賞 品 一 覧 表
【お問い合わせ】

※2020年1月現在の賞品です。

くもん 友 の 会 事 務 局

※賞品の詳細は、裏面「賞品説明」をご覧ください。

0570-073-666

※賞品は予告なく変更・終了となることがあります。ご了承ください。

みえきえマーカー

ディズニーメモセット

スリムスポーツタオル

リラックマ ペンポーチ

受付 9：30〜17：30
月〜金（祝日除く）

Kumon shop
クーポン
1500
1回のお買い物に1クーポンの
利用が可能です。お申込み前に
裏面の賞品説明をご覧ください。

10ポイント

0101

賞品記号

賞品記号

0102

20ポイント

0104

賞品記号

ノートセット

10ポイント
みつ

賞品記号

0201

0106

い すみ とも

三井住友VISA
プリペイド 1000

20ポイント 賞品記号 0205 30 ポイント 賞品記号 0301
カラフルボールペン

Wポケット
ペンケース

1回のお買い物に1クーポンの
利用が可能です。お申込み前に
裏面の賞品説明をご覧ください。

1回のお買い物に1クーポンの
利用が可能です。お申込み前に
裏面の賞品説明をご覧ください。

ぷくぷくシール付き！

賞品記号

Kumon shop
クーポン
1000

Kumon shop
クーポン
500

きょう ざい

教材ホルダー

10ポイント

10ポイント

20ポイント
と

賞品記号

0208

しょ

図書カード
1000

20ポイント 賞品記号 020９ 30 ポイント 賞品記号 0302
うで

ど けい

フリクションカラーズ

しろ

腕時計（白）

お申込み前に別紙「注意事項」を
必ずご覧ください。

10ポイント
でん

ぱ

ど

賞品記号

0107

50 ポイント 賞品記号 0500 50 ポイント 賞品記号 050４ 60 ポイント 賞品記号 0601 30 ポイント 賞品記号 0303
うで

けい

ど けい

腕時計(ネイビー)

