルギー:小麦、乳●賞味期限:製造後730日

◤シャープ
プラズマクラスタードライヤー
No.5175 3,900POINT

髪が受ける熱ストレスを抑えるために、熱くない大
風量の風が、髪をやさしくドライ。風量や温度の違
う3種のメニューを搭載。
●サイズ：W84×D243×H209mm(付属品除く)、
電源コード約1.7m●質量：約535g(付属品除く)
●消費電力：1,200W(ターボ運転時)
●風量：約1.8m³/ 分(ターボ運転時)

◤SIXPAD Power Gun
No.5176 3,700POINT

疲れやストレスが蓄積した筋肉にアプロー
チし、全身のセルフケアを実現する。すべて
のひとに、至福のボディケアを。
●サイズ：約W85×D50×H135mm(ヘッドアタッチメントを除く)
●質量：約425g(ヘッドアタッチメントを除く)
●付属品：ヘッドアタッチメント4個 / ポーチ1個 / 充電用USB
ケーブル1本 / 取扱説明書(保証書付き)
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グルメ

2021年
グルメ部門

◤サントリー ザ•プレミアム・モルツ

１位

No.4051 1,500POINT
ダイヤモンド麦 芽がもたらす、華や
かな香りと深いコク、旨み。何杯飲ん
でも飲み飽きない味が楽しめます。
●内容量：350ml×24缶
※未成年者の飲酒は法律で禁止さ
れております。未成年者のお申し
込みはご遠慮ください。

◤
「Ｗelchʼs」ギフト

No.5448 900 POINT

果汁１００％と言えば「ウェルチ」。濃厚で上質な味わいが魅力で
す。収穫から出荷までおいしさと品質にこだわり、
１５０年以上愛
され続ける味をお送りします。
●セット内容：コンコードグレープ100 160g×4缶、
アップル100
160g×4缶、
オレンジ100 160g×4缶、
パインアップルブレンド100
160g×4缶、
マンゴーブレンド100 160g×4缶、
ホワイトグレープ＆
レモン100 160g×8缶

◤秋田県産あきたこまち ５㎏ No.4564 800 POINT
秋田県の代表的な良食品種として知られている「あきたこまち」。美味しいお米
として永く愛されて欲しいという願いが込められています。
コシヒカリのような
粘りと味を持ち合わせて誕生しました。あっさりとした味と粒のしっかりとし
た食感の良いお米です。
●内容量：5kg

2021年
グルメ部門

2位

3位

◤アサヒスーパードライ

No.4054 1,400 POINT

洗練されたクリアな味、辛口。さらりとした口当
たり、シャープなのどごし。キレ味さえる、いわ
ば辛口ビールです。
●内容量：350ml×24缶
※未成年者の飲酒は法律で禁止されております。
未成年者のお申し込みはご遠慮ください。
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◤松阪牛 すきやき用 500g

◤ミヤチク 宮崎牛サーロインステーキ
No.5062 1,800 POINT
170ｇ 2

松阪牛ならではのキメ細やかな舌触りと甘くてコクがある上品な
香りが特徴です。
●セット内容：モモ500g●原産地：三重県
●賞味期間：85日間（冷凍）

芳醇でジューシーな肉質が特徴の宮崎牛。豊かな風味があります。
●セット内容：サーロイン170g×2枚●原産地：宮崎県
●賞味期間：55日間（冷凍）

◤銀座千疋屋 銀座ミルフィーユアイス

◤銀座千疋屋
銀座千疋屋 銀座プレミアムアイス

アイスクリーム・フルーツソースをパイ生地でサンドした、銀座千疋屋
オリジナルのミルフィーユアイスです。
●セット内容：イチゴ・オレンジ・マスカット各3●加工地：日本
●アレルギー：小麦、卵、乳

濃厚でなめらかな、
プレミアムアイスクリーム。
●セット内容：とちおとめ90ml、マスカット90ml、ピーチ90ml、
ブルーベリーチーズ90ml、カスタードバニラ90ml各2●加工地：
日本●アレルギー：卵、乳

