
※景品の仕様・デザイン・品揃えを予告なく変更する場合がございます。 
※お届けする景品は、仕様・デザイン・カラーなど多少異なる場合がございます。

S P E C I A L  G I F T
スペシャルギフト 「当たり」かどうかは景品が届いてからのお楽しみ！

＊20分の1の確率で、当選した場合、
通常よりお得に景品を獲得できるコースです。

 iTunes Card はApp、ゲーム、映画、ミュージック、ブックの購入や、
Apple Music メンバーシップのお支払いなどにもご利用いただけます。

お好きな本や雑誌が買えるプリペイドカード。
全国約9,000店の取り扱い書店でご利用いただけます。

Amazon.co.jp（PC、モバイル）が取り扱う商品のご購入にご利用いただけます。

見  　本

見  　本

◎ご利用方法：ご注文時に、カード裏面に記載されているコードを入力ください。残額は持ち越し可
能です。詳細はAmazon.co.jpのホームページ（www.amazon.co.jp）でご確認ください。

◎取り扱い書店の詳細については、図書カードホームページでご確認ください。
http://www.toshocard.com/bookstore/index.html
※有効期限がございます。届きましたら、必ずご確認ください。

◎ご利用方法：iTunes Storeでアカウントを作成し、カード裏面に記載されているコードを入力するだけ！
詳細はAppleのサポートページ（https://support.apple.com/ja-jp/HT201209）でご確認ください。
※Apple Music をご利用するには、登録が必要です。トライアル期間の終了時にメンバーシップが自
動的に更新され、アカウント設定で自動更新をオフにするまで毎月課金されます。※iTunes は米国及び
その他の国々で登録されているApple Inc.の商標です。※有効期限はございません。
※20分の1の確率で当選の場合、iTunes Card 1,500円を3枚発送します。

※本プログラムは、お手持ちのカード発行会社による提供です。本プログラムについてのお問い合わせは
Amazonではお受けしていません。※Amazon、Amazon.co.jpおよびそのロゴは、Amazon.com,Inc.
またはその関連会社の商標です。 ※有効期限がございます。届きましたら、必ずご確認ください。
※20分の1の確率で当選の場合、Amazonギフト券3,000円を３枚発送します。

◎商品および加盟店の詳細については、ジェフグルメカードホームページ（http://www.jfcard.co.jp）
またはお電話（0120-150-563 受付時間／9：00～18：00 土・日・祝日および年末年始を除く）
でご確認ください。※有効期限はございません。

※有効期限はございません。

◎すかいらーく各店の詳細については、すかいらーくホームページ（http://www.skylark.co.jp/）
でご確認ください。 ※一部ご利用いただけない店舗・商品がございます。 ※他のクーポン券と併用で
きます。（一部除く） ※有効期限がございます。届きましたら、必ずご確認ください。 ※有効期限までに
ご利用いただけない場合は無効となります。
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ガスト、バーミヤン、ジョナサンなど、
全国約2,500店舗のすかいらーく各店でご利用いただけます。

全国のミスタードーナツショップにてご利用いただける商品券です。

全国約35,000の加盟外食店舗にてご利用いただける全国共通お食事券です。
1枚につき5円を、東日本復興支援事業に寄付させていただきます。

○交換ポイント数を1口として抽選いたします。（東日本復興支援ジェフグルメカー
ド・ミスタードーナツ商品券・すかいらーくご優待券は300ポイント、図書カード
NEXT・iTunes Card は500ポイント、Amazonギフト券は900ポイント）
○当選の発表は、景品の発送をもって代えさせていただきます。
○景品が通常の場合でも、キャンセルや当選景品との交換はできません。

スペシャルギフトコースに関するご注意 

Amazonギフト券

図書カード NEXT

東日本復興支援ジェフグルメカード

ミスタードーナツ商品券

すかいらーくご優待券

iTunes Card

900 P 3122景品番号 3125景品番号

3126景品番号

3127景品番号

3123景品番号

3124景品番号

500 P

500 P

300 P

300 P

300 P

20分の1の確率で

20分の1の確率で

20分の1の確率で
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3128景品番号

3129景品番号

※景品の仕様・デザイン・品揃えを予告なく変更する場合がございます。 
※お届けする景品は、仕様・デザイン・カラーなど多少異なる場合がございます。

G I F T
ギフト

ゆったりとした時間を過ごせる
お食事券・ご宿泊優待券、
暮らしに便利なプリペイドカードをご用意しました。

◎対象店舗／全国の「なだ万」各店
※なだ万本店 山茶花荘、なだ万 シャングリ・ラ ホテル東京、海外店は除く
◎店舗所在地など詳細は、なだ万ホームページまたはお電話でご確認ください。
　http://www.nadaman.co.jp
　03-3356-7585（受付時間／9：30～17：30　土･日･祝日および年末年始を除く）
◎除外日／12/23～25、12/31～翌年1/6

