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詳しくはP7のプレゼントコーナーをご覧ください。

贅沢な茶葉と羊羹の詰合せセット
緑一服（ドリップ緑茶）
・ 深むし茶（3ｇ×5）×2個　・ 天竜茶（3ｇ×5）×2個
・ 一口羊羹（約26ｇ×5）　  ・ 玉露 清緑50ｇ

毎月抽選 特別プレゼントコーナー
クイズに答えて賞品が当たる!

3名様にプレゼント!
エクセル
より

ロンシャン  トートバッグ
1623089 001 ブラック

※本キャンペーンの参加登録情報は、
　本キャンペーンのための使用に限ります。

抽選で

200
名様に

ポイント
プレゼント
ポイント
プレゼント10,00010,000

クレジット積立

期間中キャンペーン参加登録のうえ、インターネットなど非対面での
ゆめJCBカードご利用金額�,���円を一口として抽選

※当社への売上データが利用期間終了までに到着した分がご利用金額の対象となります。　※当選者へのポイント付与は、�月
中旬を予定しております。　※非対面でも一部対象外の加盟店がございます。　※キャッシングのご利用は対象外となります。

ネットでのお買い物をゆめJCBカードですると

【 キャンペーン期間 】 ����.�.�（火） ➡ �.��（火）

要エントリー

キャンペーンについて詳しくは、ゆめ会員サイトの本キャンペーン詳細ページをご覧ください。

おウチでもゆめカードをおトクに使おう！

締切り間近！

10名様に
 プレゼント!

※写真は
　イメージです。

1ゆめカード◆ゆめプレスはゆめカードホームページからもご覧になれます。



クレジット積立

��,���ポイント

クレジット積立

�,���ポイント

クレジット積立

��,���ポイント

お支払い月
�月・�月・�月

今、使って お支払いは今、使って お支払いは

ボーナス一括払い
キャンペーン！
ボーナス一括払い
キャンペーン！夏の夏の

【キャンペーン期間】����年�月�日（金）～�月��日（火）

当キャンペーン情報については
コチラからもご確認いただけます。

※当選発表は、����年�月中旬頃のポイント付与をもってかえさせ
ていただきます。　※ボーナス一括払い以外のお支払い方法分は、
ご利用回数に含まれません。

期間中、ゆめカードのボーナス一括払いのご利用回数で抽選期間中、ゆめカードのボーナス一括払いのご利用回数で抽選

ご利用回数が増えると当選確率がアップ！ボーナス一括払いは、�,���円から使えます♪ご利用回数が増えると当選確率がアップ！ボーナス一括払いは、�,���円から使えます♪

�等
クレジット積立

�,���ポイント
�等

参加登録
不要！

ゆめカード

��名様 ���名様

今ならキャンペーン実施中！手数料0円

ふるさとを応援

実質2,000円で豪華なお礼の品がもらえる、ふるさと納税♪
早めのふるさと納税で、お目当てのお礼の品を選んでくださいね!

ゆめカードクレジット
のお支払いで
ポイントがたまる!

税金の控除が
受けられる!

様々な地域に
寄付ができて

お礼の品がもらえる!

手続きも
簡単♪

はじめての方もやってみよう！！

ふるさと納税の詳細はこちらから！！
https://www.youmecard.jp/service/furusato.html

ふるさと納税のお支払いは

3つの魅力
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キャンペーンの詳細は
こちらからご確認ください。

キャンペーン期間：2022年4月16日（土）～6月15日（水）

期間中に分割払い（3回以上）またはリボ払い合計5万円以上ご利用でキャッシュバックのチャンス！

●キャッシュバックは、ゆめカードご登録口座へ７月下旬頃に予定しております。（口座の登録が必要です。）
●キャッシングご利用分は対象外となります。　●分割払い・リボ払いのご利用には手数料がかかります。

抽選で10 名様 抽選で 50 名様

詳しくはこちら

お買い物をした後でも、分割払いまたは
リボ払いに変更できるサービスです。

参加登録不要

あとから分割（3回以上）またはあとからリボで変更したお買い物も対象

「あとから分割」
「あとからリボ」

とは？

キャンペーン期間　2022年5月16日（月）～6月30日（木）
ネットキャッシングのご利用を1口として抽選！
さらに、期間中のご利用金額合計5万円ごとに抽選口数が　　　  ずつ増えて、当選確率ＵＰ！

