
皆様の親しい方にも､セコムの安心を｡
ぜひ､新しいお客様をご紹介ください｡

2021年4月～2022年3月末

お客さま
ご紹介制度の
ご案内

日頃より｢セコム･ホームセキュリティ｣をご利用いただき､誠にありがとうございます｡
私どもはできるだけ多くの方々に､｢安全･安心｣な暮らしをご提供したいという想いから､
ご紹介制度を用意しております｡
新しいお客様をご紹介いただいた場合､｢セコムポイント｣を獲得できます｡貯まったポイントは
セコムが厳選する防災商品をはじめ､選りすぐりの美味・雑貨、旅行商品などに交換できます｡
ぜひこの制度をご利用ください｡
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皆様の親しい方にも､セコムの安心を｡皆様の親しい方にも､セコムの安心を｡

●次のような場合、｢セコムポイント｣提供の対象とはなりませんので、ご注意ください。
※お客様ご自身での新たな「セコム・ホームセキュリティ」のご契約、または各種安全商品のご購入。
※ご紹介いただいたお客様がご契約の際、他の制度や特典と重複した場合。
※ご紹介いただいたお客様がご利用開始に至らなかった場合。
※ご紹介いただいたお客様が個人宅のご利用でない場合。
●お支払いの停滞等があった場合には、ポイントや商品のご提供ができない場合があります。

●有効期間は1年間
獲得ポイントの有効期限は､ご紹介先のサービスご利用開始日の
1年後の同月末までとさせていただきますが､有効期間内に新たな
ご紹介､または「セコム・ホームサービス｣をご利用されると､貯まって
いるすべての｢セコムポイント｣の有効期限がそのご利用月の1年後
まで延長されます｡

ご
注
意

700
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500
500
500
500
400
400

「セコム・ホームセキュリティ」ご紹介の場合

セコムから、
ご紹介先へご提案

ポイントが
貯まったら、
ご希望の商品・
サービスを
お選びください

5

ご紹介元のお客様（ご本人様）…………………………
ご紹介先のお客様（ご友人やご親戚の方）……………

500
500

「セコムの安全商品」ご紹介の場合

1
ご友人や

ご親戚の方など
まわりにセキュリティに
ご関心がある方が
いらしたら…

「セコム・ホームセキュリティ」をご友人やご親戚の方などにご紹介いただき、ご紹介先のお客様がご利用を開始されると、
ご本人様とご友人の方にそれぞれ500ポイントをご提供いたします。

「セコムの安全商品」をご友人やご親戚の方などにご紹介いただき、ご紹介先のお客様がご購入・ご利用を開始されると
ご紹介元のお客様（ご本人様）に下記のポイントをご提供いたします。※なお、ご紹介先のお客様にはポイント付与されません。

セコムIPカメラ／CCTV（監視カメラシステム）………………
レーザーセンサー（レーザービームを使った屋外侵入監視センサー）…
あんしんガラス（防犯強化ガラス）………………………………
あんしんフィルム（防犯フィルム）……………………………
セキュリフェースインターホン（顔検知機能内蔵インターホン）…
セコム・ホームカメラシステム（ご家庭向け監視カメラシステム）…
セサモIDf（静脈認証システム）…………………………………
ホームピタゴラス50（ご家庭向け金庫）…………………………
ピタゴラスCABI（引き出し式ご家庭向け金庫）……………………

300
300
300
300
300
300
200
200
200
200
100
100
100

セサモFW（ワイヤレス子機付きインターホン）………………………
スポットライトカメラ（センサー付補助照明を一体化した家庭用監視カメラ）…
センサーV（屋外用の防犯威嚇装置）……………………………
ホームピタゴラス20（ご家庭向け金庫）………………………
ホームピタゴラス10（コンパクトサイズの金庫）…………………
あんしん宅配ボックス（お客様に代わって荷受・保管ができる据え置き型ボックス）…
ココセコム（通報・位置情報提供・現場急行サービス）………………
センサー連動型ワイドカメラ（防犯センサーに連動して撮影可能な超広角カメラ）…
セサモ・テンキーロックⅡ（暗証番号式電気錠）………………
トマホークジェットα（ご家庭向けキッチン用自動消火システム）…
セサモAT（サムターン錠を電動タイプ錠にできる取り付け型の電気錠）…
センサーライトW（LED常夜灯とハロゲンライト防犯灯／便利灯を一体化したライト）…
センサーライト（侵入者をキャッチして点滅するライト）……………