No.5061 1,900 POINT

2021年
グルメ部門

◤スターバックス
プレミアムソリュブルブラック
スティックギフト
（10 袋入り）
No.5201 590 POINT

2種のフレーバーが楽しめる、
ブラックスティック
ギフト。
スティックタイプなので、お湯を注ぐだけ
でいつでもどこでも簡単に本格的なコーヒーをお
楽しみいただけます。
●セット内容：ミディアムロースト2.3g×5袋、
ダークロースト2.3g×5袋
●寸法・重量：124×164×22㎜・0.2kg

No.5065 900 POINT

No.5066 1,100 POINT
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キッチン

2021年
キッチン部門

１位

◤siroca
おうちベーカリー

◤レミパンプラス（レッド）
No.5566 2,400POINT

No.9905 2,300 POINT

多彩な20メニューを搭載。
置き場所に困らないコンパクトな1斤タイ
プ。
基本的なパンメニューのほか健康に配慮したメニューも充実。
●サイズ：幅 23.2 × 奥行 29.5 × 高さ 25.3cm
●重量： 3.6 kg（パンケース含む）

料理研究家平野レミさん監修のフライパン。
煮る・炒める・炊く・蒸す・
焼く・揚げるなど、
様々な調理ができる深型形状です。
「ツールをマグ
ネットで保持する」
という新機能を搭載。
蓋はスタンド式で場所をとら
ず、
受け皿がついているので裏に溜まった水蒸気もこぼれません。
●サイズ：約W440×D255×H150mm ●重量：約1.4ｋg
（蓋含む）

◤タイガー オーブントースター < やきたて >

◤バルミューダ ザ・トースター（ブラック）

◤ティファール
インジニオ•ネオ•IHルージュ•アンリミテッドセット６
No.3086 3,200 POINT
ティファール史上最高峰の耐久性を実現したチタン・アンリミテッドコーティングで使い始めのこびりつ
きにくさが長く続きます。底面のIHディスクが大きくなり、
より効率的に、均一に熱が伝わります。食材を
入れるベストなタイミングが分かる
「お知らせマーク」
が新デザインに。
さらに分かりやすくなりました。
●セット内容：フライパン22cm/26cm、
ソースパン18cm、
ガラス蓋18cm、
シールリッド18cm、取っ手

2021年
キッチン部門

2位

2021年
キッチン部門

3位

No.4154 1,700 POINT

No.8897 5,000 POINT

焼きムラを抑えて、
こんがりふっくらおいしく仕上げます。薄切りも
美味しいですが、遠赤ヒーターを搭載しておりますので、中までしっ
かり暖めることで、厚切りのパンも更に美味しさがUPします。
●サイズ：幅312×奥行271×高さ224mm
●重量：2.8kg●付属品：調理トレイ

バルミューダ ザ・トースターは、
最高の香りと食感を実現する究極の
トースター。
バルミューダだけのスチームテクノロジーと完璧な温度制
御が感動の味を実現しました。
●サイズ：W357×D321×H209mm●重量：約4.4kg●付属品：5cc
カップ、
取扱説明書、
ガイドブック

◤レコルト
ソロブレンダー ソラン
No.3639 900 POINT

◤濃州孫六作
オールステンレス三徳包丁
No.4482 700 POINT
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日本でも有数の刃物の町、岐阜県関市で作られ
た包丁です。
シルバーカラーでスタイリッシュなデ
ザイン。
ステンレス製のハンドルで衛生面において
大変優れています。
ヒップアップハンドルの包丁は
力がかかりやすく楽に押し切りができます。
●サイズ：全長約300mm、刃渡り約170mm
●重量：約160g

◤BRUNO
マルチスティックブレンダー
No.5184 1,400 POINT

手軽に本格調理ができるスリム＆軽量なハンディブ
レンダー つぶす・混ぜる・泡立てる・刻むが1台で！
●サイズ： W63 × D68 × H365 mm
（ブレンダースティック使用時）
●重量： 570g（本体+ブレンダースティック）

◤BRUNO ホットサンドメーカー ダブル

ガラスジャーとトライタン製ボトル
の2種類の容器がセットになって、
ラ
イフスタイルに合わせた使い分け
が可能。
管理栄養士監修による付
属の専用レシピブックには、
野菜や
フルーツたっぷりのスムージーをは
じめ、
スープ、
ドレッシング、
ソースな
ど22品を掲載しました。

