
セコムがお届けする
全国の厳選美味
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自然農法のひとめぼれ(精米)2kg

自然農法の
ひとめぼれ（精米）2ｋｇ

80449商品番号

農薬・化学肥料は一切不使用。大地の力
が育てたお米です。

90704商品番号

岩手短角和牛のハンバーグ約120g×4個　賞味期
間：冷凍で6カ月間

岩手短角和牛の
ハンバーグ 4個
牛肉100％のハンバーグです。話題の岩手
短角和牛を使用！今注目の赤身肉のおい
しさが堪能できるハンバーグです。

野菜チップス（1袋75g）×8袋　賞味期間：製造日
から冷暗所で10カ月間

野菜チップス
8袋
彩り鮮やかな6種類の野菜を使用。油で
揚げていることを忘れるほど軽やかな野
菜チップスです。

80871商品番号

■この他にも「セコムの食」の無料カタログやホームページでは、交換対象商品を多数ご用意しております。「セコムの食」無料カタログをご希望
の方は、「セコムの食」カスタマーセンター（0120-049-756）までご連絡ください。

■商品や交換ポイント、原材料、産地等を変更する場合がございます。最新の情報はホームページにてご案内しています。

www.secomfoods.com検索セコムの食

250
ポイント

交換

肉餃子 96個　賞味期間：冷凍で6カ月間

手造り餃子（肉）
96個

0010E商品番号

薄皮の中には、熟成にんにくと高級豚肉
の旨みがたっぷり詰まっています。

500
ポイント

交換

20094商品番号

ちりめん山椒70g×2袋｠賞味期間：冷暗所で
20日間｠

ちりめん山椒
2袋
旨み調味料や保存料不使用。京都の昔なが
らの味わいを感じます。

300
ポイント

交換

450
ポイント

交換

500
ポイント

交換

バニラ、イチゴ 各3個、抹茶、チョコレート、塩ミ
ルク 各2個 計12個セット（1個100ml）

濃厚なのに後味すっきり。素材のおいしさ
がぎゅっと詰まっています。

1092A商品番号

濃厚でプレミアムなアイス 
12個（バニラ・イチゴ各3個・抹茶・
チョコレート・塩ミルク各2個)

500
ポイント

交換9039E商品番号

有機トマトのマルゲリータ、4種の濃厚チーズの
ピザ、ジェノベーゼのピザ（いずれも直径約
20cm）各1枚 計3枚　賞味期間：冷凍で1カ月間

石窯で焼いた
ナポリピザ 3枚セット
じっくり熟成させたこだわりの生地。カリ
カリともっちり、2つの食感を楽しめます。

500
ポイント

交換

米こうじ味噌750g×3パック　賞味期間：冷暗所
で7カ月間

「現代の名工」が仕込む、コクと香りに満ち
た味噌です。

80342商品番号

工藤名人の味噌
3パック

500
ポイント

交換
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セコムがお届けする
全国の厳選美味

■この他にも「セコムの食」の無料カタログやホームページでは、交換対象商品を多数ご用意しております。「セコムの食」無料カタログをご希望
の方は、「セコムの食」カスタマーセンター（0120-049-756）までご連絡ください。

■商品や交換ポイント、原材料、産地等を変更する場合がございます。最新の情報はホームページにてご案内しています。

www.secomfoods.com検索セコムの食

00137商品番号

鰆、銀鱈、紅鮭 各2切 計6切セット　賞味期間：
冷凍で3カ月間

ほんまもんの西京漬
6切（個包装）
京都の粋を感じる、ほんまもんの西京味
噌で仕込んだ味噌漬けです。

71085商品番号

肉まん約120g×9個　賞味期間：冷凍で6カ月間

岩中豚の肉まん
9個
袋のまま電子レンジで約２分。本格的な中
華肉まんをお召し上がりいただけます。

60722商品番号

黒毛和牛（肩ロース・ウデ・モモ スライス）×600g
賞味期間：冷凍で45日間

鳥飼牧場の
黒毛和牛すき焼き肉 600ｇ
一貫飼育で大切に育てた黒毛和牛です。
赤身のコクと脂の甘さが自慢の逸品です。

ジャパーン150g（3本）×2袋、あら太150g（3本）×2
袋、チーズ110g（4本）×1袋、ガーリックペッパー
110g（4本）×1袋 計6袋　賞味期間：冷凍で3カ月間｠

