


4 プラチナカード・ゴールドカード会員様限定

プレミアムプレゼント2

3 「キャッシングリボ」のご案内 個人会員対象

個人会員限定5 お申し込みは「Vpass」で!

ポイント移行サービスワールドプレゼント

「今月のチケットガイド」も休止させていただきます。また、次月号以降も引き続き休止させていただく可能性がございます。なお、宝塚歌劇にて公演が再開されておりますが、
弊社でのチケットのお取り扱いは当面の間見合わせていただきます。ご了承くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。※2020年11月11日時点の情報に基づくご案内となります。

 

プレミアムプレゼントについてのお問合せは
カード裏面のプラチナデスクまたはゴールドデスクまでご連絡ください。

9:00～17:00 (土･日･祝日・年末年始休)受付時間
●お電話の際は､お手元にカードをご用意ください｡(お掛け間違いのないようにご注意ください｡)

個人・法人会員対象
(エントリー必要)

～創業60余年 スモークサーモン専門店～
サーモンデリ中村屋
「サーモングルメ満足セット」

抽選で220名様に
プレゼント!

＜セット内容＞
●スモークサーモン（トラウト） 50g×2 ●サーモンたたき（トラウト） 80g×1
●お刺身サーモン（トラウト） 80g×1 ●いくら醤油漬 60g×1
●ポン酢風味調味料 15g×2 ▶賞品はクール冷凍便でお送りします。

応募
締切 2020年12月15日（火）応募方法 下記要領でご応募(エントリー)ください｡

＜ご注意＞●プラチナカードまたはゴールドカード会員様以外のエントリーは､抽選の対象となりません｡
●1つのカード種別で１口エントリーいただけます。
●当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。なお、賞品は弊社にお届けの郵便物送付先へ
　お送りします。（2020年12月に抽選のうえ、2021年1月下旬までに賞品を発送の予定）
●当選者数は､近畿しんきんVisa(またはマスター)･近畿しんきんJCB会員の合計です。

●弊社から発送した賞品が不着の場合、当選を無効とさせていただくことがございます｡
●当選の権利は当選者ご本人様のみ有効で、第三者への譲渡や賞品の交換・換金・変更はできません。
●当選者の発表後であっても、賞品のお届けまでにカードを退会または会員資格の取消等になった場合、当選を
　無効とさせていただくことがございます。

●ダイヤル回線の方は､ガイダンスが流れた後､｢＊（コメマーク）｣､｢＃（シャープ）｣､｢トーン｣､｢PB(ピービー)｣など､電話機所定のトーン切替ボタンをプッシュし､ピッ､ポッ､パッの音が出るように切り替えてエントリーしてください｡
●ナビダイヤルは、NTTコミュニケーションズが提供するサービスで、大阪市内へ着信し通話料はお客様負担となります。また、本サービスでは、発信者の方が加入されている電話の各種割引サービスは適用されません。
●上記のエントリーシステムは、システムメンテナンス等につき､エントリーの受付を一定時間停止させていただく場合がございます｡●本プレゼントに応募された会員の方の情報は、抽選処理および賞品発送のため、利用させていただきます。

弊社ホームページトップ画面の右側中段にある
右記バナーからご応募ください。パソコン

なら! http://www.kinki-shinkincard.co.jp
近畿しんきんカード 検 索

くわしくはこちらから

キャンペーン&
プレゼント情報

※トップ画面左上に　　　　　　　　　　　　　と表示されているホームページは、弊社「Vpass」となりますので、「Vpass」からは、　　　　　　　　（ホームページ上段）をクリックして、お手続きください。近畿しんきんカード キャンペーン

トップ画面の左上に　  　　　    　　　　　   の表示があることをご確認ください｡※（ ）近畿しんきんカード株式
会社

スマート
フォン
なら!

受付
完了

キャンペーンコードの指定

2032
お電話
なら!