◎対象店舗／日本国内のルートインホテルズ各ホテル
「ホテルルートイン」 「ルートイングランティア」 「アークホテル」「グランヴィリオホテル」
※グランヴィリオリゾートサイパンは対象外
◎店舗所在地など詳細は、ルートイングループホームページでご確認ください。
　http://www.route-inn.co.jp/

1830年創業の老舗日本料理店で、
四季折々のお料理と最高のおもてなしをご堪能ください。

※紀尾井なだ万店内イメージ

日本国内のルートインホテルズ各ホテルでのご宿泊にご利用いただけます。

見　本

※お食事券が届きましたら、直接各店へご予約いただき、お食事券でご利用される旨をお伝えくだ
さい。※ご利用の際は、ご希望のお日にちの3日前までにご予約ください。なお、除外日など、ご希
望のお日にちがご予約できない場合がございます。※有効期限がございます。有効期限までにご利
用いただけない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※優待券が届きましたら、直接各ホテルへご予約いただき、チェックイン時にご提出ください。
※他の優待券および割引クーポン券との併用はできません。※有効期限がございます。届きまし
たら、必ずご確認ください。

なだ万「お食事券」（ペア・ディナー）

なだ万「お食事券」（ペア・ランチ）

ルートインホテルズご宿泊優待券
（1,000円券×2）

8,800P

3,900P

3130景品番号400P

見  本

阪急百貨店・阪神百貨店・髙島屋でお買い物の際にご利用いただける商品券です。 

カエトクカード（2,000円チャージ済） 3132景品番号600 P

※繰り返しチャージすることが可能です。ワールドプレゼントのポイントをカエトクカードへチャージ
できます。併せてご利用ください。※有効期限はございません。

全国のデパート、スーパー、コンビニエンスストア等のハーゲンダッツ取扱店で、
お好きなハーゲンダッツミニカップ2個と交換できるギフト券です。

3131景品番号ハーゲンダッツ ミニカップ ギフト券200 P

※有効期限はございません。

見  本

※有効期限は2年間です。残高照会するだけで、有効期限は延長されます。
詳しくはタリーズコーヒーホームページをご確認ください。

全国のタリーズカード取扱店（一部店舗を除く）で
ご利用いただけるプリペイドカード。
ワールドプレゼントでしか手に入らないオリジナルデザインです。

http://www.tullys.co.jp/cpn/tullyscard/

タリーズカード（1,000円チャージ済） 3134景品番号250 P

※有効期限がございます。届きましたら、必ずご確認ください。MOS CARDのご利用で、最終利
用日を起算日とし、有効期限が3年延長されます。※お持ちのモスカードの残高確認については、
（https://www.vcsys.com/s/mos/p/）からご確認ください。※モス カード会員は、モスバーガー公式
サイト内で残高確認、webチャージ、残高移行機能が利用できます。※一部の店舗ではご利用できません。

全国のモスバーガー店舗で利用できるチャージ式プリペイドカードです。

見  本

MOS CARD（1,000円チャージ済） 3135景品番号250 P
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A M U S E M E N T
アミューズメント

＊20分の1の確率で当選した場合、通常より
お得に交換できる景品も！
映画鑑賞引換券やユニバーサル・スタジオ・ジャパン®
スタジオ・パスなど、楽しさがぎっしり詰まった景品をご用意。

3136景品番号

3137景品番号

TOHOシネマズ 映画鑑賞引換券2枚

TOHOシネマズ 映画鑑賞引換券1枚

700P

400P

スタジオ・パスには、パークへの入場とすべてのアトラクション利用を含みます。
※スタジオ・パスには有効期限がございます。有効期限までにご利用いただけない場合は無効となりますの
で、スタジオ・パスが届きましたら、裏面の有効期限をご確認ください。※別途チケットを必要とする特別イベ
ントには、使用できません。※年間パスへのアップグレードはできません。あらかじめご了承ください。

