セントレアカードポイント交換商品一覧【2019年版】
セントレアカードポイントと掲載商品の交換をしていただけます。

ギフト券
500
ポイント

セントレアお買物券
500円券(1枚)

注文番号

G-1
セントレア内の店舗で500円以上の商品をご購入いただく
際に500円の割引券としてご利用いただけます。
セントレア アクセスプラザに設置しているポイント端
末機でもお買物券に交換していただけます。お急ぎの場
合はポイント端末機のご利用が便利です
ポイント端末機 ご利用時間：6:40～22:30

600
ポイント

1,500
ポイント

セントレア駐車場
300円券 2枚（600円分）

注文番号

G-4

セントレア駐車場の1時間利用券、2枚です。

セントレア駐車場
1日利用券(1,500円分)

注文番号

G-3

セントレア駐車場の1日利用券です。（入庫から24時間ご
利用可能）

・有効期限は発行日より1年です。有効期限に日付表示
のないものは無効です。
・セントレア各店舗（飲食店含む）でのご利用に限らせ
ていただきます。ただし、一部ご利用いただけない店舗
があります。
・次のものにはご利用いただけません。
商品券、ギフトカード、印紙切手類、テレホンカード、
駐車料金、送料、保険料、クレジット代金、クレジット
カード年会費その他当社および利用店が指定した商品
・釣銭はお出しいたしません。
【お届けの目安】お申し込み後1週間～2週間
・有効期限は発行日より6ヶ月です。有効期限に日付表
示のないものは無効です。
・利用料金が駐車サービス券の券面金額以上の場合は差
額をお支払下さい。
【お届けの目安】お申し込み後1週間～2週間
・有効期限は発行日より6ヶ月です。有効期限に日付表
示のないものは無効です。
・利用料金が1,500円以下の場合でも差額は返金できま
せん。また、1,500円以上の場合は差額をお支払下さ
い。
【お届けの目安】お申し込み後1週間～2週間

カタログギフト
6,500
ポイント

11,500
ポイント

21,500
ポイント

31,500
ポイント

51,500
ポイント

リンベル ザ・プレミアム
ベージュ

注文番号

リンベル ザ・プレミアム
パウダーピンク

注文番号

C-11
徹底して上質感と高級感を追求したカタログギフトで
す。掲載商品点数：約470点
C-12
徹底して上質感と高級感を追求したカタログギフトで
す。掲載商品点数：約470点

リンベル ザ・プレミアム
グレープ

注文番号

リンベル ザ・プレミアム
ライム

注文番号

リンベル ザ・プレミアム
スノー

注文番号

C-13
徹底して上質感と高級感を追求したカタログギフトで
す。掲載商品点数：約390点
C-14
徹底して上質感と高級感を追求したカタログギフトで
す。掲載商品点数：約400点

・カタログの中からお好みの商品を1点お選びいただき
お申し込みください。（詳しくは、カタログと同封され
るお申し込みガイドをご確認ください。）
・カタログに掲載の商品には申込期限があります。
・カタログはリンベルより直接お送りいたします。お届
け先はセントレアカードに登録のご住所のみとさせてい
ただきます。
【カタログお届けの目安】お申し込み後2週間～3週間

C-15
徹底して上質感と高級感を追求したカタログギフトで
す。掲載商品点数：約290点
【2019年1月18日

現在】

グルメ
アリスダイニング
デザートセット券（ペア）

注文番号

R-7

3,000
ポイント

フランス料理「クイーン・アリス」のデザートセットを2
名様分です。

・有効期限は発行日より6ヶ月です。有効期限に日付表
示のないものは無効です。
・ティータイムはご予約を承っておりませんのでご了承
ください。
・ご利用にあたっては、団体のお客様の貸し切りなどで
ご利用いただけない場合がございますので、HPまたは事
前にアリスダイニングにご確認をお願いします。
【お届けの目安】お申し込み後2週間～6週間

8,000
ポイント

16,000
ポイント

4,000
ポイント

12,000
ポイント

22,500
ポイント

33,000
ポイント

アリスダイニング
ランチコース券（ペア）

注文番号

R-5

フランス料理「クイーン・アリス」のランチーコースを2 ・有効期限は発行日より6ヶ月です。有効期限に日付表
示のないものは無効です。
名様分・ウェルカムドリンク付です。
･ご利用にあたっては、事前にアリスダイニングにご予

アリスダイニング

注文番号

ディナーコース券（ペア）

R-6

約をお願いします。
・アリスダイニングの定休日は水曜日です。（祝日は除
く）
【お届けの目安】お申し込み後2週間～6週間

フランス料理「クイーン・アリス」のディナーコースを2
名様分・ウェルカムドリンク付です。

セントレアホテル
ランチ券（ペア）

注文番号

R-8

セントレアホテル「コスモス」にてランチバイキングを2
名様分ご提供します。

三越伊勢丹 味覚百景
煌（こう）

注文番号

三越伊勢丹 味覚百景
匠（しょう）

注文番号

三越伊勢丹 味覚百景
麗（れい）

注文番号

[ユニセフ]
ユニセフへの寄付500円分

注文番号

・有効期限は発行日より6ヶ月です。
・事前にレストランにご予約をお願いします。
【お届けの目安】お申し込み後1週間～2週間

R-9
有名レストランや料亭の品々、旬の食材や各地の名品を
集めたギフト オブ グルメ「三越伊勢丹 味覚百
景」。掲載商品点数：約170点
・カタログの中からお好みの商品を1点お選びいただ
R-10
有名レストランや料亭の品々、旬の食材や各地の名品を
集めたギフト オブ グルメ「三越伊勢丹 味覚百
景」。掲載商品点数：約80点