エントリー番号の指定キャンペーンエントリーダイヤル
ナビダイヤル
有　料（ ）

2 4 時 間 年 中 無 休・通 話 料 有 料

プラチナカード・
ゴールドカード
会員番号(16ケタ) 01

「サーモンデリ中村屋」の商品は、オンラインショップでご購入いただけます。
サーモンデリ中村屋 検 索 https://salmon-deli-nakamuraya.com

※掲載の写真はイメージです。

「サーモングルメ満足セット」エントリー番号 01

個人会員対象
(エントリー不要)

＊1 キャンペーン期間終了までに登録された方が対象となります。（抽選時点で登録を解除されている場合は
　  対象となりません。）
＊2 2019年11月以降にご入会された会員の方で、WEB明細書サービスに登録された場合でも抽選口数は
     2倍となります。

近畿しんきんカードを使って! キャッシュバックキャンペーン

2020年11月16日(月)～2021年2月15日(月)までキャンペーン期間

【ご注意】
●近畿しんきんVisaカードと近畿しんきんマスターカードの本会員とご家族会員のご利用金額が対象になります。
●売上情報の到着時期によって、ご利用合計金額の対象とならない場合があります。
●キャッシュバック金額は当月のご請求金額から差し引かせていただきます。（ご請求金額がない場合はキャッシュバック
金額を、ご請求金額がキャッシュバック金額を下回る場合は差額分を、お支払い口座へお振り込みいたします。）
●抽選時点およびキャッシュバック時点でカードを退会されている場合や口座設定されていない場合は、キャッシュバックの
対象となりません。

●当選者数は、近畿しんきんカード（Visa・JCB・マスター）の人数です。
●年会費、キャッシングリボ、海外キャッシュサービス、リボ払い・分割払い手数料、ATM利用手数料、弊社情報誌定期
購読料、一部の保険料等はご利用額の対象となりません。
●弊社が同時期に実施する他のキャンペーンとの重複当選はございません。
●当選の権利はご本人様のみ有効で、第三者への譲渡はできません。
注1）「WEB明細書サービス」の正式名称は、「カードご利用代金WEB明細書サービス」です。

キャンペーン期間中に、ショッピングやお食事などで近畿しんきんカードをご利用いただくと、
ご利用金額10万円（税込）を１口として、抽選で最大10万円をキャッシュバック！
さらに、「2019年11月以降にご入会の方」もしくは「WEB明細書サービスに
ご登録の方」＊1は抽選口数2倍＊2のチャンス！ ご応募（エントリー）は不要！

当選者の発表は、2021年5月お支払い分の「ご利用代金明細書」への表示
（キャッシュバック金額のマイナス表示）をもって代えさせていただきます。
壱等賞、弐等賞に当選された方へは、弊社にお届けの郵便物送付先へ当選状を発送させていただきます。

当選発表当選発表

100,000円
キャッシュバック！！キャッシュバック！！

10,000円
キャッシュバック！！キャッシュバック！！

弐等賞
抽選で

2,020名様
抽選で

2,020名様
1,000円
キャッシュバック！！キャッシュバック！！

参等賞壱等賞 抽選で5名様 抽選で

50名様
抽選で

50名様

2019年11月以降にご入会の方

「WEB明細書サービス」注１にご登録の方

右記の会員の方は

抽選口数2倍！！ もしくはもしくは

最大10万円！! 冬
の陣

～Go！Go！2020！～
キャッシュバックキャッシュバック争 争 奪奪戦戦！！

信用金庫をはじめとする提携金融機関やコンビニエンスストアのATMから、カードと暗証番号でキャッシングリボのお借り入れができます。
ご返済は毎月一定額をお支払日に決済口座から引落しさせていただきます。（ご利用は返済プランを考えて無理なく計画的に。）

●お申し込み当初の毎月のご返済額は5千円となります。ただし、毎月のご返済額は、締切日時点でのご利用残高が10万円を
超えた場合は1万円、20万円を超えた場合は以後のご利用残高にかかわらず1万5千円となります。また、ご希望に応じて、
ご返済額の増額ができます。（毎月の返済額は、左記内容と異なる場合があります。）

