厳選のアート

グッズからティータイムを彩る伝統のフランス菓子まで。
〜友の会AVANS CLUBポイントラリー 2021交換商品のご案内〜
ポイント交換商品カタログ vol.16【保存版】

●スターバックス／
オリガミコーヒーギフト
No.10

商品番号：T277-06
（箱サイズ
（約）
：132×262×36mm／セット内容：スターバック
ス オリガミ パーソナルドリップコーヒー ハウスブレンド
（約9g）
×4、
スターバックス オリガミ パーソナルドリップコーヒー エス
プレッソロースト
（約9g）
×2）

●ふく薄造り詰め合わせ

60

商品番号：T369-02

（箱サイズ：280×240×80mm／セット内容：とらふぐ刺身 15ｇ×2・
真ふぐたたき刺身20ｇ×1・とらふぐ皮30ｇ
・ふくポン酢10ｇ×3・もみ
じおろし10ｇ×3／賞味期限：製造日より冷凍保存で約 90日／出
荷地：山口県）

下関のふぐ職人が１枚１枚丁寧に盛り付けたとらふく刺
身とまふくたたきのセットです。2種類のふぐの食べ比べ
をお楽しみください。冷凍便でお届けいたします。

●カゴメ／
100％フルーツジュースギフト
No.20

お店と同じ本格的な味と香りを、
ご家庭で手軽にお楽
しみいただけます。

25

商品番号：T285-02
（箱サイズ
（約）
：291×345×58mm／セット内容：アップル・オレンジ・パイン・グレー
プ・ピーチブレンド・マンゴーブレンド
（約160g）
×各3）

10

英国のティータイムを演出してきたウェッジウッド。
名門を代表する伝統的な柄“ワイルドストロベリー”
に包まれた紅茶の逸品です。

商品番号：T295-02

各1／賞味期限：出荷日より冷蔵保存で約40日）

※ＬＥＤカラークリップライトは
欠品のため交換を終了させて
いただきます。
ご了承ください。

65cm程度まで）

●LED
カラークリップライト35

（箱サイズ
（約）
：約 273×276×45mm／セット内容：オレンジケーキ・アップ
ルシュトロイゼル・ニューヨークブラウニー各 1、
ミックスベリーケーキ・抹茶
ショコラケーキ各 2、
ショコラクッキー・ストロベリークッキー・キャラメルクッ

（サイズ：
（アーム）約 300m m、
（カサ）直径約 93m m／材質：
ABS+アルミ／重量：約 410g／消費電力：60Wまで ／コード長：

●ソレアード／
グリルパン

60
35

50

商品番号：T413-01

（本体サイズ
（約）
：270×240×140mm／重量：約 1.5kg／
材質：本体：ポリプロピレン、
プレート
：アルミダイカスト
（フッ素
樹脂加工）
、
ガラス蓋：強化ガラス／日本・中国製）

軽くてコンパクトなグリルパン。プレートはお手入れ
しやすいフッ素樹脂加工で、二人分のお鍋もできる
ちょっと深めの4cmタイプです。

キー・塩バタークッキー各4）

10

池4本付／体重・体脂肪率4段階判定・BMI・内臓脂肪レベル3段階判定）

材：綿100％／日本製）

25

安全性の高い製法で綿を純化し、綿本来の吸水性
を最大級に引き出す匠の技「今治本晒」。職人のこ
だわりがこの白さにたどり着きました。

商品番号：T067-01

25

米どころ新潟県産のこしひかりと北海道産の鮭の切り身、
さ
らにお湯を注ぐだけで本格的な味を楽しんでいただける、
フ
リーズドライの味噌汁をセットにしました。

41

●「清風の匠」田端繁道／
金銀流し
ほろ酔いカップペア

本格フランス菓子の名
店「コロンバン」の伝統
的な製法によるぜいた
くな焼き菓子です。

（約40g）
×2）

商品番号：T257-07

（本体サイズ
（約）
：幅285×奥行210×高さ28mm／重量：約1.5kg／お試し用単4電

●帰宅困難者支援
18点セット
商品番号：T457-07

（箱サイズ
（約）
：315×240×90mm／セット
内容：2WAYランタン・ランタン用単 3マンガ
ン電池・防寒シート・カイロ・緊急簡易トイレ・
防災用ウェットティッシュ
（20枚）
・防災用ウ
エットボディタオル・宿泊セット用ポーチ・カ
ミソリ
・ハブラシセット・二つ折りコンパクトブ
ラシ・シャンプー&リンス・石鹸（約 10g）
・タ
オル
（140匁）
・ヘアーバンド・ポケットティッ
シュ
（8W）
・カンパン
（約 100g）
・5年保存水
（約500ml）
×各1）