2 3 4
ご紹介先の方が
商品・サービスを
利用開始されると、
「セコムポイント」

を獲得

セコムのお客様
サービスセンターに

ご連絡

0120-336-624
フリーダイヤル

ご友人に
「セコム・ホーム
セキュリティ」
を紹介

P
P P

P
P P

ご友人の方にも
500
ポイント！

ご本人様に
500
ポイント！

獲得ポイント

獲得ポイント 獲得ポイント

上記のようなお客様がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。

泥棒や火事が
不安。

暮らしの安全を
しっかり守りたいと
お考えの方に。

新築や増改築を
考えている。
新居の盗難や
火災対策を
お考えの方に。

急な体調不良や
不慮のケガが
心配。

ひとり暮らしや
シニアの方に。

女性だけの
家庭で

何かと不安。
女性だけでお住まいで
心細い思いを
されている方に。

｢セコムポイント｣獲得について

709592
スタンプ
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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/非常用
ウェットタオルBIG/ポリタンク（3ℓ×3個）

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 2021年4月～2022年3月末

交
換
対
象
商
品
・
サ
ー
ビ
ス

本商品は取り扱いを終了いたしました
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●食べるアップルジュース･食べるキャロット
ジュース･食べるベジタブルジュース各160g×各5

食べるジュース
詰合せ

素材の香りと甘さはそのままに、なめらか
な口あたり､まろやかな味わいです｡

P6601商品番号

400
ポイント

交換

●新潟県産特別栽培米こしひかり3㎏ ●特別栽
培米…化学合成農薬及び化学肥料の窒素成分
を慣行栽培の50%以下に削減しています｡

〈シブヤ〉 マイスターセレクト
新潟県産特別栽培米
こしひかり
日本有数の米の産地、新潟で収穫された香り、粘り、味のバ
ランスがとれたこしひかり。5ツ星マイスターが山々に囲まれ
た寒暖差の激しい新潟の自然に育まれたお米をセレクト。

P6506商品番号

●つぶ入りコーンスープ165g×2､パンプキンクリームスープ・オニオンスープ各160g×
各1､国産マッシュルームのクリームスープ165g×1､ビーフカレー200g×2

〈ホテルニューオータニ〉
スープ・カレー缶詰セット

P6514商品番号 〈シブヤ〉マイスターセレクト
新潟県産特別栽培米こしひかり

ニューオータニのシェフが監修したレシピによる丹念な仕込みと美味しさへの
追求が生み出したニューオータニの味わいをお楽しみください。

●新潟県産特別栽培米こしひかり2㎏×2 ●特別栽培米…化学合成農薬及び化学
肥料の窒素成分を慣行栽培の50%以下に削減しています｡

日本有数の米の産地、新潟で収穫された香り､粘り､味のバランスがとれたこしひかり｡
5ツ星マイスターが山々に囲まれた寒暖差の激しい新潟の自然に育まれたお米をセレクト｡

400
ポイント

交換

P6502商品番号

●有機しょうゆ360ml×2､有機純米酢360ml×1､
有機味噌600ｇ×2

〈正田醤油〉
オーガニック
調味料セット
有機原料を使用したセットです。香り豊かで味に深みのあ
る醤油、まろやかな風味が特長の純米酢、伸びのある旨み
とほんのりした甘みが持ち味の味噌を詰め合わせました。