No.4777 2,300 POINT
タイマーをセットして待つだけ。耳までカリッとおいしいホットサン
ドのできあがり。朝食が華やかに！
●サイズ：W261xH96xD246mm●重量：約2.0㎏(プレート含む）
●付属品：ホットサンド用プレート1式、
レシピリーフ

●サイズ
（重量）
：ボトルセット時/約W100×D105×H280mm
（約
690g）
、
ジャーセット時/約W110×D105×H260mm
（約990g）
●付
属品：トライタン製ボトル、
ガラスジャー、
ドリンクキャップ、
メタルキャッ
プ、
パッキン用スティック、
専用レシピブック●カラー：レッド
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ホーム ＆ ビューティー

2021年
ホーム＆ビューティー部門

１位

◤ヴィダル
ダ サスーン
ダル
４ＷＡ
ＷＡＹヘアアイ
ＷＡ
ア ロン
アイ
◤
◤今治パールロマンタオルセット
No.4222 1,000POINT

アメリカのパールロマン糸を使ったコシが強く耐久性と吸水性に優
れた今治タオル。抜群の使い心地のよさが特徴のタオルです。
●セット内容：バスタオル
（約600×1,200mm）
×1枚、
フェイスタオル
（340×800mm）
×2枚、
ハンドタオル
（340×350mm）
×1枚●素材：
綿100％

◤ReFa CARAT

No.4976 3,700 POINT

◤ケルヒャー 高圧洗浄機 K2クラシックプラス No.8752 4,000 POINT
水道の蛇口からの水を高圧で噴射。車や外壁・網戸などのさまざまな場所を、
しっかりムラなく、
きれいにお掃
除！付属のバリオスプレーランスは水圧調節が可能で、
いろいろなシーンに活躍します。女性でも扱いやすい軽
量＆コンパクトタイプ。
●サイズ：約W171×D462×H243mm●重量：約3.9kg●付属品：本体側カップリング、
トリガーガン、5m
高圧ホース、
バリオスプレーランス、洗浄剤タンク●電源：AC100V（50/60Hz）

2021年
ホーム＆ビューティー部門

2位

2021年
ホーム＆ビューティー部門

3位

深く、
つまみ流す。顔立ちから全身まで、
艷やかに美しく。プロの手技、
「ニー
ティング」を再現したダブルドレナー
ジュローラーが、深くつまみ流す動き
でデリケートな女性の肌を美しく引き
締めます。
●サイズ：約W92×D61×H149mm
●重量：約190ｇ●材質：ABS、真鍮、
アクリル、シリコーンゴム、エラスト
マー、ステンレス、ナイロン、プラチナ
●付属品：ガイドブック、ポーチ、ク
リーンクロス
※健康状態によってはご使用いただ
けない場合がございます。

No.4778 1,300POINT

アタッチメント取り替えで、
1台で4つのスタイルが楽しめるマルチタイ
プアイロンです。
髪にやさしく、
滑らかなクリスタルピンクコーティング。
最高温度約180℃
（ストレートアイロン使用時のみ）
で、
美しいヘアスタ
イルをしっかりとキープします。
旅行先でも使える海外対応モデル。
●サイズ：W266×D34×H76mm（25mmパイプ装着時）●重量：
313g（25mmパイプ装着時）●付属品：径25mmパイプ/ストレー
ト、19mmパイプ、32mmカーラー×2、
クリップ×2、専用ポーチ

◤
◤停電断水対策
･
在宅避難ボックス
No.5421

3,800POINT

災害発生の際、避難所などへの移動が難しく、在宅避難を余儀なくさ
れた際に役立つ、
ランタンや給水タンク、
トイレなどをはじめ、養生
テープやブルーシートなどもセット。
●重量：約3.4kg●セット内容：LEDランタン、9光ライト、ダイナモエマージェ
ンシーライト、
ウォータータンク20L、
ウェットボディタオル×3、
シャンプー手
袋×3、
ウェットティッシュ(20枚)×3、ペーパー歯磨き(5包入)×2、携帯トイレ
1日用パック(6回分)×3、ブルーシート(1800mm×2700mm)、軍手、養生
テープ●備考：単一乾電池3本使用（別売）、単四乾電池6本使用(別売)