電波時計

ショルダー
バッグ

そう がん きょう

双眼鏡（ブルー）

スヌーピー
目覚まし
め

ざ

2018 Peanuts Worldwide LLC

40 ポイント 賞品記号 0401 50 ポイント 賞品記号 0505 50 ポイント 賞品記号 0506 70 ポイント
みつ い

すみ とも

三井住友VISA
プリペイド 2000

みつ

けん び きょう

お申込み前に別紙「注意事項」を
必ずご覧ください。

でん し

じ

しょ

100ポイント

賞品記号

1003

と

0703

70 ポイント
でん

しょ

図書カード
3000

し

じ

賞品記号

0704

しょ

電子辞書 C100E

お申込み前に別紙「注意事項」を
必ずご覧ください。

100ポイント 賞品記号 1000 100ポイント
電子辞書 80AN

い すみ とも

三井住友VISA
プリペイド 3000

顕微鏡

賞品記号

と

賞品記号

1001

しょ

図書カード
2000

100ポイント

賞品記号

150 ポイント 賞品記号 1500 150 ポイント 賞品記号 1501 200ポイント 賞品記号 2003
ネームランド

1004

チェキ（ハニー）

150 ポイント 賞品記号 1505 200ポイント

賞品記号

2007

チェキ（ミント）

200ポイント

賞品記号

2008

賞

品

説

明
【お問い合わせ】

※2020年１月現在の賞品です。

くもん 友 の 会 事 務 局

※賞品は予告なく変更・終了となることがあります。ご了承ください。

0570-073-666

みえきえマーカー

ディズニーメモセット

スリムスポーツタオル

リラックマ ペンポーチ

カラー ペンで 描 い て「きえペン」で
な ぞると消 えるよ！
消したところを「みえペン」
で塗ると、
カラーペンの色がまた出てくるよ！

プ ーさんとミッキー のかわい い
メモセット！
メモ は 1 冊に絵 柄 が 2 種 類
入って い るよ！

いろんなシーンで使ってほしい
アディダスのスリムスポーツタオル。
マフラーのように首に巻いても
おしゃれ！

リラックマのポーチです。
ペンケースや小物入れに使ってね！

シャープペン1本、メモ2冊セット
メモの大きさ：85mm×60mm

大きさ：約150mm×1100mm

みえペン1本、きえペン1本、カラーペン6
色（ライトブルー・イエロー・ライトグリー
ン・ピンク・パ ー プ ル・オレンジ ）、プラス
ティックケース入り

10ポイント

賞品記号

0101

きょう ざい

教材ホルダー

教材が200枚入ります。
ぷくぷくシールも付いているよ！
大きさ：A5サイズ
（160mm×225mm×18mm）

10ポイント

賞品記号

0104

10ポイント

ぱ

ど

0201

Kumon shop
クーポン 1000
有効期限：約１年間。
１回のお買い物に１クーポ
ンの利用が可能。1回のお買い物が３，
０００円
（税抜）
未満の場合、700円(税抜)の送料がか
かります。※ご利用方法のお問い合わせは
くもん出版 : ０１２０−４９４−６１５ まで

10ポイント

賞品記号

0106

すみ とも

三井住友VISA
プリペイド 1000

※お申込み前に別紙「注意事項」を必ずご覧くだ
さい。Visaの加盟店やインターネットでお買い物
ができる1,000円分のプリペイドカードです！

20ポイント
と

賞品記号

0208

しょ

図書カード
1000
全国共通図書カード 1,000円分です。
色んな本を読んでみよう。

保護者がチャージすることで、
繰り返しの利用も可能です。
※ご利用方法のお問い合わせは
三井住友プリペイドデスク：
０６−７６３６−２５６７まで

50 ポイント
うで

けい

電波時計
電波受信機能や、止めてもまた鳴る便
利なスヌーズ機能がついた優れもの。
温度・湿度や、曜日も表示されるよ。

賞品記号

0500

ど けい

すみ とも

三井住友VISA
プリペイド 2000

ショルダーバッグ

秒の表示が見やすいデジタルウォッ
チ。アラームやストップウォッチ機能
付でバックライトのボタンで文字が
光るよ。

普段使いにもちょうどいいチャンピオン
のショルダーバッグ。革素材を使ったデ
ザインがカッコイイ！
大きさ:32×18×11cm
肩ひも長さ:(約)77〜144cm
重さ:250ｇ 材質：ポリエステル
ポケット:中２個(オープン)外１個(ファスナー)
留め具の種類：ファスナー

※お申込み前に別紙「注意事項」を必ずご覧くだ
さい。Visaの加盟店やインターネットでお買い物
ができる2,000円分のプリペイドカードです！
保護者がチャージすることで、
繰り返しの利用も可能です。
※ご利用方法のお問い合わせは
三井住友プリペイドデスク：
０６−７６３６−２５６７まで

顕微鏡

拡大ビュア、垂直投影、壁面投影もで
きるスグレモノ。プレパラートも作れ
ます。サンプル標本付。
倍率：150倍、600倍、900倍
大きさ：74mm×108mm×210mm
重さ：540g
（外箱含む）
※投影のために単3乾電池2本を使用します。
乾電池はセットには含まれていません。

100ポイント 賞品記号 1000 100ポイント
でん し

じ

しょ

電子辞書 80AN
英和辞典・和英辞典・国語辞典を収録。
CASIO製 EX-word XD-80A-N
大きさ：135mm×86mm×13mm
（閉時）
重さ：約110g(電池含む)、50音配列キー
ボタン電池付属、電卓機能付
※音声機能はありません。

みつ い

けん び きょう

と

賞品記号

1001

しょ

図書カード
2000

全国共通図書カード 2,000円分です。
色んな本を読んでみよう。

マーブルカラー５色とミルクカラー３
色 のオリジ ナ ル セット。ゲ ルインク
ボールペンだから書きやすい！

ゼブラ製サラサクリップ8色
（マーブルカラー全５色、ミルクレッド、ミル
クオレンジ、ミルクブルーグリーン）
ペン先の太さ:0.5mm
大きさ：150mm×93mm×18mm