●担保・保証人／不要　●資金使途自由（事業性資金は除く）　
●遅延損害金利率（実質年率）／20.0%　●ご利用は1万円以上1万円単位。　
●一部の信用金庫・店舗・ATMではご利用になれない場合があります。
●ヤングゴールドカードは「その他のカード」としてのお取り扱いとなります。

(注)ご利用枠が表示されていない（または＊印となっている）場合は、ご利用いただけません。
キャッシングリボご利用枠が設定されていない方で設定を希望される方は、インターネットサービス
「Vpass」からキャッシングリボ設定・増枠のお申し込みをいただくか、「キャッシングリボ申込書」等での
お申し込みが必要となります。「キャッシングリボ申込書」の送付をご希望の場合は、下記ファイナンス
デスクまでお申し付けください。（所定の審査がございますので、ご希望に添えない場合があります。）

●法人会員の方は、ご利用いただけません。
●カードのご利用状況により、ご利用代金明細書での表示にかかわらず、ご利用いただけない場合があります。

お借り入れの条件をご確認のうえ、
借りすぎに注意しましょう。

キャッシングのお借入・
ご返済等でお悩みの方は

【貸金業相談・紛争解決センター】0570-051-051
受付時間 9:00～17：00 （土・日・祝日、12月29日～1月4日を除く）

●一部の信用金庫・店舗・ATMでは、ご利用になれない場合があります。
●ATMでのご返済は、ATMの画面等に表示される返済可能額の範囲内で、かつ金融機関が指定する入金単位（1千円・
1万円単位等）による金額となります。（ご返済後にATMから出力される利用明細票に表示された取引後のご利用残高に
ついては、通常通り手数料とともにご指定のお支払口座から自動引き落としとなります。）
●その他、弊社指定口座へのお振り込みでもご返済が可能です。（事前にお電話ください。）

キャッシングリボのご利用残高は、ATMから臨時のご返済が可能です。
ご利用可能な提携金融機関ATM

（その他、三井住友銀行・りそな銀行・コンビニの 提携ATM等でもご返済が可能です。）全国の ATM信用金庫

■ご利用条件

プラチナカード・
ゴールドカード
会員の方は

14.4%～15.0%

ご利用残高およびご返済方法に応じて、元金と利息を返済するまで
の期間・回数。（ご利用枠の範囲内で繰り返しお借り入れになる場合
には、ご利用残高に応じて返済期間・返済回数は変動します。）
＜最長ご返済例＞返済期間・回数：最長4年1ヵ月・49回

●返済期間・回数はご利用内容によって異なります。

ご契約ご利用枠50万円、実質年率18.0%、毎月ご返済額
1万5千円〈元利定額返済〉、50万円をご利用の場合。（ ）その他のカード

会員の方は
15.0%～18.0%

元利定額返済
またはボーナス月
元金増額返済併用（ ）

利率（実質年率） 返済方法 返済期間・返済回数

●毎月の締切日までのATM手数料を、翌月のお支払日にカードご利用代金とあわせてお支払いいただきます。（ATMの
画面や利用明細票には、手数料は表示されませんので、カードご利用代金明細書にてご確認ください。）

■ATM手数料（お借入・ご返済1回につき、含む消費税）
ご利用ATM

その他の提携金融機関等の
ATM（またはCD）

のATM
お取引金額

お取引金額にかかわらず
1万円以下の金額
1万円を超える金額

110円
220円

一律110円
手数料額

信用金庫

信用金庫のATMなら全国どこでも!

カ   ー  ド   の  種   類
総利用枠
カード利用枠
内リボ払い
内分割・2回・ボーナス
キャッシング利用枠
内キャッシングリボ
内海外キャッシュサービス

カードのご利用枠（家族カード発行時は共通のご利用枠）

60万円
60万円
60万円
60万円
40万円
40万円
30万円

V I S A

キャッシングリボ枠
となります。(注)

キャッシングリボのご利用枠は、お手もとの
ご利用代金明細書にてご確認ください!