◤ダイキン
加湿空気清浄機

No.5105 9,000 POINT

◤タニタ 体組成計

No.5047 1,100POINT

シンプル・コンパクトな体組成計。A4サイズ、約
880gの小型軽量設計。測定結果は自動でスク
ロール表示。初期設定後は乗るだけで測定がで
きる「乗るピタ機能」を搭載。安心の日本製。
●表示項目：体重、体脂肪率、筋肉量、内臓脂肪レ
ベル、基礎代謝量、体内年齢、BMI●サイズ：約
W26×D21.6×H3.3cm●重量：約880g（乾電
池含む）●カラー：ブラウン
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◤ReFa
FINE BUBBLE ONE
No.5472 3,400 POINT

加圧溶解と２段階のキャビテーションを用いた独
自構造で、
ウルトラファインバブルとマイクロバブル
を一気に生み出します。
シャワーの穴の大きさや数
にこだわり、肌あたりのやさしい、やわらかな水流
を実現。
●サイズ：約W84 × D136 × H244 ㎜
●重量：約 345g

お肌にうれしいパワフル加湿。吹
き出し温度の低下が少ない
「ダブ
ルパスミキシング方式」。
●サイズ： H700 × W270 ×
D270mm
●重量： 9.5kg（水無し）

◤ iRobot
ロボット掃除機ルンバｉ3

No.5513 11,300POINT

アイロボット独自のゴム製のデュアルアクションブラシと、
パワーリフ
ト吸引で、大きなゴミからハウスダスト、
ペットの毛まで逃さず取り除
きます。清掃途中でバッテリー残量が少なくなると、ホームベースに
戻り充電。
その後、
中断したところから清掃を開始します。
●サイズ：最大幅34.2×高さ9.2cm●重量：約3.2kg●付属品：本体
（バッテリー内蔵）、
ホームベース、交換用フィルター、電源コード
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◤会費キャッシュバック No.8228 200 POINT
H e a r t O n eポイント2 0 0 Pにつき、スポーツクラブ N A Sの会費
1,000円分としてキャッシュバックいたします。
お届けのご利用明細分よりマイナスいたします。
◎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
※HeartOneカードで会費を決済されている会員様に限ります。

◤ホットヨガスタジオ
No.8229 550 POINT
Corporate Ticket
以下、施設のレッスンにつき1回ご参加いただけます。
◎ホットヨガスタジオ美温
◎ホットコラーゲンスタジオPURUMO
◎ホットヨガスタジオBODYUP

大和ロイヤルホテルから、全国各地で選りすぐりの“食と逸品”をお届けい

◤エステギフトカード5,000円分

たします。各コース500点以上の中からお好きな商品をお選びください。

（1,000円 5枚セット） No.7452 1,000 POINT

コース選択後の商品申込は、便利な専用WEBサイトもございます。

スポーツクラブNASがプロデュースする全国のサロンでご利用い
ただけます。

◤D-Royal Gift Selection
クローネコース
ー 〈3,000 円商品相当
ース

SPORTS CLUB NASの公式サイトへ遷移します

店舗検索はこちら

No.8684 1,200POINT

グルメでは上州牛、鹿児島県産黒豚、炭火焼鰹たたきなど。雑
貨商品には、箱根寄木細工の茶缶をはじめ、こだわりのキッチ
ン用品から日用品をバラエティにご用意しました。

◤D-Royal Gift Selection
ティアラコース
ー 〈5,000 円商品相当
ース
No.8685 1,500 POINT

鹿児島県産和牛すき焼き用、但馬牛焼肉用、利尻産一粒うに、
北 海 道 産あわびのやわらか 煮といった充 実のグルメ商品の
他、こだわりの雑貨商品も多数ご用意しました。

◤D-Royal Gift Selection
クラウンコース
ー 〈10,000 円商品相当
ース
No.8686 2,500 POINT

黒毛 和牛のローストビーフをはじめ多 彩なグルメ商品ととも
に、木曽の職人が手作りした江戸びつからブランド雑貨、家電
製品までご用意しました。
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No.7451 1,000 POINT

※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・指定管理施設など、一部の施設ではご利
用いただけません。