非常時に帰宅できない場合の支援
セット。一晩、仮眠をとらなければなら
ない時に役立ちます。

（箱サイズ
（約）
：220×280×50mm／セット内容：フェイスタオル
約 750×330mm×1・ウォッシュタオル約 310×330mm×1／素

プラリネ・バニーユ・ショコラアマンド×各2）

商品番号：T331-06

●オムロン／
体重体組成計
カラダスキャン
No.50

商品番号：T120-05

（箱サイズ（約）
：130×200×37m m／セット内容：パルミ
ジャーノレジャーノ・フランボワーズ・ピスタチオ×各 1・フィユ

（箱サイズ
（約）
：180×240×35mm／セット内容：新潟県産こしひ
かり
（約 150g）
・具材を味わうおみそ汁（ほうれん草）
（ 約 6g）
・具
材を味わうおみそ汁（長ねぎ）
（ 約 8g）
×各 1、北海道産焼鮭切身

中国製）

折りたたんだまま床に置い
て腰枕に。椅子置きで背中
や太もものマッサージにも。
腰・肩・背中・太もも・足な
ど使い方いろいろの新発想
マッサージャー。

70

●今治謹製／
白織タオル木箱入り
フェイスタオル１枚・
ウォッシュタオル１枚セット

商品番号：T290-01

●新潟県産こしひかり
食卓彩セット No.20

（本体サイズ（約）
：50×450×
440mm／重量：約 1.2kg／材
質：ポリエステル、
ウレタンスポン
ジ、A B S／医療機器認証番
号：220A G B Z X00098000／

点灯モードは4種類。明るさも4段階に調節可能。マルチ
な色彩変化、多彩なグラデーション効果により、作品の
幻想的なライトアップがお楽しみいただけます。

ガラス仕様のスリムなデザイン&収納場所を選ばないうれしい A4サイズ。
気になる体重はもちろん体脂肪率や BMI、内臓脂肪の状態までわかる充
実の機能です。

おいしく美しいお菓子で人と人との縁を繋ぐ、人に笑顔が生ま
れる、
それが“ひととえ”に込めた想いです。

●コロンバン／
80
（9枚入り）
フールセック

50

商品番号：A-01

※推奨作品サイズ
（天地）
は、
そのイーゼルに安定して飾ることができる作
品の天地の最大サイズのおおよその目安です。※一部の版画作品には、
額幅が厚く掲載のイーゼルの受台幅に合わない場合もございます。お手持
ちの作品の額幅を事前にお調べになってからお申し込みください。

ファインストロベリー・ウィークエンドモーニング×各3）

●ひととえ／
キュートセレクション No.15

JAS特級規格のハムなど、丸大食品が自信を持っておすす
めする人気の煌彩シリーズです。

商品番号：T254-01

（サイズ：高さ100×幅 60×奥行
70c m／受台サイズ：長さ60×
奥行 5.2cm／材質：ポプラ材／
重量：2.3k g／推奨
作 品 サイズ（ 天 地 ）

1.5m／クリップのくわえ幅：約30mm／専用リモコン付き）

商品番号：T281-06

（箱サイズ
（約）
：157×306×72mm／セット内容：特級スモークハム
（約 200g）
・あぶり焼焼豚（約 180g）
・黒胡椒ミートローフ
（約 170g）
×

●ツインバード／
シートマッサージャー S

80

商品番号：B-1

みずみずしい果実のおいしさが活きている100％フルーツジュースのベ
ストセラー
「100CAN」の詰合せです。

（箱サイズ
（約）
：100×230×10mm／セット内容：ピクニック
・

商品番号：T359-02

●イーゼル
〔T17-S〕

美術展や展示会等で使
用されている安 全 性の
高い業務用タイプ。
シン
プルなデザインは飾る
作品、
お部屋を選びま
せん。

●ウェッジウッド／
80
ワイルドストロベリー
ティーバッグ No.5

丸大食品／
煌彩ハムギフトセット No.30

40

●メイクリーフ／キッチン4点セット
商品番号：T039-10

（箱サイズ
（約）
：275×250×43mm／材質：ステンレス、
ゴム、ABS／セット内容：キッ
チン鋏・皮引き
・栓抜付缶切り
・ユーティリティナイフ×各1／化粧箱入り）