Wポケット
ペンケース
ダブルポケットでたっぷり収納できる
プーマのペンケース！
大きさ：200mm×100mm×60mm

20ポイント 賞品記号 020９ 30 ポイント 賞品記号 0302
うで

ど けい

しろ

腕時計（白）
アナログクオーツウォッチです。水泳や
スキンダイビング（素潜り）
に使用できる
よ。逆回転防止機能のある回転式レジ
スターリング付きだから、60分までの
経過時間を計るのに便利。

フリクション
カラーズ
描いて、消して、また描ける水性のカ
ラーサインペン。キャップのラバーで
こすると消えます。はみ出したり、
色を変えたくなった時も大丈夫。

パイロット製12色
（ 黒 、赤 、青 、水 色 、緑 、
黄 緑 、黄 、橙 、薄 桃 、桃 、紫 、茶 ）
大きさ：147mm×146mm×12 mm
12

50 ポイント 賞品記号 050４ 60 ポイント 賞品記号 0601 30 ポイント 賞品記号 0303

40 ポイント 賞品記号 0401 50 ポイント 賞品記号 0505 50 ポイント 賞品記号 0506
みつ い

「Kumon shop」
（ 公文式会員専用お買い物
サイト）で利用できるクーポン1,５００円分です！

20ポイント 賞品記号 0205 30 ポイント 賞品記号 0301

CITIZEN製 10気圧防水
大きさ：215mm×33mm×8mm

腕時計(ネイビー)

サン・フレイム製
大きさ：約250mm×43mm×15mm
5気圧防水

CASIO製
大きさ：82mm×78mm×49mm、
重さ：135g

Kumon shop
クーポン 1500

有効期限：約１年間。
１回のお買い物に１クーポ
ンの利用が可能。1回のお買い物が３，
０００円
（税抜）
未満の場合、700円(税抜)の送料がか
かります。※ご利用方法のお問い合わせは
くもん出版 : ０１２０−４９４−６１５ まで

カラフル
ボールペン

有効期限：約１年間。
１回のお買い物に１クーポ
ンの利用が可能。1回のお買い物が３，
０００円
（税抜）
未満の場合、700円(税抜)の送料がか
かります。※ご利用方法のお問い合わせは
くもん出版 : ０１２０−４９４−６１５ まで

ナカバヤシ製
B5判、30シート、3冊組
行間：6.5mm(A罫とB罫の中間)

でん

賞品記号

「Kumon shop」
（ 公文式会員専用お買い物
サイト）で利用できるクーポン1,０００円分です！

みつ い

0107

20ポイント

「Kumon shop」
（ 公文式会員専用お買い物
サイト）で利用できるクーポン５００円分です！

行 間・文 字 高の揃った文 字を書く
ことができるLogicalシリーズの
ノートです。3種類のストライプ柄
のセットです。

賞品記号

0102

Kumon shop
クーポン 500

ノートセット

10ポイント

賞品記号

大きさ：185mm×75mm×60mm

受付 9：30〜17：30
月〜金（祝日除く）

すみ とも

三井住友VISA
プリペイド 3000

※お申込み前に別紙「注意事項」を必ずご覧くだ
さい。Visaの加盟店やインターネットでお買い物
ができる3,000円分のプリペイドカードです！

そう がん きょう

双眼鏡（ブルー）
10倍ズームで、重さはわずか140g
のコンパクトな双眼鏡です。おでか
けに持っていこう！
Kenko製 CERES GⅢ、倍率10倍、
口径21mm
大きさ：80ｍｍ×113ｍｍ×40ｍｍ