▶

グルメ ＆ スポーツ ＆ ショッピング

◤施設利用券（3枚）

※写真はイメージです。※送料･システム料込みです。 ※表紙は予告なしに変更になる場合があります。
※掲載商品は予告なしに変更になる場合があります。

大和ハウスグループ施設のポイントにも交換できます♪
◤湘南モールフィルポイント＊
（500ポイント） No.8250 100 POINT

◤ロイヤルホームセンターポイント＊
（500ポイント） No.8227 100 POINT

◤イーアス高尾ポイント＊ 200 POINT
（1,000ポイント）No.8255

＊
◤イーアスつくばポイント100
POINT
（500ポイント） No.8244

《交換条件》
[湘南モールフィル] HeartOneカード
会員様に限ります。
※ポイントの移行は、お申込みより
1ヶ月程度かかります。

《交換条件》
[イーアス]HeartOneカード会員様に
限ります。
※ポイントの移行は、お申込みより1ヶ
月程度かかります。

《交換条件》
[ロイヤルホームセンター]HeartOne
カード会員様に限ります。
※交換は、お申込みより1ヶ月〜2ヶ
月程かかります。

《交換条件》
[イーアスつくば]HeartOneカード会
員様に限ります。
※ポイントの移行は、お申込みより
1ヶ月程度かかります。

「 ダイワハウスでんき」余剰電力買取額還元により獲得されたHeartOneポイントでは交換いただけません。
＊印のアイテムは、
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賃貸住宅D-roomの公式サイトへ遷移します

会員様限定

賃貸物件の検索はこちら

◤大和リビング管理物件賃料等キャッシュバック
2,500円相当 No.8234 500 POINT
大和リビング管理物件の賃料等を2,500円相当キャッシュバック！
※ D-roomCardをお持ちの方のみが対象となります。
※ ご利用には各種条件がございます。

住み替えの方

限定！

◤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 No.8247 500 POINT

ギフトカード・商 品 券

「 D-roomカード」がお得！
▶

住まいと暮らし

家賃などのお支払いは

WEB限定

◤UC ギフトカード
No.8248

2,000円相当
（1,000円
No.8201

2,000 POINT

2枚セット）

10,000円相当
（1,000円

10枚セット）

デパートやホテル等、全国60万店以上の加盟店でご利用可能な
ギフトカードです。
※ 交換は、HeartOneネットアンサーからに限ります。

◤全国共通図書カード
（5,000円分）
No.9034

大和リビング管理物件への住み替えの方向けに、お得なキャッシュバック！

1,000 POINT

全国の加盟書店にてご利用いただけます。
（5,000円×1枚）

※ D-roomCardをお持ちの方のみが対象となります。
※ ご利用には各種条件がございます。

◤大和ハウスグループ 共通商品券＊

◤TOHOシネマズ 映画鑑賞券２枚

5,000円分（1,000円 5枚セット）
No.8132 1,000 POINT

No.9093

10,000円分（1,000円 10枚セット）
No.8133 2,000 POINT

700 POINT

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。
※
※
※
※
※

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。
※ 商品券には有効期限がございますので、
ご注意ください。

◤大和ハウス住宅・マンション購入券＊

500 POINT

３D上映は追加料金にてご利用いただけます。
先行上映など特別上映ではご利用いただけません。
ご利用の際は、チケット記載の注意事項を必ずご確認ください。
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. j pにてご確認ください。

ポイント還元率

１0倍

※※

100,000円相当
（10,000円 10枚セット）
No.8206 2,000 POINT
10,000円相当
（10,000円 1枚セット）
No.8204 200 POINT

通常1P＝5円相当を、10倍の1P＝50円相当として、大和ハウスの住宅・
マンション購入時にご利用いただけます。
※ ポイント交換は2,000P以上（200P単位）
となります。
※ HeartOne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。
※ ご利用の上限は250,000円とさせていただきます。

◤apollostation キャッシュプリカ
（5,000円分）
No.9075

1,000 POINT

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に
ご利用いただけるプリペイドカードです。
追加で入金することで繰り返しご利用いただけます。
※ カードには有効期限がございますので、ご注意ください。
※ 一部ご利用いただけない店舗がございますので、ご注意ください。

「 ダイワハウスでんき」余剰電力買取額還元により獲得された
＊印のアイテムは、
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HeartOneポイントでは交換いただけません。
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◤ポイント交換
キャッシュバック＊
ご請求金額から交換ポイントに
応じてキャッシュバックいたします。