近畿財務局長(13)第00210号　日本貸金業協会会員第001784号 http://www.kinki-shinkincard.co.jp
　｢キャッシングリボ｣に関するご質問･お問合せはファイナンスデスクまで TEL.06-6365-8634 9:00～17:00

土･日･祝日
年末年始休受付時間

＜ご注意＞
●｢ポイント移行サービス｣は､個人会員の方限定のサービスとなります｡（法人会員の方は､ご利用いただけません｡）
●「ポイント移行サービス」は、「Vpass」からのみお申し込みいただけるサービスです。
●一部を除き､移行先ポイントプログラムの名義人が､カード本会員の方と異なる場合は､ポイント移行できません｡
●｢ポイント移行サービス｣をご利用の際は､事前に移行先のポイントプログラム等への加入が必要となります｡

●一部を除き､200ポイントから100ポイント単位でポイント移行が可能です｡
●｢ポイント移行サービス｣をご利用の際は､各ポイント移行ページに記載の重要事項やご利用上の注意を必ずご確認ください｡
●システムメンテナンスのため､一部サービスのご利用を停止する場合があります｡

お貯めいただいたワールドプレゼントのポイントを､｢WAONポイント｣や｢Tポイント｣など提携各社のポイントプログラムに
交換できるとってもおトクなサービスです!お申し込みは､インターネットサービス｢Vpass｣からお手続きください!

ポイント移行のお申し込みはコチラ!

「Vpass」にログイン

ページ上段｢ポイントサービス｣より
「ポイントの交換」をクリック

「マイレージ移行」・「ポイント移行」
からご希望のポイント移行先を選択
のうえ、お申し込みください。

こんなポイントに交換できます!

本欄掲載の移行先以外にもポイント交換いただける提携先がございます。
（その他の提携先やポイントの交換レートに関する詳細は、「Vpass」にてご確認ください。）

●移行先一例

●Pontaポイント●Tポイント●WAONポイント

●dポイントクラブ●ジョーシンポイント ●ANA マイレージクラブ

スモークサーモンのエキスパートが自らの目や舌で吟味し
選び抜いた素材を利用し、安心で安全な商品をお届けする
ことにこだわり続けて60余年の「サーモンデリ中村屋」。お届け
するのは、欧州ナンバーワンファームのノルウェー「フィヨルド
ラックス社」の厳選されたサーモントラウトに、ミネラル分を
含んだ淡路の藻塩を使用したスモークサーモンと、サーモン
たたき、お刺身サーモン、いくら醤油漬を詰め合わせた贅沢な
セットです。さけの味比べや賑やかなホームパーティーなど
にもお楽しみいただける「サーモングルメ満足セット」を抽選で
220名様にプレゼントします！

■ ポイント移行のお申し込みには､「Vpass」へのご登録(無料)が
事前に必要となります｡

http://www.kinki-shinkincard.co.jp
近畿しんきんカードVpass 検 索お申込みは

本サービスは、2021年3月31日（水）をもって終了させていただきます。これまでご利用いただき誠にありがとうございました。
「世界のお得なお店ガイド」終了のお知らせ 個人・法人会員対象
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●ダイヤル回線の方は､ガイダンスが流れた後､｢＊（コメマーク）｣､｢＃（シャープ）｣､｢トーン｣､｢PB(ピービー)｣など､電話機所定のトーン切替ボタンをプッシュし､ピッ､ポッ､パッの音が出るように切り替えてエントリーしてください｡
●ナビダイヤルは、NTTコミュニケーションズが提供するサービスで、大阪市内へ着信し通話料はお客様負担となります。また、本サービスでは、発信者の方が加入されている電話の各種割引サービスは適用されません。
●上記のエントリーシステムは、システムメンテナンス等につき､エントリーの受付を一定時間停止させていただく場合がございます｡●本プレゼントに応募された会員の方の情報は、抽選処理および賞品発送のため、利用させていただきます。

