Hello! Project CARD
[ファンクラブ選択]

（スペシャル会員）
限定ポイントプレゼント
「Hello! Project」
「M-line club」
スペシャル会員専用クレジットカードの
ポイント交換でしか手に入らない超貴重アイテムです。

[アーティスト選択]
各ファンクラブWEBサイトにてご確認ください。

※Hello! Project カード・UP-FRONT INTERNATIONALカード共通
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商品番号 8041

［ファンクラブ選択］
商品番号 8042

サイズ：B6、
リングノート

サイズ：200mm×200mm

1,700

ファンクラブイベントチケッ
ベントチケット1700

ポイント

1,000

2,000
0
ポイント

直筆メッセージカード入り
オリジナルフォトフレームクロック

1,500

オリジナルフォトアルバム
（メッセ
ッセージカー
ジカ ド＆L判生写真1枚入り）
＆L判生写真1枚入り）

ファンクラブイベントチケット1500

ポイント

[アーテ
[アーティスト選択]
ィスト選択]
商品番号 8043

[アーティスト・公演日選択]
商品番号 8044

L判40ポケット
＊メッセージカードは
直筆プリントになり
ます。

お申し込み方法が異なります
のでご注意ください。
＊WEBサイトでの事前申し込み
が必要です。
（抽選となります）
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[アーティスト・公演日選択]
択]
商品番号 8045

[アーティスト選択]
商品番号 8046

[アーティスト選択]
[アーティスト選択]
商品番号 6985

お申し込み方法が異なります
のでご注意ください。
み
＊WEBサイトでの事前申し込み
）
が必要です。
（抽選となります）

[ファンクラブ選択]
商品番号 8047

サイズ：W153XH126×D33mm
機能：時刻表示・カレンダー・
アラーム・温度計・スヌーズ
＊L判・ポストカード対応の
写真立てです。

＊フォトフレームに入れて
プレゼントします。

申込用紙は会員期限の
切れる月の6ヵ月前〜
2ヵ月前の末日（必着）
までにお送りください。
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2ショット写真＆直筆サイン色紙

ポイント

サイン色紙も
プレゼント!!

[アーティスト・撮影日選択]
商品番号 6986
お申し込み方法が異なりますのでご注意ください。
。
＊WEBサイトでの事前申し込み
が必要です。
（抽選となります）
＊色紙にはサインをお入れします。

2ショット写真
＆
直筆サイン色紙

[アーティスト選択]
商品番号 6988

[アーティスト選択]
商品番号 6989

サイズ：254mm X305mm
＊あなたのお名前とサインをお入れします。
＊若干、
サイズが変更になる場合がございます。
＊額に入れてプレゼントします。

サイズ：フリーサイズ
色：ブラック
デザイン例：AYAKA・MASATO
＊あなたとご希望のアーティストの名前が入ります。
＊色紙にはあなたのお名前とサインをお入れします。

〈ご記入上のご注意事項〉
【ファンクラブ選択】の商品（商品番号8041、8042、8047）については、
ご希望のファンクラブ名をご記入ください。
【アーティスト選択】の商品（商品番号8043、8046、6985、6988、6989）については、
ご希望のファンクラブ名およびアーティスト名をご記入ください。
【アーティスト・公演日／撮影日選択】の商品（商品番号8044、8045、6986）については、
ご希望のファンクラブ名およびアーティスト名、公演日／撮影日をご記入ください。
※スペシャル会員でないファンクラブ、
もしくはアーティストについてはお申し込みいただけませんので予めご了承ください。
なお、
ご記入可能なアーティストにつきましては、
各ファンクラブWEBサイトにてご確認ください。

〈その他のご注意事項〉
1.商品番号8044、8045（ファンクラブイベントチケット）
・6986（2ショット写真＆直筆サイン色紙）については抽選となります。他の商品とはお申し込み方法が異なりますので必ず各ファンクラブWEBサイトにてご確認ください。
2.商品番号8047（スペシャル会員1年継続会費）はポイント減算後、お客様の会員期限月に新しい会員証（Hello! Project）
・期限証（M-line club）をお届けします。ポイント減算後に会員期限内でカード解約またはスペシャル
会員の退会などいかなる場合においても、お申し込み後のポイントについては返却いたしませんので予めご了承ください。※会員期限が切れる月の6ヵ月より前や2ヵ月前の末日以降のお申し込みは一切受付できません。
3.上記商品の画像はイメージですので、実際の商品とは異なる場合がございます。
また、いずれの商品もお申し込み後の変更・キャンセルは一切できませんのでご注意ください。お申し込み後のポイントについてはいかなる
場合においても返却いたしませんので予めご了承ください。
4.本ポイントプレゼント商品内容は､予告無く変更する場合がございます。商品お申し込みの際は､必ず各ファンクラブWEBサイトをご覧ください｡
5.上記商品は下記申込用紙のみの受付となります。三井住友カード株式会社が用意するワールドプレゼントの一般景品との交換をご希望される場合はワールドプレゼント申込用紙にてお申し込みください。
6.商品発送につきましては、商品により1〜3ヵ月程度かかりますので、予めご了承ください。
（商品番号 8043、8046、6985、6988、6989に関しては、
スケジュールにより発送が遅れる場合がございます。）
7.スペシャル会員専用クレジットカード限定ポイントプレゼント商品の交換は、スペシャル会員専用クレジットカードご利用で獲得されたポイント以外はご利用いただけません。大和証券・Gポイントなど、他社のポイントプログラムから交換
されたワールドプレゼントのポイントやスペシャル会員専用クレジットカード以外の弊社カードで獲得されたポイントは、スペシャル会員専用クレジットカード限定ポイントプレゼント商品の交換にご利用いただけませんのでご注意ください。