500
ポイント

交換

P6503商品番号

●牛肉すきやき・牛肉やわらか煮・牛肉ごぼう・牛
肉そぼろ・牛肉れんこん各50g

〈浅草今半〉
牛肉佃煮詰合せ
｢牛なべを家庭に持ち帰りたい｣という願
いから生まれた牛肉佃煮は､昔ながらの
愛される老舗の味です｡

500
ポイント

交換

P6505商品番号

●ふじ720ml×1､ふじ・ふじすりおろし各180ml×
各2

〈マップルジュース〉
ふじリンゴジュース
の味わいセット
信州松川産の「葉とらずリンゴ」を使っ
た、美味しさにこだわったストレート
ジュースです。

500
ポイント

交換

P6508商品番号

●イギリス風ビーフカレー（中辛）190g×2、フラン
ス風ビーフカレー（甘口）・インド風チキンカレー
（辛口）・メモリアルリッチ鴨カレー各190g×各1

〈五島軒〉
カレー缶詰セット

創業明治12年の五島軒が､自社工場製
造にこだわり作り上げたカレー缶詰の
セットです｡

500
ポイント

交換

P6507商品番号

●れんげはちみつ190g×2、採蜜国：日本
※はちみつは1歳未満の乳児には与えないで
ください。

〈クインビーガーデン〉
国産
はちみつセット
九州のれんげ畑で採蜜しました。れんげ
はちみつはまろやかでスッキリした甘さ
です｡

500
ポイント

交換

P6510商品番号

●坂元のくろず・坂元のくろず薩摩各360ml×各1､
坂元のくろず天寿200ml×1

〈坂元醸造〉
くろず・くろず薩摩・
くろず天寿セット
自然の力でゆっくり発酵・熟成させたくろず。まろやかな口当
たりとコクのある風味でソースやドレッシングにはもちろん、
ハチミツや牛乳などと合わせてドリンクでもいただけます。

500
ポイント

交換

P6511商品番号

●さばの味噌煮120g×1､いわし生姜煮150g×1､ぶり大
根200g×1､里いもいか煮200g×1､さんま甘露煮150g×1､
紅鮭昆布巻80g×1､筑前煮200g×1､里いもそぼろ煮
200g×1､五目ひじき煮200g×1 (レトルトパウチ食品）

昔懐かしいおふくろの味のお惣菜です｡
定番のさばの味噌煮をはじめ､魚を使っ
たレトルトの和惣菜中心のセットです｡

500
ポイント

交換

P6512商品番号

●肉じゃが200g×1､豚バラ大根200g×1､牛バラごぼ
う120g×1､牛角煮100g×1､豚バラ味噌煮100g×1､手羽
先ピリ辛煮150g×1､筑前煮200g×1､里いもそぼろ煮
200g×1､五目ひじき煮200g×1 (レトルトパウチ食品）

昔懐かしいおふくろの味のお惣菜です｡
定番の肉じゃがをはじめ､肉を使ったレ
トルトの和惣菜中心のセットです｡

500
ポイント

交換

P6500商品番号

●700g（塩分約8%）

梅彩花
はちみつ梅

はちみつ入りの調味液でじっくり時間を
かけて漬け込んだ塩分約8%のはちみつ
漬梅干です｡

500
ポイント

交換

P6609商品番号

●しょうがはちみつ漬･ゆずはちみつ漬各450g×各1
※はちみつは1歳未満の乳児には与えないでくだ
さい。

〈山田養蜂場〉
はちみつ漬
詰合せ　
国産ゆず・しょうがを蜂蜜に漬け込みました。ゆずの甘酸っ
ぱさやしょうがの辛みと蜂蜜の甘さが絶妙なバランスです。
水、お湯、炭酸割りやパンやヨーグルトにもぴったりです。

500
ポイント

交換

P6604商品番号

魚介の
和惣菜セット

お肉の
和惣菜セット

500
ポイント

交換

500
ポイント

交換

交
換
対
象
商
品
・
サ
ー
ビ
ス

全国の選りすぐり美味・雑貨
商品提供：株式会社三越伊勢丹 ビジネスソリューション事業部

2021年4月～2022年3月末
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全国の選りすぐり美味・雑貨
商品提供：株式会社三越伊勢丹 ビジネスソリューション事業部