弊社ホームページトップ画面の右側中段にある
右記バナーからご応募ください。パソコン

なら! http://www.kinki-shinkincard.co.jp
近畿しんきんカード 検 索

くわしくはこちらから

キャンペーン&
プレゼント情報

※トップ画面左上に　　　　　　　　　　　　　と表示されているホームページは、弊社「Vpass」となりますので、「Vpass」からは、　　　　　　　　（ホームページ上段）をクリックして、お手続きください。近畿しんきんカード キャンペーン

トップ画面の左上に　  　　　    　　　　　   の表示があることをご確認ください｡※（ ）近畿しんきんカード株式
会社

スマート
フォン
なら!

受付
完了

キャンペーンコードの指定

2032
お電話
なら!

エントリー番号の指定キャンペーンエントリーダイヤル
ナビダイヤル
有　料（ ）

2 4 時 間 年 中 無 休・通 話 料 有 料

プラチナカード・
ゴールドカード
会員番号(16ケタ) 01

「サーモンデリ中村屋」の商品は、オンラインショップでご購入いただけます。
サーモンデリ中村屋 検 索 https://salmon-deli-nakamuraya.com

※掲載の写真はイメージです。

「サーモングルメ満足セット」エントリー番号 01

個人会員対象
(エントリー不要)

＊1 キャンペーン期間終了までに登録された方が対象となります。（抽選時点で登録を解除されている場合は
　  対象となりません。）
＊2 2019年11月以降にご入会された会員の方で、WEB明細書サービスに登録された場合でも抽選口数は
     2倍となります。

近畿しんきんカードを使って! キャッシュバックキャンペーン

2020年11月16日(月)～2021年2月15日(月)までキャンペーン期間

【ご注意】
●近畿しんきんVisaカードと近畿しんきんマスターカードの本会員とご家族会員のご利用金額が対象になります。
●売上情報の到着時期によって、ご利用合計金額の対象とならない場合があります。
●キャッシュバック金額は当月のご請求金額から差し引かせていただきます。（ご請求金額がない場合はキャッシュバック
金額を、ご請求金額がキャッシュバック金額を下回る場合は差額分を、お支払い口座へお振り込みいたします。）
●抽選時点およびキャッシュバック時点でカードを退会されている場合や口座設定されていない場合は、キャッシュバックの
対象となりません。

●当選者数は、近畿しんきんカード（Visa・JCB・マスター）の人数です。
●年会費、キャッシングリボ、海外キャッシュサービス、リボ払い・分割払い手数料、ATM利用手数料、弊社情報誌定期
購読料、一部の保険料等はご利用額の対象となりません。
●弊社が同時期に実施する他のキャンペーンとの重複当選はございません。
●当選の権利はご本人様のみ有効で、第三者への譲渡はできません。
注1）「WEB明細書サービス」の正式名称は、「カードご利用代金WEB明細書サービス」です。

キャンペーン期間中に、ショッピングやお食事などで近畿しんきんカードをご利用いただくと、
ご利用金額10万円（税込）を１口として、抽選で最大10万円をキャッシュバック！
さらに、「2019年11月以降にご入会の方」もしくは「WEB明細書サービスに
ご登録の方」＊1は抽選口数2倍＊2のチャンス！ ご応募（エントリー）は不要！

当選者の発表は、2021年5月お支払い分の「ご利用代金明細書」への表示
（キャッシュバック金額のマイナス表示）をもって代えさせていただきます。
壱等賞、弐等賞に当選された方へは、弊社にお届けの郵便物送付先へ当選状を発送させていただきます。