各ファンクラブWEBサイト

〔Hello! Project〕 http://www.up-fc.jp/helloproject/spmember/

〔M-line club〕 http://www.up-fc.jp/m-line/spmember/
三井住友カード ワールドプレゼントおよびポイントに関するお問い合わせは

上記ポイントプレゼント商品およびファンクラブに関するお問い合わせは

03-3560-7228

オフィシャルファンクラブ Hello! Project

※この電話は東京・大阪に
着信し、通話料はお客さま
負担となります。

受付時間 9：00〜17：00 年中無休（12/30〜1/3を除く）
東京 03(6627)4117 大阪 06(6445)3711でも承ります。

03-3560-8156

オフィシャルファンクラブM-line club

0570-050-050

ワールドプレゼントデスク

受付時間 11：00〜13：00／14：00〜18：00（土・日・祝日休）
受付時間 14：00〜18：00（土・日・祝日休）

492094 2017.7 東研

ポイント プレ ゼント 申 込 用 紙

クレジットカード番号

記入された情報は商品発送および商品発送に必要な手続きのために利用されます。
この申込用紙に必要事項をご記入のうえ、ご郵送ください。

お持ちのカードからクレジットカード番号16桁すべてご記入ください。

※お名前には必ずフリガナをご記入ください。※商品お届けの期日時間指定はできません。

（数字16桁）

カード名義人の
お名前
お届け先

-

ファンクラブ
会員番号

フリガナ

お電話
番号

(

)

三井住友カードのご登録の住所へのお届けとなります。
（ご利用代金明細書送付先を別にご登録されている場合でも、ご登録の住所となりますのでご注意ください。）

商品番号

商

品

名

ファンクラブ名

アーティスト名

撮影日／公演日※

商品ポイント ①

小計 ①x②

個数 ②

合計使用ポイント

※商品番号6986・8044・8045のみ実施日をご記入ください。
（こちらの商品はWEBサイトでの事前申し込みが必要です。
（抽選となります））

ポイント

キリトリ線

営業事務部（東京）行
キリトリ線

この宛先を切り取って封筒
に貼付のうえ、切手を貼っ
てお申し込みください。

記入例

三井住友カード株式会社

ポイントプレゼント
申込宛先

ポイント プレ ゼント 申 込 用 紙

〒105 - 8011 東京都港区海岸1- 2 - 20

クレジットカード番号
（数字16桁）

お持ちのカードからクレジットカード番号16桁すべてご記入ください。

4 9 8 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
フリガナ

カード名義人の
お名前

お届け先
商品番号

ヤ

グチ

カズ

オ

記入された情報は商品発送および商品発送に必要な手続きのために利用されます。
この申込用紙に必要事項をご記入のうえ、ご郵送ください。
※お名前には必ずフリガナをご記入ください。※商品お届けの期日時間指定はできません。

ファンクラブ
会員番号

八口一男

お電話
番号

022 - 999999
0123 ( 00 )1234

三井住友カードのご登録の住所へのお届けとなります。
（ご利用代金明細書送付先を別にご登録されている場合でも、ご登録の住所となりますのでご注意ください。）
商

品

名

6 9 8 6 2ショット写真＆直筆サイン色紙
8 0 4 4 ファンクラブイベントチケット1500
8 0 4 1 オリジナルノート

ファンクラブ名

アーティスト名

◯◯◯◯
◯◯◯◯
◯◯◯◯

◯◯◯◯
◯◯◯◯

※商品番号6986・8044・8045のみ実施日をご記入ください。
（こちらの商品はWEBサイトでの事前申し込みが必要です。
（抽選となります））

※

撮影日／公演日

商品ポイント ①

4/1 3000
4/5 1500
200

個数 ②

1
1
1

合計使用ポイント

小計 ①x②

3000
1500
200
4700 ポイント