片平さんの金賞ソーセージ 
A：スタンダードセット（6袋）

09824商品番号

ドイツのコンクールで金賞を受賞した職
人のソーセージ。パキッと割ると、中から
豚肉の旨みが弾けます。

500
ポイント

交換

無添加仕込み完熟卵の明太子250g　賞味期
間：冷凍で2カ月間

無添加仕込み
完熟卵の明太子 250ｇ

60751商品番号

北海道産で獲れるスケトウダラの卵のなか
でも完熟卵に限定。つやと張りのよいものだ
けを選んだ味わい深い無添加明太子です。

500
ポイント

交換

黒澤さんの夢ごこち(精米）5kg

黒澤さんの
夢ごこち（精米） 5㎏
香り高く口の中で弾むような甘さと力強い旨
みが特徴で、高級料亭や一流ホテルの料理
人も認めるおいしさです。

06136商品番号
500
ポイント

交換

500
ポイント

交換

優良賞受賞のコシヒカリ（精米）5kg

雪深い肥沃な大地が育てた、豊かな甘みと
香りがするコシヒカリ。多くの方に好まれる
味わいです。

06721商品番号

優良賞受賞の
コシヒカリ（精米） 5㎏

500
ポイント

交換

500
ポイント

交換

1000
ポイント

交換

梅山豚の重ねかつ（ロース）約90g×6個　賞味期
間：製造日から冷凍で1年間

梅山豚の
重ねカツ(ロース) 6個
幻と呼ばれる梅山豚。スライス肉の隙間か
らあふれる肉汁の濃さが自慢です。

08979商品番号
500
ポイント

交換

どろぶたメンチカツ、長いものコロッケ、ゆり根とイ
ンカのめざめのコロッケ、ラクレットチーズのコ
ロッケ各3個計12個（1個約70g）　賞味期間：冷凍
で3カ月間

おうちで揚げない
コロッケとメンチカツ 4種12個
自宅で揚げずに出来たてのおいしさ。北海
道・十勝の食材をふんだんに使用しています。

71261商品番号
500
ポイント

交換
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■「セコムの健康食品」の無料カタログやホームページでは、交換対象商品を詳しくご案内しております。
　「セコムの健康食品」無料カタログをご希望の方は、「セコムの食」カスタマーセンター（0120-049-756）までご連絡ください。