当選発表当選発表

100,000円
キャッシュバック！！キャッシュバック！！

10,000円
キャッシュバック！！キャッシュバック！！

弐等賞
抽選で

2,020名様
抽選で

2,020名様
1,000円
キャッシュバック！！キャッシュバック！！

参等賞壱等賞 抽選で5名様 抽選で

50名様
抽選で

50名様

2019年11月以降にご入会の方

「WEB明細書サービス」注１にご登録の方

右記の会員の方は

抽選口数2倍！！ もしくはもしくは

最大10万円！! 冬
の陣

～Go！Go！2020！～
キャッシュバックキャッシュバック争 争 奪奪戦戦！！

信用金庫をはじめとする提携金融機関やコンビニエンスストアのATMから、カードと暗証番号でキャッシングリボのお借り入れができます。
ご返済は毎月一定額をお支払日に決済口座から引落しさせていただきます。（ご利用は返済プランを考えて無理なく計画的に。）

●お申し込み当初の毎月のご返済額は5千円となります。ただし、毎月のご返済額は、締切日時点でのご利用残高が10万円を
超えた場合は1万円、20万円を超えた場合は以後のご利用残高にかかわらず1万5千円となります。また、ご希望に応じて、
ご返済額の増額ができます。（毎月の返済額は、左記内容と異なる場合があります。）

●担保・保証人／不要　●資金使途自由（事業性資金は除く）　
●遅延損害金利率（実質年率）／20.0%　●ご利用は1万円以上1万円単位。　
●一部の信用金庫・店舗・ATMではご利用になれない場合があります。
●ヤングゴールドカードは「その他のカード」としてのお取り扱いとなります。

(注)ご利用枠が表示されていない（または＊印となっている）場合は、ご利用いただけません。
キャッシングリボご利用枠が設定されていない方で設定を希望される方は、インターネットサービス
「Vpass」からキャッシングリボ設定・増枠のお申し込みをいただくか、「キャッシングリボ申込書」等での
お申し込みが必要となります。「キャッシングリボ申込書」の送付をご希望の場合は、下記ファイナンス
デスクまでお申し付けください。（所定の審査がございますので、ご希望に添えない場合があります。）

●法人会員の方は、ご利用いただけません。
●カードのご利用状況により、ご利用代金明細書での表示にかかわらず、ご利用いただけない場合があります。

お借り入れの条件をご確認のうえ、
借りすぎに注意しましょう。

キャッシングのお借入・
ご返済等でお悩みの方は

【貸金業相談・紛争解決センター】0570-051-051
受付時間 9:00～17：00 （土・日・祝日、12月29日～1月4日を除く）

●一部の信用金庫・店舗・ATMでは、ご利用になれない場合があります。
●ATMでのご返済は、ATMの画面等に表示される返済可能額の範囲内で、かつ金融機関が指定する入金単位（1千円・
1万円単位等）による金額となります。（ご返済後にATMから出力される利用明細票に表示された取引後のご利用残高に
ついては、通常通り手数料とともにご指定のお支払口座から自動引き落としとなります。）
●その他、弊社指定口座へのお振り込みでもご返済が可能です。（事前にお電話ください。）

キャッシングリボのご利用残高は、ATMから臨時のご返済が可能です。
ご利用可能な提携金融機関ATM

（その他、三井住友銀行・りそな銀行・コンビニの 提携ATM等でもご返済が可能です。）全国の ATM信用金庫

■ご利用条件

プラチナカード・
ゴールドカード
会員の方は

14.4%～15.0%

ご利用残高およびご返済方法に応じて、元金と利息を返済するまで
の期間・回数。（ご利用枠の範囲内で繰り返しお借り入れになる場合
には、ご利用残高に応じて返済期間・返済回数は変動します。）
＜最長ご返済例＞返済期間・回数：最長4年1ヵ月・49回

●返済期間・回数はご利用内容によって異なります。

ご契約ご利用枠50万円、実質年率18.0%、毎月ご返済額
1万5千円〈元利定額返済〉、50万円をご利用の場合。（ ）その他のカード

会員の方は
15.0%～18.0%

元利定額返済
またはボーナス月
元金増額返済併用（ ）

利率（実質年率） 返済方法 返済期間・返済回数

●毎月の締切日までのATM手数料を、翌月のお支払日にカードご利用代金とあわせてお支払いいただきます。（ATMの
画面や利用明細票には、手数料は表示されませんので、カードご利用代金明細書にてご確認ください。）

■ATM手数料（お借入・ご返済1回につき、含む消費税）
ご利用ATM

その他の提携金融機関等の
ATM（またはCD）

のATM
お取引金額

お取引金額にかかわらず
1万円以下の金額
1万円を超える金額

110円
220円

一律110円
手数料額

信用金庫

信用金庫のATMなら全国どこでも!