※カタログギフトの表紙デザイン・コース名・商品内容が変更となる場合がございます｡
※画像はイメージです。

2021年4月～2022年3月末

●マイクロファイバークロス×5（300×300mm）、
ポリエステル､約125g､中国製

マイクロ
ファイバークロス
5色セット
超極細繊維が汚れを落とします｡使い分
けできるお得な5色セット｡

P6101商品番号

140
ポイント

交換

●つめ切り×1（幅105×奥行30×高さ20mm）､レンズ
×1（直径40×全長70mm）､約95g､中国製・韓国製
※本体の色はお選びいただけません。

ルック
拡大レンズ付き
つめ切り
つめが良く見える拡大レンズ付きつめ切
りです｡取り外しが容易なレンズはレン
ズだけでも使用できます｡

P6801商品番号 カタログギフト 
三越伊勢丹味覚百景｢烹(ほう)｣コース
有名レストランや料亭の洗練された味､日本各地の旬の味など､贅沢な
〈食〉との出会いで「おもてなしの心」をお届けします｡食卓を豊かに彩る
三越伊勢丹のカタログギフトです。

150
ポイント

交換

P6102商品番号

トースト
スチーマー

●本体×1（幅98×奥行45×高さ35mm）､約70g､
中国製
※アルカリ乾電池単3形2本は含まれておりません｡

パックシーラー

開封したビニール袋を熱によって再パック出来る大変
便利なキッチングッズです｡裏にはマグネットが付いて
いて冷蔵庫などに付けて置いておく事が出来ます｡

150
ポイント

交換

P6103商品番号

●洗剤×1（100ml）､約120g､オーストリア製､バッグ
×1（幅約275×高さ290mm）､ポリエステル、約35g､
中国製

〈フロッシュ〉
食器用洗剤＆
コンビニエコバッグ
コンパクトに折りたためるエコバッグと、
手肌と環境にやさしい洗剤「フロッシュ」
で便利で快適なエコ生活。

200
ポイント

交換

P6205商品番号

●本体×1（幅約97×奥行36×高さ46mm）､陶磁器､
約102g､日本製
※トースター専用の商品です｡

水に濡らしてパンと一緒に入れて焼くだ
けでサクふわの美味しさ｡

250
ポイント

交換

P6106商品番号

●本体×1（直径82×高さ142mm）､ステンレス･ポリ
プロピレン・シリコーンゴム、約210g､中国製

〈IMIO〉
デスクタンブラー
240ml(ブラック)
保冷・保温効果に優れた真空断熱構造。
蓋付で使いやすいデスクタンブラー
です｡

250
ポイント

交換

P6207商品番号

●本体×1（使用時:幅約500×高さ380mm､折畳
時:直径約75×全長100mm）､ポリエステル､約162g､
耐荷重15kg､中国製

シュパッとたためてコンパクト｡簡単に小
さくたためるから､片付けがスムーズ｡
（レジカゴサイズ）

350
ポイント

交換

P6109商品番号

●本体×1（幅650×奥行650×高さ650mm）､1.5㎏､
空気入れポンプ×1､栓×2、栓抜き×1、耐荷重150㎏､
中国製

〈ＴＡＮＩＴＡ〉
ジムボール
バランス運動や体幹トレーニングに便利
なバランスボール。

400
ポイント

交換

P6110商品番号

1200
ポイント

交換

P6803商品番号

●アイスキューブ×3（幅25×奥行25×高さ25mm） ､
ステンレス､約130g､中国製

キューブ3P

キューブは氷の代用品として使用でき､通常の氷のよ
うに溶けて飲み物が薄まることがありませんので､
ビール･ワイン･冷酒・ウィスキー等におすすめです。

300
ポイント

交換

P6108商品番号

●本体×1(幅約27×高さ226×厚さ11mm)､多孔質
セラミックス・シリコーンゴム､約75g､本体/日本製､
カバー/中国製
※口径28mm以上のボトルにご使用可能です｡

エコカラットボトル
乾燥スティック
（ブルー）
洗った後の水筒内に残る水滴を乾かします｡
シリコーンでカバーされているので､水筒
を傷つけずリングで掛けて収納できます｡