❶PC・スマホから簡単お申し込み♪
❷忙しいあなたにピッタリ！
　ゆめカード登録口座へ直接お振込み♪
❸振込手数料無料♪

※キャッシュバックは、ゆめカードご登録口座へ7月下旬頃予定しております。
※当選者には当選案内文を発送いたします。

●ネットキャッシングのご利用には、「ゆめ会員サイト」への会員登録（無料）が必要です。
●キャンペーン期間内にお振込みのものが対象となります。
●キャッシングのご利用につきましては、ゆめカードホームページをご確認ください。

現金キャッシュバック！
ネットキャッシングで

キャンペーン
エントリー不要

10口

ネットキャッシングはこんなに便利！

１等 キャッシュバック 3名様
10,000円

2等 キャッシュバック 20名様

1,000円

キャンペーンの詳細はこちらからご確認ください。
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お中元
2022  ゆめタウン・ゆめマートの

詳しくは店頭のカタログまたはゆめオンラインからご確認ください。

ゆめオンラインでの
ご購入で

6/30 木
まで

期間
限定

ゆめオンライン
ポイント20早期限定

特典
インターネットで24時間いつでも
お申し込みいただけます。

※サンプルの受け取り・お買い求めは、ゆめタウン・ゆめマートの化粧品 コーセーコーナーへ

肌のゴワつきや角栓をオフ。

つるんとなめらか、

化粧のりのよい肌に洗いあげる

朝用洗顔料。

インフィニティ モーニング リニュー
100g  2 ,750円（税込）

中国・四国
地区

INFINITY
ゆめタウン・ゆめマート取扱い店舗

広島・大竹・福山・廿日市・呉・東広島・
浜田・安古市・高松・三豊・丸亀・徳島・
倉敷・久世・新南陽・南岩国・山口・新下
関・長府・徳山・下松・宇部・柳井・益田・
出雲

行橋・遠賀・久留米・博多・大牟田・筑
紫野・大川・佐賀・夢彩都・武雄・光の
森・はません・八代・大江・サンピアン・
玉名・別府・中津

九州地区

店頭でお試しサンプルプレゼント！

※サンプルがなくなり次第終了となります。
をプレゼント致します！

本紙ご持参のうえ、右記取扱い店舗の
化粧品 コーセーコーナーへご来店頂きました方へ

モーニング リニュー
のサンプル

コーセー インフィニティ 

引き換え期限：5月31日まで

各店
先着20名様限り

ハガキまたはWEBでアンケートに
お答えいただいた方の中から抽選で

詳しくはP7ラッキープレゼントコーナーをご覧ください。
100g  2,750円（税込）を3名様にプレゼント

コーセー インフィニティ

ラッキープレゼント

モーニング リニュー
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※九星占術の場合、1月1日から2月3日までに生まれた人は、前年の星になります。　（例）S59年1月10日生まれの場合、八白土星となります。