三井住友カードは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®のオフィシャルカードです。
™ & © Universal Studios.　All rights reserved.　CR17-0354

全国のTOHOシネマズでご利用いただけます。

シネマイレージ実施劇場・劇場所在地・興行情報など、詳細はTOHOシネマズホーム
ページでご確認ください。

（シネマイレージ実施劇場）

＊20分の1の確率で映画鑑賞引換券 1枚 4枚
400P ＊20分の1の確率で映画鑑賞引換券 1枚 4枚

＊20分の1の確率で映画鑑賞引換券 1枚 4枚

3140景品番号

3141景品番号

109シネマズ 映画鑑賞引換券2枚

109シネマズ 映画鑑賞引換券1枚

700P

3138景品番号

3139景品番号

ユナイテッド・シネマ／シネプレックス
映画鑑賞引換券2枚

ユナイテッド・シネマ／シネプレックス
映画鑑賞引換券1枚

700P

400P

全国の109シネマズ・ムービルでご利用いただけます。

劇場所在地・興行情報など、詳細は109シネマズホームページでご確認ください。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®
スタジオ・パス

全国のユナイテッド・シネマ／シネプレックスで
ご利用いただけます。

劇場所在地・興行情報など、詳細はユナイテッド・シネマ／シネプレックスホームペー
ジでご確認ください。
ユナイテッド・シネマ／シネプレックスホームページ　     http://www.unitedcinemas.jp

109シネマズホームページ　     http://109cinemas.net

※各劇場まで引換券をご持参いただき、窓口にて座席指定券にお引き換えのうえご入場ください。
（劇場により一部自由席）※インターネットからのご予約はTOHOシネマズ（除くお台場シネマメディ
アージュ）及び109シネマズでご利用いただけます。※有効期限がございます。有効期限までにご利
用いただけない場合は無効となりますので、引換券が届きましたら有効期限を必ずご確認ください。
※3D映画作品、IMAX作品、4DX®作品等については、現地にて別途料金をお支払いいただくこと
でご鑑賞が可能です。※その他、引換券記載の注意事項を必ずご確認のうえご利用ください。

映画鑑賞引換券に関するご注意

※400ポイントを1口として抽選いたします。※当選の発表は、景品の発送をもって代えさせていた
だきます。※景品が通常の場合でも、キャンセルや当選景品との交換はできません。

景品番号3137・3139・3141に関するご注意

TOHOシネマズ 新宿

ユナイテッド・シネマ豊洲

109シネマズ湘南

3142景品番号1,300P
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C H A R I T Y
チャリティ

社会貢献のためのチャリティコース。
皆様の思いやりがさまざまな活動の支えとなります。

本寄付による領収書・証明書は、発行できません。

チャリティコース寄付金額のご報告と御礼
「ワールドプレゼント2015 チャリティコース」を通じてVJAグループ各社
カード会員の皆様からお寄せいただいた寄付金額は下記の通りとなります。
皆様のご支援に心より感謝申し上げます。

　ユニセフ（国際連合児童基金）に寄付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8, 911,000円
　国連WFPに寄付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,234,000円
　日本ユネスコ協会連盟 世界遺産活動に寄付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 351,000円
　WWFジャパン（世界自然保護基金）に寄付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,407,000円
　日本赤十字社に寄付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,700,000円
　Present Tree ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・173本植樹
　京都大学基金「iPS細胞研究基金」に寄付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,103,000円
　「JOCオリンピック選手強化寄付プログラム with Visa」に寄付 ・・・・・・・・・・・・・・ 93,000円

Mayumi Rui

http://www.wfp.org/jp
国連WFPの「学校給食プログラム」へ寄付いたします。

国連WFPは、飢餓と貧困の撲滅を使命として活動する国連唯
一の食糧支援機関です。災害や紛争時の緊急支援、学校給食
の提供などを活動の柱に、毎年平均80カ国で食糧支援を行って
います。今回のご寄付は子どもたちの栄養状態の改善と教育機
会の拡大のために行う「学校給食プログラム」に役立てられます。