200
ポイント

交換

P6104商品番号

カタログギフト
三越伊勢丹
味覚百景
｢煌(こう)｣コース

1000
ポイント

交換 P6802商品番号 カタログギフト 
セレクトギフト｢コーラル・ストロベリー｣コース
ファッション､アウトドア､国内外のブランドを中心としたテーブルウエア
やキッチン用品､インテリアから生鮮､惣菜を中心としたグルメまで「高
品質・高感度」な品揃えです｡きっとお気に入りを見つけられるカタログ
です｡

1000
ポイント

交換

有名レストランや料亭の洗練された味、
日本各地の旬の味など、贅沢な〈食〉との
出会いで「おもてなしの心」をお届けしま
す｡食卓を豊かに彩る三越伊勢丹のカタ
ログギフトです｡

1200
ポイント

交換

P6804商品番号

カタログギフト
セレクトギフト
｢アメジスト･ライム｣
コース
ファッション､アウトドア､国内外のブランドを
中心としたテーブルウエアやキッチン用品､イ
ンテリアから生鮮､惣菜を中心としたグルメ
まで「高品質・高感度」な品揃えです｡きっと
お気に入りを見つけられるカタログです｡

Shupatto
コンパクトバッグL
（ネイビー）
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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･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

P5001商品番号

バンヤンツリー・スパ

1700
ポイント

交換

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｡

2021年4月～2022年3月末

交
換
対
象
商
品
・
サ
ー
ビ
ス

★バンヤンツリー・スパ
部分マッサージ45分
フェニックス・シーガイア・リゾート（宮崎）

P5013商品番号
2500
ポイント

交換

★バンヤンツリー・スパ
コース フル（全身）
フェニックス・シーガイア・リゾート（宮崎）

背中、頭と肩、両ハンド、足の4コースから選べるプランです｡

５つのタイプのマッサージからお好みに合わせてお選びいた
だけるプランです｡お香コーンタイプをプレゼント｡足湯の
サービスもあります｡

劇団四季の感動を送るギフトカード｡お好きな演目をご都
合に合わせてお選びいただき､チケット予約のお支払いに
ご利用いただけます｡

●ホテルおかだ宿泊（1泊2食付）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。 ●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

●ギフトカードのご利用には有効期限がございます｡ご注意ください｡ 
※詳しくは（株）ワンダードリームまでお問い合わせください｡

★劇団四季ギフトカード
25,000円分

2500
ポイント

交換P5015商品番号

●｢シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート｣39階 ※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｡
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交
換
対
象
商
品
・
サ
ー
ビ
ス

★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･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

●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

●全国28ヵ所のダイワロイヤルホテル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28ヵ所のホテルはこちらをご覧ください｡ 
https://www.daiwaresort.jp/(ダイワロイヤルホテルHP) 

★ダイワロイヤルホテル 3500
ポイント

交換P5008商品番号

レジャー・旅行など 2021年4月～2022年3月末

P5014商品番号
8000
ポイント

交換

★シェラトン・グランデ・
オーシャンリゾート（宮崎）
シェラトン・グランデ宿泊（1泊2食付）2名様
●部屋タイプはクラブツイングランド／36階以上。シーガイアリゾートの中心
に位置する全室オーシャンビューのリゾートホテルです｡ワンランク上のプ
レミアムカテゴリーのお部屋をご用意しております｡クラブラウンジを滞在中
いつでもご利用可能です｡

●部屋タイプはクラブツイングランド／36階以上。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名様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） ※当
日の状況により､2名様1組が不可の場合は､他のお客様と同じ組でのプレーと
なる場合がございます｡

★シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート（宮崎）
クラブツイングランド宿泊（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｡部屋タイプはクラブツイングランド／36
階以上｡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



2021年4月～2022年3月末

【個人情報の利用目的】
①お客様からの商品、サービスの申込受付
②商品、サービス提供におけるご本人確認､ご連絡
③お客様への商品の発送､サービスのご提供
④お問合せ､ご相談への対応
⑤お客様へのセコムグループ会社・提携会社の商品､サービス､および各種イベ
ントやキャンペーンの郵送、訪問等によるご案内やお客様のご興味等に
合わせた広告配信
⑥お客様への会報誌､景品等の送付
⑦市場調査、データ分析
⑧セコムグループ会社の商品､システム､およびサービスの研究､企画､開発､改良
⑨お客様に適切と思われる商品､サービスのご案内、ご提供
⑩委託元から受託した業務の履行
⑪法律に基づく個人情報の第三者提供
⑫お客様との契約審査、契約手続、お支払い手続等その他契約管理全般
⑬セコムグループ会社の経営管理や各種リスク管理の適切かつ円滑な遂行
⑭その他お客様のニーズに適切かつ円滑にお応えするため
※セコムグループ会社とは､セコム株式会社とその連結子会社および持分法適用会社
をいいます｡