一白水星 T7．S2．11．20．29．38．47．56．H2．11．20.29年生まれ

ラッキーカラーは
【黄】

ワクワクする気持ちを大切に、新しい世界に挑戦してみよう。
自分の中に眠っている能力が開花するきっかけになりそう。

きれいになるための努力が運を開く。
最新情報を収集し、自分に似合うヘアメークを研究しよう。

疲労回復、ストレス解消には、就寝前のバスタイムが効果的。
ゆっくりお湯につかり、リラックスして眠りにつくと再生力アップ！

新しい趣味や習い事にトライしてみよう。
生活に彩りが加わり、豊かな運が呼び込める。

二黒土星 T6．15．S10．19．28．37．46．55．64.H1．10．19.28年生まれ

ラッキーカラーは
【緑】

三碧木星 T5．14．S9．18．27．36．45．54．63．H9．18.27年生まれ

ラッキーカラーは
【白】

四緑木星 T4．13．S8．17．26．35．44．53．62．H8．17.26年生まれ

ラッキーカラーは
【黄緑】

2022年5月20日～6月19日までの運勢

ゆめオアシス
早乙女翠のスイスイ占い

九 星 占 術

五黄土星 T3．12．S7．16．25．34．43．52．61．H7．16.25年生まれ

ラッキーカラーは
【赤】

時間を意識して行動すると、家事や仕事の効率アップにつながる。
特に午前中の時間を有効活用すると運気もアップ！

六白金星 T2．11．S6．15．24．33．42．51．60．H6．15.24.R3年生まれ

ラッキーカラーは
【青】

新たな出会いから、思いがけないチャンスがつかめそう。
笑顔で挨拶を心掛けて、良縁を引き寄せよう。

七赤金星 T1．10．S5．14．23．32．41．50．59．H5．14.23.R2年生まれ

ラッキーカラーは
【ラベンダー】

家の中を整理整頓して、不要な物は思い切って断捨離しよう。
風通しがよくなると、幸運が舞い込む。

八白土星 T9．S4．13．22．31．40．49．58．H4．13.22.31.R１年生まれ

ラッキーカラーは
【シルバー】

目上の人の引き立てを得て、活躍の場が広がりそう。
美しい立ち居振る舞いや言葉遣いを心掛けて吉。

九紫火星 T8．S3．12．21．30．39．48．57．H3．12.21.30年生まれ

ラッキーカラーは
【ピンク】

ゆとりのあるスケジュールで動くと物事がスムーズに進展する。
休日は、好きなことをしながらのんびり過ごして英気を養おう。

presents

※参加登録時期にかかわらず、キャンペーン期間中のご利用合計金額での集計・抽選となります。

キャンペーン期間 2021年12月16日(木)～2022年6月15日(水)

■ご宿泊日：2022年12月2日（金）　■ご招待日時：2022年12月2日（金） 7:30PM～10:30PM

貸切2名
コース※1

東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー®ホテル宿泊＋貸切ご招待券（ペア）…100組200名様
または
貸切ご招待券（ペア）…1,200組2,400名様

JCB オリジナル
ディズニーデザイングッズ
           … 26,000名様

はずれた方にも！Wチャンス

コース
コード

01

貸切4名
コース※1

東京ディズニーセレブレーションホテル®宿泊＋貸切ご招待券（4枚）…100組400名様
または
貸切ご招待券（4枚）…1,250組5,000名様

コース
コード

02

パークチケット
コース※2

東京ディズニーリゾート®・パークチケット（ペア）
…1,000組2,000名様

コース
コード

03

おうちでパーク気分
コース

東京ディズニーシー®オリジナル
ダッフィー&オル・メルぬいぐるみセット…500名様

コース
コード

04 ※サイズ ダッフィー：全長約40㎝ オル・メル：全長約36㎝

※JCB オリジナル ディズニーデザイングッ
ズは、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
とのライセンス契約にもとづき、株式会社ジ
ェーシービーが制作、配布するものです。

※ご宿泊日、ご招待日時は予告なく変更となる場合があります。

■WEBで

★JCBカードは、東京ディズニーランド®、
　東京ディズニーシー®のオフィシャルカードです。

キャンペーン詳細・参加登録は、JCBブランドサイト(https://www.jcb.jp/)をご覧ください。 JCB マジカル

参加登録したJCBカードの
ご利用合計金額5万円（税込）を
1口として抽選でプレゼント！

クリスマス時期の完全貸切など豪華賞品が当たる！
夢と魔法の一夜がはじまる 東京ディズニーランド®完全貸切キャンペーン

※1 貸切2名コースは2名様分、貸切4名コースは4名様分です。貸切ご招待券は、4歳以上の方おひとりにつき、1枚必要です。宿泊ホテルは変更できません。東京
ディズニーセレブレーションホテルは、ウィッシュ・ディスカバーの2棟のうち、いずれかのご宿泊となります。現地までの交通費は当選者ご負担となります。

※2 入園方法やチケットの取り扱いは予告なく変更になる場合があります。詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。東京ディ
ズニーランドⓇ、東京ディズニーシーⓇどちらかを選んで入園できるチケットです。ご利用は1枚につき1回限りです。東京ディズニーランド完全貸切には入場
できません。