www.secomfoods.com/health検索セコムの健康食品

ビルベリー＆
ルテイン

4 2 . 0 g［3 5 0m g（内容物として
220mg）×120粒］／1日4粒／30日分

アントシアニンが豊富な
ビルべリー配合で、くっ
きりクリアな毎日を応援
します！

K7022商品番号

エナジーブラック

41.4g（460mg×90粒）／1日3
粒／30日分

醗酵黒ニンニクをはじ
めとする７つの健康素
材で、元気な毎日を応援
します！

K7032商品番号

ウコン＆レバー

29.7g（330mg×90粒）／1日3
粒／30日分

クルクミンをたっぷり
150mg（３粒あたり）配合
しました。乾杯の機会が
多い方におすすめです。

K7014商品番号

有機八彩の青汁

90.0g（3.0g×30包）／1日1～3
包／30～10日分

８種の国産有機素材を
バランスよくミックスし
た、クセがなく飲みやす
い青汁です。

K7052商品番号

ロイヤルゼリー＆
ピクノジェノールⓇ

52.8g（440mg×120粒）／1日4
粒／30日分

ロイヤルゼリーと話題の成
分ピクノジェノール®の組み
合わせで、若 し々く元気な
毎日をサポートします。

K7042商品番号

アマランスレッド
〈ＣｏＱ１０〉

55.5g（370mg×150粒）／1日5
粒／30日分

コエンザイムQ10やα-リポ
酸を主成分とし、若 し々く
輝く生活を応援します！

K7062商品番号

コンドロイチン＆
グルコサミン

68.4g（380mg×180粒）／1日6
～12粒／30～15日分

いつまでもアクティブに
過ごしたい方におすすめ
の成分を、バランスよく
たっぷり配合しました。

K8070商品番号

豚

大豆 ゼラチン

ごま

卵 乳 ゼラチン

ゆうきやさい

ゼラチン ゼラチン 鶏

350
ポイント

交換

250
ポイント

交換

350
ポイント

交換

350
ポイント

交換

350
ポイント

交換

450
ポイント

交換

650
ポイント

交換

未支給

■「セコムの健康食品」では上記以外にも、交換対象商品を多数ご用意しております。

「皆様の健康もセコムしたい」という思いから、
セコムでは「安全・安心・高品質」を

コンセプトとした健康食品を販売しています。
皆様の積極的な健康づくりを応援する
ラインアップを取り揃えました。

アレルギーのご注意 ※　内の表示は、アレルギー表示です。原材料の一部に　内の食品を使用しておりますので、アレルギーのある方は、ご使用をお控えください。

K8052 葉酸＆カルシウム 30日分 乳 200 
K7015 ウコン＆レバー （20包入り） 20日分 豚 250 
K7072 ビフィズス菌＆オリゴ糖 30日分 乳 250 
K7082 ぷるぷるコラーゲンゼリー＆ヒアルロン酸 30日分 乳、ゼラチン 350 
K8012 まぐろＤＨＡ＆ＥＰＡ 30日分 ゼラチン 350 
K8022 サラシア＆タマネギ 30日分 350 
K8082 エキナセア＆板藍根 15日分 キク科植物 350 
K4300 セコムファイバー 30日分 400 
K8032 ノコギリヤシ＆カボチャ 30日分 ゼラチン 450 

K8042 バラ＆甜茶 30日分 450
K4205 GOOD ONE 30日分 500
K8060 銀燦樹ＤＸ[機能性表示食品](届出番号C283) 30日分 大豆 650
K8044 バラ＆甜茶 ２個セット 30日分×2個 750
K3040 セコムの生ロイヤルゼリー（冷凍） 1個(100g) 1,300
K3041 セコムの生ロイヤルゼリー（冷凍） ２個セット 100g×2個 2,050 
K6050 五種神讃茸（ごしゅしんさんだけ） 1箱10本入 乳 3,850
K6053 五種神讃茸 ５箱セット 10本入×5箱 乳 9,000

商品番号 商品名 アレルギー 交換ポイント 商品番号 商品名 アレルギー 交換ポイント
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セキュリティのプロが厳選した
「防犯」・「防火」・「防災」グッズなど、
さまざまな暮らしのシーンにお応えする、
「安全・安心」グッズを取り揃えています。

「いざというとき本当に役に立つか」という
視点で厳選した、“決定版”

【スタンダード・プラス共通アイテム】 
オリジナル防災バッグ/防災用ヘルメット/手回し充電式ラジオライト/キャンディ
1袋（6年保存）/保存水（500㎖）2本（5年保存）/ソフトパン1缶（5年保存）/作
業用グローブ/サージカルマスク/救急セット/雨具（ポンチョ）/汚物処理グッズ
（10回分）/ウエットティッシュ/使い捨てカイロ2袋/口腔ケア用ウエットティッシュ
（30枚入り）
【スタンダードのみに含まれているアイテム】 
防寒具（アルミック救急シート）/ポリタンク（3ℓ）
【プラスのみに含まれているアイテム】
防寒具（オールウェザーブランケット）/防水型LEDソーラーランタン/災害時用
簡易エアマット/ポリタンク（3ℓ×3個）

トマホーク
マッハⅡ

P4001商品番号

サイズ（約）：幅13.6×奥行24×
高さ43cm／重量（約）：4.9kg

ホースを伸ばして放射
ボタンを押すだけ。片手
で簡単に扱える便利な
消火器です。

2000
ポイント

交換

ほかほか非常食セット
お客様の声から生まれた「温かくて」「おいしい」非常食セット

P2001商品番号

保存水500㎖×6本／アルファ米 五目ご飯×2袋／アルファ米 山菜おこわ×2袋／
アルファ米 わかめごはん×2袋／クラッカー×1缶／ソフトパン×2缶／ようかん（5
本入り）×1箱／キャンディ×1袋／発熱剤（モーリアンヒートパック）×3セット
約10食分／保存期限は製造日より5年
※キャンディ、発熱剤の保存期間は、製造日より6年です。
※商品の仕様は、都合により変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。