0000 1234 5678 9999
00/00 00/00

No.8232 100POINT
400円相当キャッシュバック
2,100円相当キャッシュバック No.8233 500POINT
4,500円相当キャッシュバック No.8235 1,000POINT

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「 H e art O ne m all」で
ご利用いただけるクーポンです。

※交換お申込み後、2〜3ヶ月後の4日お引落分でキャッシュバックいたします。
※HeartOneネットアンサーからのみ交換可能です。

WEB限定

WEB限定

◤ｄポイント（800ポイント）＊

◤HeartOneモールクーポン
No.8220 200POINT

1,000円相当

No.9346 200POINT

5,000円相当

No.9348 1,000POINT

3,000円相当 No.9347 600POINT

選んで
交換

●ご購入時の決済画面にてクーポン

❶「HeartOne mall」にアクセス

WEB限定

外部サイトへ遷移します

▶

キャッシュバック・ポイント・クーポン

WEB限定

◤マルチバリューコード＊
「マルチバリューコード」とは、Hear tOneポイントをさまざまな企業が提供する

HeartOne mallはこちら

ポイント（またはマイル）の中から“お好きなポイント”に交換できるサービスで
す。ライフスタイルに合わせて、貯まったポイントをご利用いただけます。

■ 交換できるポイント・マイルの銘柄

コードをご入力ください。●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

❷ サイトに入る際、ID欄に
「gk（半角小文字）」
とご入力

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、また購入金額に満
たない場合でも返金はありません。

❸「GOボタン」をクリック

■ 交換アイテム番号
ポイント
交換番号

HeartOne
ポイント数

交換後の各銘柄ポイント数

No.5109

200P

交換後

700P

または

ANAのマイルは
175マイル

または

No.5110

500P

交換後

1,800P

または

ANAのマイルは
450マイル

または

楽天ポイントは

No.5111

1,000P

交換後

3,800P

または

ANAのマイルは
950マイル

または

楽天ポイントは

楽天ポイントは

490P

1,260P

2,660P

※「nanaco」は株式会社セブン・カード・サービスの登録商標です。
※「WAON」はイオン株式会社の登録商標です。
※ANAのマイルです。
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お申し込み方法はこちら

「 ダイワハウスでんき」余剰電力買取額還元により獲得されたHeartOneポイントでは交換いただけません。
＊印のアイテムは、
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家のリフォームでも

HeartOneポイントが貯まります。

ポイント付与

2倍

大和ハウスリフォーム・大和ハウス賃貸リフォームでのリフォーム工事、
HeartOneカード決済に限ります。

ポイントがいつでも２倍！
https://www.daiwahouseﬁnancial.co.jp/entry/index.html

ショッピング・旅行・レジャーなど、

ユニットバスへのリフォーム工事で

例 100万円ご利用になった場合…

HeartOneカードなら

（高断熱浴槽・浴室乾燥機・手すりの設置など）

通常ポイントの２倍付与

大和ハウスグループの対象施設なら、

ポイントがドンドン貯まる♪

2,000P獲得

イラスト

⇒１万円分のHeartOne ポイントが貯まります！

※HeartOneポイントは、1,000円につき、１P（5円相当）付与いたします。

さらに！
貯まったポイントを、次回のリフォーム工事代金に充当すると

３倍のポイント数でご利用いただけます。
⇒HeartOne ポイント2,000P×3倍
3倍還元で

6,000P（3万円分）に！

※ポイント充当のご利用上限は、契約（請負）金額の20%（５分の１）以内となります。
リフォームに関する
お問い合わせ

TEL

ポイント
還元率通常の

3倍

0120 -850 -047（９：30〜18：00／土日祝、年末年始休み）
詳しくは、各店舗のHPをご覧ください。
※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での通販／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）

■ HeartOneポイントについて
ショッピングや公共料金のお支払いなど、
カードのご利 用 1 , 0 0 0 円（ 税 込 ）につき、
HeartOneポイントが１P（5円相当）貯まります。
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※上記対象施設でも、一部対象外の店舗がございます。

HeartOneポイント

1P（5円相当）

※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・イーアス高尾・アルパーク・イーアス沖縄豊崎が発行する各HeartOne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。
大和ハウスグループ特典

https://www.daiwahouseﬁnancial.co.jp/service/group.html
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