カ   ー  ド   の  種   類
総利用枠
カード利用枠
内リボ払い
内分割・2回・ボーナス
キャッシング利用枠
内キャッシングリボ
内海外キャッシュサービス

カードのご利用枠（家族カード発行時は共通のご利用枠）

60万円
60万円
60万円
60万円
40万円
40万円
30万円

V I S A

キャッシングリボ枠
となります。(注)

キャッシングリボのご利用枠は、お手もとの
ご利用代金明細書にてご確認ください!

近畿財務局長(13)第00210号　日本貸金業協会会員第001784号 http://www.kinki-shinkincard.co.jp
　｢キャッシングリボ｣に関するご質問･お問合せはファイナンスデスクまで TEL.06-6365-8634 9:00～17:00

土･日･祝日
年末年始休受付時間

＜ご注意＞
●｢ポイント移行サービス｣は､個人会員の方限定のサービスとなります｡（法人会員の方は､ご利用いただけません｡）
●「ポイント移行サービス」は、「Vpass」からのみお申し込みいただけるサービスです。
●一部を除き､移行先ポイントプログラムの名義人が､カード本会員の方と異なる場合は､ポイント移行できません｡
●｢ポイント移行サービス｣をご利用の際は､事前に移行先のポイントプログラム等への加入が必要となります｡

●一部を除き､200ポイントから100ポイント単位でポイント移行が可能です｡
●｢ポイント移行サービス｣をご利用の際は､各ポイント移行ページに記載の重要事項やご利用上の注意を必ずご確認ください｡
●システムメンテナンスのため､一部サービスのご利用を停止する場合があります｡

お貯めいただいたワールドプレゼントのポイントを､｢WAONポイント｣や｢Tポイント｣など提携各社のポイントプログラムに
交換できるとってもおトクなサービスです!お申し込みは､インターネットサービス｢Vpass｣からお手続きください!

ポイント移行のお申し込みはコチラ!

「Vpass」にログイン

ページ上段｢ポイントサービス｣より
「ポイントの交換」をクリック

「マイレージ移行」・「ポイント移行」
からご希望のポイント移行先を選択
のうえ、お申し込みください。

こんなポイントに交換できます!

本欄掲載の移行先以外にもポイント交換いただける提携先がございます。
（その他の提携先やポイントの交換レートに関する詳細は、「Vpass」にてご確認ください。）

●移行先一例

●Pontaポイント●Tポイント●WAONポイント

●dポイントクラブ●ジョーシンポイント ●ANA マイレージクラブ

スモークサーモンのエキスパートが自らの目や舌で吟味し
選び抜いた素材を利用し、安心で安全な商品をお届けする
ことにこだわり続けて60余年の「サーモンデリ中村屋」。お届け
するのは、欧州ナンバーワンファームのノルウェー「フィヨルド
ラックス社」の厳選されたサーモントラウトに、ミネラル分を
含んだ淡路の藻塩を使用したスモークサーモンと、サーモン
たたき、お刺身サーモン、いくら醤油漬を詰め合わせた贅沢な
セットです。さけの味比べや賑やかなホームパーティーなど
にもお楽しみいただける「サーモングルメ満足セット」を抽選で
220名様にプレゼントします！

■ ポイント移行のお申し込みには､「Vpass」へのご登録(無料)が
事前に必要となります｡

http://www.kinki-shinkincard.co.jp
近畿しんきんカードVpass 検 索お申込みは

本サービスは、2021年3月31日（水）をもって終了させていただきます。これまでご利用いただき誠にありがとうございました。
「世界のお得なお店ガイド」終了のお知らせ 個人・法人会員対象
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