清潔感あふれるステンレス製。柄は手になじみ使いやすいラバーグリッ
プ付きです。

※撮影や商品によっては実際の色と異なる場合があります。
また、
カタログ掲載が約1年間に及ぶため、商品の色・デザイン等が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。※カタログ掲載が約1年間に及ぶため、商品が

（本体サイズ
（約）
：直径直
径750mm、
高さ110mm／
重量：約400g／材質：陶器
（美濃焼）／木箱入り／
日本製）

上品で味わい深い美濃
焼の一口ビールカップ。
女性にもうれしい小振り
なサイズです。

品切れになる場合がございます。その際は類似品への代替となりますことをあらかじめご了承ください。

●花王／
バブプレミアムアロマギフト No.10
商品番号：T403-01

（箱サイズ
（約）
：38×141×200mm／セット内容：バブ
（クラシック
ジャスミンの香り
・ピーチブロッサムの香り）約 40g×各 4・バブ（フ
レッシュデイジーの香り
・スイートコスモスの香り
・マグノリアブーケ
の香り
・マンダリンバニラの香
り）
約40g×各2／日本製）

炭酸ガスが温浴効果を高
めて血行を促進。アロマ
を知り尽くした調香師が
厳選してブレンドした、
ギフ
ト限定の特別な香りのコ
レクション。

40

〜友の会AVANS CLUBポイントラリー 2021交換商品のご案内〜
ポイント交換商品カタログ vol.16【保存版】
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●全日本ラーメン
10食セット
商品番号：T339-05

（箱サイズ
（約）
：152×230×163mm
／セット内容：札幌ラーメン味噌味・
米沢ラーメン醤油味・喜多方ラーメ
ン醤油味・和歌山ラーメン醤油豚骨
味・博多ラーメン豚骨味・小樽ラーメ
ン塩味・秋田ラーメンしょうゆ味・東京
ラーメン醤油味・神戸ラーメン醤油
味・尾道ラーメン醤油味×各1）

北 海 道から九 州まで、日本 各
地の代表的なラーメンを厳選し
10種類の美味しさをセットにし
ました。

●大山ハム／
伝統の逸品
大山バラエティセット
6種セット No.50

●高橋畜産／
35
宮城県産【農場HACCP認証】
蔵王牛焼肉セット

50

商品番号：T364-03

（箱サイズ
（約）
：270×200×90mm／セット内容：牛モモまたは牛肩、牛バラ合計
300g ／賞味期限：出荷日より冷凍保存で約30日）

蔵王山麓の豊かな大自然の中で育った蔵王牛は、
コ
クとまろやかさが特徴。適度な霜降りと赤身のバラン
スがよい部位を、
じっくりと味わえる焼肉でご堪能くだ
さい。蔵王牛の生産農場は、農林水産省に推薦され
ている
【農場HACCP】
の認証農場となりました。

●ホテルニューオータニ／
スープ缶詰セット No.25

60

商品番号：T334-04

（箱サイズ
（約）
：199×190×60mm／セット内容：つぶ入りコーンスープ×2・パンプ
キンクリームスープ×2・10種野菜のクリームスープ×2）

ホテルシェフによる選び抜いた素材、丹念な仕込み、美味しさの追求、
洗練された技が生み出したニューオータニ自慢の逸品です。

商品番号：T359-06

●福井 日本海 甘エビ

（箱サイズ
（約）
：210×304×64mm／セット内容：スモークロース
（約 92g）
×1・モルタデッラ
（約 75g）
×1・
熟成乾塩ベーコン
（約 80g）
×1・豚ばら肉の炙り焼（約 100g）
×1・生ハム
（ロース）
（約 40g）
×2・バーベ
キューソーセージ
（約120g）
×2／賞味期限：製造日より冷蔵保存で約40日）

40

商品番号：T354-04

（箱サイズ
（約）
：222×165×72mm／セット内容：甘エビ

スモークの効いたスモークロースや、乾塩せき法による独特な風味と豊かな香りが特徴の
熟成乾塩ベーコンなど、
バラエティ豊かなギフトセット。時間と手間を惜しまないハムづくり
に定評ある大山
（だいせん）
ハム伝統の逸品です。

