
 　グローバルポイントシステム 指定商品リスト

600
ポイント

街歩きからハイキングまで使える
おしゃれな３WAY !

●約30×33×11cm：約590g：約8ℓ 
●本体：ナイロン、合成皮革 
●内ポケット：ファスナーなし×2、ファスナーあり×2 
●セキュリティポーチ付き：13×16cm ●中国製
●色をお選びください。
①ブラック、②ワインパープル、③ピンク、④マリンブルー、
⑤ブラック×レッド   
<裏地は全てベージュ色です>

 レレバート　3WAYバッグ 　NO.8970-043

④マリンブルー

①ブラック ②ワインパープル

③ピンク
⑤ブラック×レッド

グローバルポイントについて
この度は、 グローバルの旅にご参加いただき、 誠にありがとうございます。

グローバルでは、 グローバルが企画 ・ 実施する海外旅行(お仲間旅行を除く)にご参加いただいた方

にグローバルポイントを差し上げております。 グローバルポイントは旅行代金の一部としてご利用いた

だける他、 指定商品への交換や指定ホテルでの宿泊にご利用いただけます。

●ポイントは、 ご旅行代金1,000円につき1ポイントを差し上げております。

●ポイント対象は基本旅行代金、 ビジネスクラス・プレミアムエコノミー追加代金、 お一人部屋追加代金の

合計額をポイント算出の基準としております。 それ以外の現地空港諸税、 燃油サーチャージ、 国内線発

着地追加代金、 特別手配やオプショナルツアー等の代金は対象となりませんのでご了承ください。

●ポイントは各ツアー出発日より3年間有効です。

●ご家族でポイントを合算してご利用いただけます。 詳しくはお問い合わせください。

ポイントのご利用方法
 1.グローバルの旅でご利用の場合

■グローバルが企画 ・ 実施する海外旅行 （日本の旅やお仲間旅行を除く） にご利用いただけます。

　（ お申込金、 キャンセルされた場合の取消料にはご利用いただけません。）

■ポイントは、 有効期限内に出発するツアーにのみご利用いただけます。 お申込みツアーのご出発1ヵ月

　前までに、 ポイント利用の旨をお申込み窓口にお申し出ください。 その際、 今回使用するポイント数をお

　知らせください。 ポイントはお支払いの残額の一部として換算されます。

 2.指定ホテルのご宿泊でご利用の場合

■必要相当のポイント数で、 成田 ・ 羽田 ・ 関空のホテル宿泊にご利用いただけます。 （ホテル ・ 部屋タイ

　プによって必要ポイントが異なります。 また、 宿泊日によってはご利用いただけない場合があります。）

　※グローバルが企画 ・ 実施する旅行に参加される場合の前 ・ 後泊にのみご利用可能です。

  1． グローバル指定ホテルでご利用いただけます。 旅行のお申込み窓口に、 ポイントにて指定ホテル

      でのご利用の旨をお申し出ください。 担当者よりご希望の宿泊ホテルの予約の可否をご連絡いたし

      ます。

  2． 「前後泊ご予約確認書」 はご出発の一週間前までにお届けする 「トラベルセット」 に同封いたします。

      チェックインの際にホテルへご提示ください。

“ご希望の商品が届かない”など、お申込み後の商品についてのお問合せは・・・
レッドホースコーポレーション株式会社　☎ 03-5361-7014

「グローバル ポイント係」へご連絡ください。

■お持ちのポイント数により、 指定商品リストの中よりご希望の商品 （旅行グッズ、 指定ホテルなど） を

   お選びいただけます。 別紙 「グローバルポイント利用申込書」 にてお申し込みください。

 1． ご希望の商品が決まりましたら、 別紙の申込書に必要事項をご記入の上、 FAXまたは郵便で

　　グローバル宛にお送りください。 ※郵便の場合は別紙申込書の 「送付先」 を切り取ってご利用

　　ください。

　　●お客様番号 （ツアーご参加時にお渡しする 「ポイント明細書」 に記載されています。）

　　●ご希望商品の数量 （色の指定が出来る場合は色も） をご記入ください。

 2． 商品の場合のお届けについて

　　お申込みをいただいてから約2週間以内に商品を発送いたします。（内容により多少時間のかかる

　　場合があります。） また、 指定商品は在庫切れ等の理由により、 ご希望に添えない場合があります。