500
ポイント

交換

※商品の仕様は、都合により変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。

災害時に必要なアイテムを厳選した標準セット

P2002商品番号
1500
ポイント

交換

セコム・スーパーレスキュー 〔スタンダード〕

約4.5kg 全16種18点セット

※商品の仕様は、都合により変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。

機能性をさらに追求した充実セット

P2003商品番号

セコム・スーパーレスキュー 〔プラス〕
2000
ポイント

交換

約5.2kg 全18種22点セット

セコムが厳選する防災商品
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レジャー・旅行など

★マーク商品をご注文いただきますと、約1週間程でセコムグループ会社〈株式会社ワンダードリーム〉からご希望連絡先へお電話をさせて頂きますので、商品利用のご希望時
期などをお伝えください。ホテルおかだ・山のホテル・ダイワロイヤルホテルズ・宮崎の旅行は、ゴールデンウィーク、お盆休み、年末年始等の特別期間を除きます※（ホテルおか
だ・山のホテルは休前日も除く）。満室・満席等の理由によりご希望日に添えない場合もございますのでご了承ください。日程等が合わなかった場合、他商品へ変更できます。

〈セコムグループ 株式会社ワンダードリーム〉  東京都渋谷区神宮前1-5-1 セコム本社ビル11F／TEL.03-5775-8505／東京都知事登録旅行業第2-3018号

★マークがついている商品のご注文について

●「シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート」39階 ●リラクゼーション30分には、フット
バス、お茶・フルーツのサービスが含まれています。 ●ご予約優先とさせて頂きます。
※ご利用は、ゴールデンウィーク、お盆休み、年末年始等の特別期間を除きます。

★ボディ・マッサージ60分＋リラクゼーション30分
バンヤンツリー・スパ フェニックス・シーガイア・リゾート（宮崎）

P5001商品番号

バンヤンツリー・スパ

1700
ポイント

交換

●ゴルフ基本プレー代は、グリーンフィー、諸経費、カートフィー、ロッカーフィー、
利用税、それに伴う消費税を含みます。 ●平日のみのご利用となります。 ●カート
でのセルフプレーとなります。※ご利用は、ゴールデンウィーク、お盆休み、年末
年始等の特別期間を除きます。

★ゴルフ基本プレー代 2名1組
トム・ワトソンゴルフコース（宮崎）

トム・ワトソンゴルフコース

2500
ポイント

交換P5002商品番号

●「ハイアット リージェンシー 東京」内のレストラン ●新宿駅西口より徒歩9分（無料シャトルバス運行）＜有効期限＞発行から半年間　※ご利用はゴールデンウイー
ク、お盆休み、年末年始等の特別期間を除きます。

1500
ポイント

交換

1000
ポイント

交換P5003商品番号 P5004商品番号

お食事や観劇、ご旅行など、
豊かなひとときをお客様に

お過ごしいただくためにご用意いたしました。

ハイアット リージェンシー 東京 
中国料理「翡翠宮」ランチ招待券（2名様）
メニュー：「飲茶ランチセット“黄河”」+1名様につき1ドリンク付き
中国宮廷料理の流れを汲む、北京・上海料理から料理長の創意に満
ちた逸品をお届けする中国料理「翡翠宮」で、人気の点心とお料理を
楽しめる飲茶ランチセットをお楽しみください。
＊土・日・祝日のランチ限定メニューです。

ハイアット リージェンシー 東京 
「カフェ」ディナー招待券（2名様）
メニュー：「ウイークエンドディナーブッフェ」＋1名様につき1ドリンク付き
30種類以上ご用意するイタリアンテイストの料理は、3種類のパスタと
ソースをお好みで組み合わせることができるパスタ料理をはじめ、
熱々のピッツァやイタリアから空輸で取り寄せた生ハム、ホテル自慢の
ローストビーフなどお好きなだけご堪能ください。
＊土・日・祝日のディナー限定メニューです。17:30～20:00（ご利用は2時間30分）
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レジャー・旅行など