お客様の個人情報の取り扱いについて

●商品お申し込み後の変更、お取り替えはご容赦ねがいます。
●異なる商品を同時にお申し込みになる場合は、別々のお届けになることがあります。商品のお届けは、お申し込み後約3週間程度とさせて
いただきます｡お盆、シルバーウィーク、年末年始などの時期は、メーカーの休暇などにより、お届けが遅れる場合がございますので、
ご了承ください。
●旅行・観劇などの一部の商品につきましては、担当者より別途ご連絡いたします。
●商品や交換ポイント・仕様、品揃えは、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。
●この冊子に掲載されている商品のお申し込みは、2022年3月31日までとさせていただきます｡（それ以降は新しい冊子をご用意いたします）

｢セコムポイント｣の確認・商品のお申し込み方法

1 最寄りの事業所

｢セコム・ホームセキュリティ｣ご利用のお客様

2 お客様サービスセンター（24時間・年中無休）

1｢セコムポイント｣
の確認 2交換商品の決定 3商品のお申し込み 4商品のお届け

サービスのご提供

1.個人情報の利用目的について
セコムは､事業活動に関して､個人情報を次の各号の利用目的の達成に必要な範
囲で取扱い､そのための措置を講じます｡ただし､セコムの事業活動は多岐にわたり
ますので､事業内容に関するウェブサイトも併せてご覧ください｡

3.委託先の監督について
セコムは､業務を委託する場合､利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を開示
します｡また､契約を締結し､個人情報に関連する法令およびガイドラインを遵守
すべきことを条件とし､必要かつ適切な指導監督を行います｡

4.個人情報に関するお問合せ窓口
個人情報に関するお問合せもしくは苦情があった場合は下記の窓口へご連絡くだ
さい｡保有個人データの開示等の申し出についても対応いたします｡
セコム株式会社 本社 業務本部
電話番号：03-5775-8301（受付時間 平日09:00～18:00）
セコム株式会社の個人情報保護管理責任者：業務本部長
上記は弊社「プライバシーポリシー」の一部抜粋（要約）となります｡全文について
は弊社ホームページ（https://www.secom.co.jp/utility/privacy.html）にてご確認
いただけます｡

2.第三者提供について
（1）セコムは、次に掲げる場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく個人
データを第三者に提供いたしません。
①法令に基づく場合。
②人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合で、ご本人の同意

を得ることが困難であるとき。
③公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある
場合で、ご本人の同意を得ることが困難であるとき。
④国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める
事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、ご本人の同意を
得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。

（2）セコムは、上記｢１.個人情報の利用目的について｣の利用目的でセコムグループ
会社と共同利用を行うため､「商品、サービス利用に際しご提供いただいた
情報」（氏名、ご連絡先等）､「商品、サービス利用により取得した情報」（ご利用
状況、機器等の取得情報等）､「ご利用いただいている商品、サービスに関する
情報」（商品名やご利用場所等）､「実証実験など研究､開発を目的としてご提供
いただいた情報または取得した情報」（氏名､機器等の取得情報等）､「お問合せ､
訪問､作業、取引等によりセコムが取得した情報」（内容、ご対応者情報等）を
セコムグループ会社と個人情報の取扱いに関する契約を締結したうえで､電磁
的な方法等により提供することがあります｡
※共同利用の詳細については、個人情報保護方針（プライバシーポリシー）をご確認ください。

｢セコムポイント｣サイト：https://secompoint.secom.jp/

0120-336-624

下記のいずれかにご連絡ください。

セコム株式会社 ホームマーケット営業本部
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-5-1 電話03（5775）8570（ダイヤルイン）