「 ワールドプレゼント2015 チャリティコース 」 寄付金額実績

http://www.unicef.or.jp
（公財）日本ユニセフ協会を通じてユニセフに寄付いたします。

ユニセフ（国際連合児童基金）は、世界の子どもたちの命と
健やかな成長を守るために活動する国連機関です。世界で
は約590万人の子どもたちが5歳の誕生日を迎える前に命を
失っています。子どもたちを守るユニセフの活動は皆さまの募
金に支えられています。ご協力をお願いいたします。

http://www.unesco.or.jp/
（公社）日本ユネスコ協会連盟の世界遺産活動に寄付いたします。

日本ユネスコ協会連盟は、「世界遺産条約」の趣旨に則って、
かけがえのない世界の自然・文化遺産を次世代に伝えるため
の保護・人材育成活動等を行っています。

http://www.jrc.or.jp/
日本赤十字社の人道活動に寄付いたします。

赤十字は、人々のいのちと健康、尊厳を守る現場で活動しています。災害
で被災した人々への緊急的な医療救援や復興支援のほか、未来を担う
子どもたちの育成、健康で安全に暮らすために応急手当の知識や技術の
普及活動などに役立てられます。日本赤十字社の活動は皆さまからのご
寄付に支えられています。

http://www.presenttree.jp/

皆様からお寄せいただいたポイントが800ポイントに達するごとに、
認定NPO法人環境リレーションズ研究所が運営する
「プレゼントツリー」を通じて、宮城県大崎市に苗木が1本植樹され、
森になるまで大切に育てられます。

プレゼントツリーは、「人生の記念日に樹を植えよう！」を合言葉に、荒廃林や自然災害を受けた森林等、森づく
りが必要な土地に記念樹を植えることで森林再生に繋げていくプロジェクトです。植えられた1本の樹はやがて
森となり、大切な人や地球未来への贈りものとなります。

https://www.cira.kyoto-u.ac.jp
京都大学 「iPS細胞研究基金」に寄付いたします。

山中伸弥教授が所長を務めるiPS細胞研究所の研究成果を、1日でも
早く患者さまのもとにとどけるための基金です。皆さまからのご支援は、研
究費のほか、研究者・研究支援者の安定的な雇用などに使われます。

http://www.joc.or.jp/donation/athletes/

公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）の
「JOCオリンピック選手強化寄付プログラム with Visa」へ寄付いたします。

公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）は、オリンピックを目指し、世界
で活躍するアスリートの支援をおこなうため、アスリート強化寄付プログラムを
実施しております。みなさまからの寄付は、各競技団体を通じ、オリンピックを
はじめ、世界選手権などで活躍するアスリートのサポートに活用します。

https://www.wwf.or.jp/
WWFジャパン（世界自然保護基金）に寄付いたします。

WWFは、100カ国以上で活動している環境保全団体です。地球上の生物多様
性を守り、人の暮らしが自然環境や野生生物に与える負荷を小さくすることによっ
て、人と自然が調和して生きられる未来をめざしています。

（1口あたり 1,000円）

「JOCオリンピック選手強化寄付プログラム with Visa」に寄付

（1口あたり 1,000円）

ユニセフ（国際連合児童基金）に寄付 1006景品番号200 P

（1口あたり 1,000円）
日本ユネスコ協会連盟 世界遺産活動に寄付 1007景品番号200 P

（1口あたり 1,000円）
京都大学 「iPS細胞研究基金」に寄付 1011景品番号200 P

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532971/
「神奈川県動物保護センター建設基金」に寄附いたします。

神奈川県では、犬と猫の殺処分ゼロを継続し、動物保護センターを「処分するための
施設」から「生かすための施設」とするため、同センター建替えのための寄附を募集してい
ます。ペットのいのちを守るため御協力をお願いいたします。

（1口あたり 1,000円）
「神奈川県動物保護センター建設基金」に寄附 1013景品番号200 P

（1口あたり 1,000円） 1012景品番号

200 P

（1口あたり 1,000円）
WWFジャパン（世界自然保護基金）に寄付 1008景品番号200 P

国連WFPに寄付 1005景品番号200 P

（1口あたり 1,000円）日本赤十字社に寄付 1009景品番号200 P

Present Tree 1010景品番号200 P
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神奈川県動物保護センター
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