　　予めご了承ください。

 3.指定商品に交換の場合

＜グローバルの旅、 指定ホテルのご宿泊でのポイントのご利用　共通のご案内＞

・ 催行人員に達しない等、 弊社の理由でツアーが催行中止となった場合、 または、 お客様のご都合で

　ツアーをキャンセルされた場合、 ポイントはお客様にお返しいたします。

　但し、 指定ホテルでのご利用でホテルの取消料がかかる場合は取消料相当額分を差し引いて、 ポイント

　をお返しします。 なお、 ポイントをお返しした際の有効期限の延長はありませんのでご注意ください。

裏面もご参照ください

お申込み・お問い合わせは（株）グローバルユースビューロー
東京 ☎ 03-3505-0055 / 大阪 ☎ 06-6347-5511

収納に便利なトラベルグッズ
●約21×30×10ｃｍ（マチ最大約15ｃｍ）：約430ｇ：
   約5ℓ（拡張後 約6ℓ） 
●本体：ナイロン、合成皮革 
●内ポケット：ファスナーなし×４・ファスナーあり×2・ペンさし×1 
●セキュリティポーチ付き：13×16cm 
●中国製
●色をお選びください。
①ブラック、②ネイビー、③ベージュ、④ターコイズ、
⑤ブラウン×ピンク
<裏地は全てベージュ色です>

③ベージュ

 レレバート　トラベルショルダーバッグ 　NO.8970-042  

④ターコイズ

⑤ブラウン×ピンク

600
ポイント

①ブラック

②ネイビー



関空 ベルビューガーデンホテル関西空港
ツイン   （１室） 1,400ポイント
◆ホテル～成田空港間無料シャトルバスで約15分

ホテル日航 成田 ベルビューガーデン
ホテル関西空港

　空港周辺ホテル （成田・羽田・関空）

※各ポイントは、一泊朝食付（税・サービス料込）の１室利用の必要ポイント数です。
※シングル・トリプルのお部屋のご用意もございます。別途、お問い合わせください。
※2018年6月1日より2019年3月31日までのご宿泊に適用されます。
※2019年4月1日以降のポイント数は、変更となる場合があります。
＊ご利用・お申し込みにつきましては、裏面をご参照ください。

　グルメ＜選べる47都道府県＞ Cコース

　ストラティック　レザー＆モア

　　グローバルポイントシステム 指定商品リスト

羽田エクセルホテル東急
ツイン   （１室） 2,500 ～3,200ポイント
◆羽田空港 国内線第２ターミナル内

羽田

ホテル日航成田（別館）
ツイン   （１室）1,840ポイント
◆ホテル～成田空港間無料シャトルバスで約10分

成田

成田東武エアポート（新館）
ツイン   （１室）1,500～1,670ポイント
◆ホテル～成田空港間無料シャトルバスで約５分

成田

 　　商品についてのお問い合わせは　レッドホースコーポレーション㈱ ☎03-5361-7014 ＜掲載商品は2019年5月31日まで有効のものです。 ＞

※お申込後、 ギフトカタログをお送りします。 商品のお申込方法は、 ギフトカタログに記載しております。
※商品内容は気象条件 ・ 収穫状況、 また季節により若干変更となることがあります。

収納に便利なトラベルグッズ
＜クローズケース L＞
●約26×40×10（＋8）cm：約210g 
●本体：ナイロン ●ベトナム製

＜バスルームポーチ＞
●約19.5×24×3cm：約230g 
●本体：ナイロン ●ベトナム製

※クローズケースとバスルームポーチの
　色をそれぞれお選びください。
①グリーン、②ピンク、③ブラック、④ブルー

クローズケース　色は①グリーン

 トラベルアース クローズケース L ＆バスルームポーチ NO.8970-019/020

バスルームポーチ ③ブラック

バスルームポーチ ④ブルー

500
ポイント

バスルームポーチ　色は②ピンク

400
ポイント

 ＜ご注意＞　●万一、ご希望の商品の品切れやポイント数変更の場合はご容赦ください。  ●送料は含まれております。  ●カタログ掲載の商品は、印刷上、若干色が実物
と異なります。  ●メーカー側の都合により商品の仕様、デザイン等が変更される場合があります。●お届けした商品は十分にご確認ください。  ●お届けした商品が万一、
事故などで破損、汚れが生じた場合など発送元の理由による返品送料は発送側で負担いたします。それ以外の理由による返品等はご容赦ください。