スヌーピー
目覚まし
め

ざ

立体的なスヌーピーがポイント！
アラームを止めるとウッドストックが
現れます。
リズム時計工業製、
大きさ：114mm×152mm×75mm
単3乾電池1本付属

70 ポイント 賞品記号 0703 70 ポイント 賞品記号 0704
と

しょ

図書カード
3000

全国共通図書カード 3,000円分です。
色んな本を読んでみよう。

でん

し

じ

しょ

電子辞書 C100E
国語・漢字・類語・カタカナ語、英和・和英・ス
ペリング、冠婚葬祭マナー事典、手紙文例
集、スピーチ文例集を収録。カラー液晶。
CASIO製 EX-word XD-C100E
大きさ：108.5mm×87mm×17.2mm
（閉時）
重さ：約175g(電池含む)、JIS配列キー
単３乾電池付属、電卓機能付
※音声機能はありません

保護者がチャージすることで、
繰り返しの利用も可能です。
※ご利用方法のお問い合わせは
三井住友プリペイドデスク：
０６−７６３６−２５６７まで

150 ポイント 賞品記号 1500 150 ポイント 賞品記号 1501 200ポイント 賞品記号 2003
ネームランド
絵文字・フレーム・デザインロゴで
かわいいラベルが作れます！連番印刷
やハーフカット機能付きです。
CASIO製 KL-M7
使用可能テープ: 6サイズ
（3.5〜24ｍｍ）
大きさ：202mm×216mm×64.5mm
重さ(電池を除く): 750ｇ
ACアダプター付属

チェキ（ハニー）

チェキ（ミント）

撮ったその場で写真が出てくるインスタントカメラ
「チェキ」
簡単な操作で自撮りや明るさ調整ができる優れもの。
アイデア次第で楽しみ方が広がります！
FUJIFILM製 instax mini8+
大きさ：116mm×118mm×68mm
重さ：307g
（電池、ストラップ、接写レンズ、
フィルム別）
ショルダーストラップ、単三電池2本付
カラー：ハニー、
ミント

100ポイント 賞品記号 1003 100ポイント 賞品記号 1004 150 ポイント 賞品記号 1505 200ポイント 賞品記号 2007 200ポイント 賞品記号 2008

三井住友 VISA プリペイド ご利用にあたっての注意事項
１．本カードがご利用いただける加盟店
本カードは、Visa マークが表示されている店舗やインターネットショッピングで利用する
ことができます。店舗では「Visa で支払います」と伝え、カードをご提示下さい。
（Visa クレジットカードが利用できる店舗にて、本プリペイドカードを利用することがで
きます。但し、会費や接続料等の反復継続的に料金が発生する加盟店、高速道路や一部の
ホテル等、一部利用できない加盟店があります。
）
２．本カードへのチャージおよび利用残高等の確認
発行元の専用 Web サイト（以下、Web サイト）に登録するとチャージ（追加入金）するこ
とができます。本カードにおける利用可能残高およびその上限額、1 回あたりのチャージ上
限額、1 回あたりの利用上限額は、Web サイトにて確認いただけます。なお、Web サイト
は、日本国内に住所を有する満 18 歳以上の方が利用いただけます。
３．本カードの有効期限および更新
利用できる有効期限は、発行元が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日ま
でとなります。また、Web サイトのマイページにて確認いただけます。
有効期限の 1 年前から有効期限到来月の前月 26 日までの期間に、本カードでのご利用、ま
たは本カードへのチャージがあった場合、有効期限が更新された新しいカードを送付させ
ていただきます。
４．更新および再発行時のカードデザイン
更新時および再発行時には、KUMON オリジナルデザインが施されない場合があります。
５．本カード利用時の注意
（１）未成年の方は、ご利用時に親権者の方の同意を得ていることが必要です。
（２）本カードの残高の換金はできません。
（３）
「三井住友 VISA プリペイド利用規約」
（以下、「利用規約」という）の内容に同意す
る必要があります。利用規約は、以下の Web サイトから確認いただけます。
http://vpass.jp/b-prepaid/
（４）本カードへチャージいただくには、Web サイトにて本人確認登録が必要となります。

発行元：三井住友カード株式会社
住所 ：大阪市中央区今橋 4-5-15
連絡先：三井住友プリペイドデスク
06-7636-2567
受付時間／9：00～17：00

年中無休（12/30～1/3 を除く）