●山のホテル宿泊（1泊2食付）2名様 箱根・芦ノ湖畔でも屈指のロケーション
を誇る、旧岩崎男爵の別邸跡に建つクラシカルなリゾートホテルです。

★山のホテル（箱根・芦ノ湖畔） 6000
ポイント

交換P5009商品番号

●「ハイアット リージェンシー 東京」（28階）　●新宿駅西口より徒歩9分（無料シャ
トルバス運行）＜有効期限＞発行から半年間　※ご利用はゴールデンウイーク、
お盆休み、年末年始期間を除きます。

2500
ポイント

交換P5006商品番号

●東京公演 S席ペアチケット（公演プログラム・グッズ付） ●会場：四季劇場
（東京）

★劇団四季ミュージカル
『ライオンキング』観劇チケット
東京公演21年目を迎えた超ロングランミュージカル。巡る命の神秘と
素晴らしさを力強く描いた舞台。どうぞお見逃しなく！

2500
ポイント

交換P5005商品番号

●全国27ヵ所のダイワロイヤルホテルズの中からお好きなホテルをお選び頂けま
す。●1泊2名様。食事条件などは（株）ワンダードリームまでお問い合わせくださ
い。ダイワロイヤルホテルズ27ヵ所のホテルはこちらをご覧ください。 
http://www.daiwaresort.jp/（ダイワロイヤルホテルズＨＰ） 

★ダイワロイヤルホテルズ 3500
ポイント

交換P5008商品番号
●ホテルおかだ宿泊（1泊2食付）2名様 ※朝・夕食はバイキングでのお食事 ●ロ
マンスカー往復付（新宿～箱根湯本往復・指定席込み）

★箱根湯本温泉ホテルおかだ 3500
ポイント

交換P5007商品番号

●コーナースイート（109㎡／29～36階） 1泊2食付き2名様 ●チャンピオンコ－ス
（高千穂＋住吉コ－ス）ゴルフ基本プレ－代 2名1組（グリーンフィー、諸経費、キャディ
フィー、ロッカーフィー、利用税、それに伴う消費税） ※ご利用は、ゴールデンウィーク、
お盆休み、年末年始等の特別期間を除きます。

★シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート（宮崎）1泊2日
コーナースイート宿泊（2食付）＋フェニックスカントリークラブ 高千穂＋
住吉コース ゴルフプレー（2名様）
全室オーシャンビューです。109㎡のスイートルームをご用意しました。
フェニックスカントリークラブは、1974年から続くダンロップフェニックス
トーナメントの舞台となっている名門ゴルフコース。世界の強豪たちが
挑んだチャンピオンコースでのプレーをお楽しみいただけます。

18000
ポイント

18000
ポイント

交換

P5011商品番号

ハイアット リージェンシー 東京
スパ＆ウェルネス「ジュール」スパ トリートメント招待券（1名様）
メニュー：ボディートリートメント（90分）またはフェイシャルトリートメ
ント（90分）＋オリジナルトートバッグのお土産（大人1名様分）

★マークがついている商品のご注文について
★マーク商品をご注文いただきますと、約1週間程でセコムグループ会社〈株式
会社ワンダードリーム〉からご希望連絡先へお電話をさせて頂きますので、商品
利用のご希望時期などをお伝えください。ホテルおかだ・山のホテル・ダイワロイ
ヤルホテルズ・宮崎の旅行は、ゴールデンウィーク、お盆休み、年末年始等の特
別期間を除きます※（ホテルおかだ・山のホテルは休前日も除く）。満室・満席等
の理由によりご希望日に添えない場合もございますのでご了承ください。日程等
が合わなかった場合、他商品へ変更できます。

〈セコムグループ 株式会社ワンダードリーム〉  東京都渋谷区神宮前1-5-1 
セコム本社ビル11F／TEL.03-5775-8505／東京都知事登録旅行業第2-3018号
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