き、カタログに記載のお申し込み方法でお申込くださ
い。
・カタログに掲載の商品には申込期限があります。
・カタログは名古屋三越より直接お送りいたします。お
届け先はセントレアカードに登録のご住所のみとさせて
いただきます。
【カタログお届けの目安】お申し込み後2週間～3週間

R-11
有名レストランや料亭の品々、旬の食材や各地の名品を
集めたギフト オブ グルメ「三越伊勢丹 味覚百
景」。掲載商品点数：約110点

社会貢献
500
ポイント

D-1

1ポイント＝1円に換算し、公益財団法人日本ユニセフ協
会を通じて寄付します。

・ユニセフは、子どもたちの生命と健やかな成長を守る
ために活動する国連機関で、現在150以上の国と地域
で、保健・栄養・水と衛生・教育・保護の分野で活動す
るとともに、緊急支援活動も実施しています。
・領収書は発行されません。
・商品などの送付はありませんのでご了承ください。

トラベル
5,000
ポイント

5,000
ポイント

32,000
ポイント

52,000
ポイント

102,000
ポイント

[名鉄観光]
ギフト旅行券（5,000円）1枚

注文番号

[近畿日本ツーリスト]
ツーリスト旅行券（5,000円）1枚

注文番号

リンベル 選べる体験ギフト
とっておきの宿

注文番号

リンベル 選べる体験ギフト
おもてなしの宿

注文番号

リンベル

注文番号

旅行券裏面に記載の注意事項等をご確認のうえ、ご利用
T-2
ください。
名鉄観光サービスの各支店で旅行代金のお支払いなどに 【お届けの目安】お申し込み後1週間～2週間
ご利用いただけます。
旅行券裏面に記載の注意事項等をご確認のうえ、ご利用
T-3
ください。
近畿日本ツーリストの各支店でご旅行等のお支払いにご 【お届けの目安】お申し込み後1週間～2週間
利用いただけます。

T-6
至福のひとときに出逢える全国選りすぐりの宿満載の体 ・カタログの中からお好みの施設を1つお選びいただ
験カタログギフトです。掲載施設：127施設
き、カタログまたは、カタログと同送されるお申し込み
T-7
至福のひとときに出逢える全国選りすぐりの宿満載の体
験カタログギフトです。掲載施設：161施設

選べる体験ギフト
厳選の宿

ガイドに記載のお申し込み方法でお申込ください。
・カタログに掲載している商品の商品引換には申込期限
があります。
・カタログはリンベルより直接お送りいたします。お届
け先はセントレアカードに登録のご住所のみとさせてい
ただきます。

【カタログお届けの目安】お申し込み後2週間～3週間
T-8
至福のひとときに出逢える全国選りすぐりの宿満載の体
験カタログギフトです。掲載施設：81施設

マイページでのポイント交換が便利です。
ポイント交換は「セントレアカード マイページ」からお申込みいただけます。
スマホでもパソコンでもご利用いただけます。
簡単にお申込みいただけますので、ぜひご利用ください。
初回ご利用時には画面一番下にある「■利用登録はコチラ」よりご登録をお願いいたします。
2～3分でご登録いただけます。
マイページ ログイン画面はこちら

※「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。
【2019年1月18日

現在】

セントレアカードポイント交換申込書【2019年版】
中部国際空港株式会社

セントレアカード事務局

ポイント交換の申込をします。
会員コード
（10桁）
登録の
お電話番号

行

0

注文番号

―

【お申込日

注文番号
数量

―

日】

商品名
複数お申込の場合は、
合計のポイント数をご記入ください。

商品名
お申込商品の
ポイント数

数量

月

ご連絡先の
お電話番号

お申込商品の
ポイント
ポイント数
【お申込商品が2商品以上ある場合は、下記へご記入ください。】
―

年

お名前

数量

注文番号

【2019年1月18日 現在】

ポイント

複数お申込の場合は、
合計のポイント数をご記入ください。

お申込商品の
ポイント数

ポイント

複数お申込の場合は、
合計のポイント数をご記入ください。

お申込の合計
ポイント数

ポイント

全てのお申込の
合計ポイント数をご記入ください。

商品名

【ポイント交換申込についての共通注意事項】
・ポイント交換お申し込みの時点で会員資格を喪失している場合、その商品の発送はいたしません。
・ポイント交換お申し込みの時点または当社がお申し込みを確認する時点でお申し込みをされた商品の
交換に必要なポイントに達していない場合、その商品の発送はいたしません。
・同一名義人以外のカードのポイントを合算して交換申請することはできません。
・商品によっては利用にあたり一部条件がございます。利用条件をご確認ください。
・セントレアカードに登録されたご住所へ送付させていただきます。
・有効期限のある商品は、期限までにご利用ください。有効期限後のご利用はできません。
・商品の盗難、紛失または滅失などについて、当社はその責を負いません。
・商品と現金とのお引換えはいたしません。
商品につきましては、予告なく削除・変更することがございます。
最新の商品情報はホームページ「セントレアカードマイメニュー」をご覧ください。
≪お問合せ≫セントレアカード事務局

0569-38-7300

【お申し込み方法】
必要事項をご記入のうえ、郵送でお申し込みください。
◎郵送先
右記を切り取って、封筒に貼り付けてお使いください。
※インターネットからもお申し込みいただけます。
今まで行っておりましたＦＡＸでのお申し込みは終了さ
せていただきましたのでご了承ください。

（受付：平日9:00～17:00

12/29～1/3休業）

切り取って封筒に
貼ってご利用ください。

〒479-8701
愛知県常滑市セントレア1-1
第1セントレアビル6階
中部国際空港株式会社
セントレアカード事務局

行