世界１５０カ国以上の
コンセントに対応

●約10.7×5.4×2cm:約55ｇ  
●本体：ポリカーボネート 
●専用アースピンキャップ付き 
●簡単組立ガイド付き  ●中国製
※当該商品では電圧を変換できません。
必要に応じて変圧器をお使いください。
※一部地域の特殊な構造のプラグには
使用できない場合があります。
●色をお選びください。
①クリアレッド、②ブラック、③ホワイト

写真はB/C/SEタイプで使用時の形

海外対応のヘアドライヤー
●本体：約18.5×16×6.8ｃｍ：約420ｇ
●PC樹脂 ●消費電力：AC100V/
900W、AC240V/1200W  
●付属品：ノズル 
●温度過昇防止装置：サーモスタット、温度
ヒューズ 　
●コードの長さ：1.8m　●中国製

旅先でも安心
軽量・コンパクトな
携帯用ウォシュレット

●約6.7×4.6×13cm（使用時：29.8cm）：
約250g ●タンク容量：約180㎖（連続吐
水約23秒） ●携帯ポーチ、単３アルカリ電池
1本付き ●日本製 
※当該商品に保温機能はありません。水また
はぬるめのお湯を入れてご使用ください。
※洗浄は標準吐水とソフト吐水に切り替えら
れます。1回（180㎖）で約23秒の連続吐
水が可能です。

 TOTO トラベルウォシュレット
   NO.8970-0570

 マイナスイオン ヘアドライヤー
 イオンミスティ2 NO.8970-0680

1000
ポイント

350
ポイント

250
ポイント マルチプラグ（ゴーコンα）

NO.8970-063
 トラベルスマートケトル
 （500ml）   NO.8970-0700

手軽にお湯が沸かせる
ミニケトル

●本体：約18×14×10cm：約460g
●容量：500㎖ 
●本体：ポリプロピレン
●収納ポーチ、カップ２個付き 
●手動電圧切換 
●中国製 
※沸騰時間の目安：約7分
（120V、500㎖沸かす場合）

600
ポイント

3000
ポイント

2700
ポイント

2300
ポイント

写真は③ミルク / 【71cm】

①ネイビーブルー / 【51cm】 ②カーマインレッド / 【62cm】

④ダークグリーン / 【71cm】

47都道府県のグルメの中からお好きな１点をお届けします
このグルメチョイスカタログは、同封のメニューの中からお好きな１点をお選びいただきます。

＜商品内容の一例＞
●帯広の味　豚丼
●いわて生ハンバーグ食べくらべ
●あわび姿煮
●「祇園さゝ 木」カレーうどん
　　　　　　　　　　詰め合わせ
●神戸・南京町「大同行」もち豚餃子
●無着色辛子明太子
●宮崎牛 すきやき肉
　　　　　　　　　…など４７点

パスポートのスキミングを防ぐ
●約17.5×11.5cm：約25g 
●本体：ポリエステル、ボーダー部分：綿（はっ
水加工）、電磁波防止素材 
●ストラップひも最大使用長さ：約120cm
●日本製
※本製品はスキミングされるリスクを軽減する為の
商品です。万一被害に遭われた場合、当社は一切の
責任を負いかねます。ご了承ください。

●色をお選びください。
①ホワイト、②ネイビー、③ピンクボーダー、④ネイビーボーダー

写真は④ネイビーボーダー

パスポートや航空券、
紙幣やコインなど
まとめて収納

●約23×11.5×1.5cm：約170g 
●本体：ナイロン ●中国製
●色は黒のみとなります。

 レレバート 
 イミグレーションケース  NO.８970-0410

 レレバート スキミング防止
 ネックポーチ NO.８970-035

300
ポイント

200
ポイント

【71cm】
NO.8970-006

【62cm】
NO.8970-005

【51cm】
NO.8970-004

●鏡面加工、ファスナータイプ
●TSA 3桁ダイヤル式
※本製品はダイヤルロックのため鍵は付属していません。
●中仕切り１枚
●３６０度ダブルホイール ４輪キャスター
●中国製
●サイズ
　【51cm】
　約51（55）×36（38）×22（22）ｃｍ：約2.61kg：約35ℓ 
　【62cm】
　約62（66）×44（47）×27（27）ｃｍ：約3.43kg：約65ℓ 
　【71cm】
　約71（75）×51（53）×29（29）ｃｍ：約4.36kg：約100ℓ
※（　）内は総外寸サイズ。

●色をお選びください。
①ネイビーブルー、②カーマインレッド、③ミルク、④ダークグリーン

NO.8067-0030