45〜 50尾
（約500g）
／賞味期限：出荷日より冷凍保存で約30日）

獲れたてを船の上で急速凍結。旨味と鮮度を封じ込めた
日本海の極上の味を冷凍便でお届けいたします。

友の会AVANS CLUBポイントラリーとは
●アートグッズ購入などの場合、AVANS CLUBのポイントをプレゼントいたします。●10ポイントからお好きな商品とご交換いただけます。
友の会AVANS CLUBポイント取得方法
・以下の場合、ポイントを取得することができます。

①ジャパン・アート・エキスポ（JAE）
来場ポイント

1

POINT

※ポイント引き換えにはAVANS CLUB会員証のご呈示が必要となります。
※ポイントの引き換えは、
会場内のグッズコーナーで行っております。

② 会員誌「AVIVA」ポイント
③アートグッズご購入ポイント

2

POINT

1

POINT

ポイント交換商品と交換方法

友の会AVANS CLUBポイントラリー規約

・交換商品は本ページ掲載の23商品からお選びください。商品
交換はポイントラリー専用台紙（今号の「AVIVA」No.89に同
封）にポイントを貼っていただき、住所・氏名、電話番号、友の会
AVANS CLUB会員番号・交換ポイント数・交換希望商品・個
数等を明記の上、のり付けしてご郵送ください。

◆アールビバン友の会AVANS CLUBを脱会されますと、
それまでの発
行ポイントは全て無効になります。
あらかじめご了承ください。

※ポイントラリー台紙を紛失された方は、友の会事務局までご連絡くださ
い。
※カタログ掲載商品の在庫が終了した場合は代替品になる場合がござ
います。
あらかじめご了承ください。
●ポイントラリー専用台紙

●展示会場や会員誌「AVIVA」の通信販売等で友の会AVANS
CLUBオリジナル アートグッズをご購入いただくと、お買い上げ
1回に付き1ポイントプレゼント

◆ポイントの管理は、
会員様ご自身でお願いいたします。
いかなる場合で
も紛失されたポイントは再発行出来ません。
◆ポイントの対象は、
アールビバン友の会 AVANS CLUBポイントラリー
のみとなります。
オリコカードへのポイント移行は出来ません。
◆交換商品は、AVANS CLUB会員誌「AVIVA」に掲載されている
商品のみとなります。
オリコカードのポイント商品の交換は出来ません。

◆ポイントラリーの規約、
プレゼント商品等の変更、
また商品の品切れ等
で代替品となる場合もございます。
あらかじめご了承ください。

ントいたします。

友の会AVANS CLUBポイントラリーご利用方法
◆プレゼント商品のお届けまでに約 3〜 4週間ほどお時間をいただく場合
もございます。
あらかじめご了承ください。
◆プレゼント商品の種類によっては、
それぞれ個別の配送になる場合もご
ざいます。
あらかじめご了承ください。
●会員誌「AVIVA」ポイント

◆発行されたポイントは、
会員ご本人様のみご利用可能です。
（ご家族、
ご夫婦、
友人等での贈与・貸与は出来ません）

◆プレゼント商品交換の際、
友の会 AVANS CLUBの脱会及び、
年会
費の未払い等の場合は交換が出来ません。友の会AVANS CLUB
会員資格を満たしていることが条件となります。

※お買い上げの点数に関わらず、
お買い上げ1回に付き1ポイントをプレゼ
ントいたします。通信販売の場合は1回の配送に付き1ポイントをプレゼ

●ポイントカード

◆ジャパン・アート
・エキスポ
（JAE）
でのポイント発行には、
グッズコーナー
にて会員カードのご呈示が必要となります。

◆プレゼント商品交換の際、端数ポイントはご返却出来ません。事前に
会員様ご自身で新しいポイント台紙に貼り替えてください。

カタログ有効期限

2022年3月31日
※カタログ 有 効 期 限 以 降 のポイントご 利 用 につきましては 、
AVIVA93号（2022年4月発行号）掲載のポイント交換商品カタロ
グvol.17を参照のうえお申し込みください。

※撮影や商品によっては実際の色と異なる場合があります。
また、
カタログ掲載が約1年間に及ぶため、商品の色・デザイン等が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
※カタログ掲載が約1年間に及ぶため、商品が品切れになる場合がございます。その際は類似品への代替となりますことをあらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

アールビバン株式会社 友の会AVANS CLUB事務局
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Tel：03-5783-7308（直通） 受付時間：平日9：00〜16：00
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