※天災地変やその他やむを得ない事情により賞品内容が変更となる場合があります。　※JCBプリペイドおよび一部のカードは本キャ
ンペーンの対象となりません。　※同時期に実施する抽選式キャンペーンでの重複当選はありません。
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使える！ 役立つ！ くらしの知恵

●セットのコツを掴んでヘアスタイルをキープ！
梅雨のシーズンが近くなると、気になるのがヘアスタイルの崩れ。
朝しっかりセットしたのに、きれいに決まったのは最初だけで、すぐに広
がったりうねったりしちゃう！ そんな経験、ありますよね。
今回はヘアスタイルを長持ちさせるためのポイントをお教えします。

イズミグループ各店では、地域のみなさまに安心してお買物をしていただける
安全で安心なお店づくりのために、全力を挙げて感染症予防対策に取り組んでおります。

①トリートメントで髪を補修
お風呂に入る際はまずクシで髪を
とかし、シャワーでしっかり洗って
からシャンプーをしましょう。
汚れがよく落ち、トリートメントの
補修成分が内部に浸透しやすく
なります。

③スタイリング時のコツ
コテなどでセットする際は、ドライ
ヤーの冷風で髪を冷ましてからスタ
イリング剤を使うことでしっかり髪型
がキープされます。
また、スタイリング剤は髪型によって
使い分けましょう。
ストレートヘアにはオイル系・クリー
ム系の商品を。ツヤ感やまとまりが
出ます。ふんわり巻くなら、スプレー
タイプがおすすめ。オイル系では、湿
気とスタイリング剤の重さでボ
リュームが減り、カールがとれてしま
う可能性があるからです。

②ドライヤーを正しく使おう
髪を洗ったあとはよく乾かすことが重要！ お風呂から出たら、遅くても
30分以内にドライヤーを。ポイントをおさえて乾かせば、キューティクル
が引き締まり、ツヤもアップしますよ！

＜乾かし方のポイント＞
（1）ドライヤーの前にタオルドライ。
　　こすらず、ポンポンとタオルで挟んで水気を取ります。

（2）根元、中間、毛先の順に乾かしましょう。
　　一箇所に熱が当たり過ぎないように注意。

（3）9割乾いたら冷風に。
　　冷たい風を全体に当て、キューティクルを引き締めます。

きれいが長持ちする髪を手に入れよう！

ヘアスタイルが崩れる一番の原因は、髪のダメージ。
髪は傷んでいると湿気をどんどん吸収し、膨張して
広がりやうねりにつながるんです。
きちんとケアをして外部の刺激から髪を守るキューティクル
を整えることが、美しいヘアスタイルをキープする鍵に。

どうして梅雨は髪型が崩れやすいの？
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※ゆめ会員サイトから応募の当選者の方には、お受け取り希望店の
確認のため、ご登録の電話番号へ6月末頃ご連絡を差し上げます。
※プレゼントは、ゆめタウン・ゆめマートのカウンセリング商品の
化粧品売場でのお渡しになります。

※当選発表は景品の発送をもってかえさせていただきます。
（景品の発送は6月末頃となります。）

クレジット機能付  ゆめカード会員様限定  プレゼントコーナー

に当てはまるクイズの答え・プレゼントコースを1つお選びいただき、ご応募ください。

ゆめ会員サイト（WEB）からのご応募

ゆめプレス
6月号のクイズ

お問合せは、（株）ゆめカード　ゆめプレス担当者まで
氏名・住所・電話番号等の個人情報はプレゼント発送以外には利用いたしません。

プレゼントをご希望の方はクイズの答え
とご希望のプレゼントコース1つ、会員様
の氏名、住所、電話番号をご記入のうえ、
おハガキでご応募ください。

ハガキ
記入例

クイズの答え
ご希望の

プレゼントコース

●氏名
●住所
●電話番号

100g  2,750円（税込）

コーセー インフィニティ
モーニング リニュー

ハガキ・WEB
どちらからでも
ご応募できます

1

2

A
コース

エクセルより
ロンシャン トートバッグ
1623089 001 ブラック　
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3名様

B
コース

イズミ商品券（3,000円分）・・・・・・・・・・ 20名様C
コース

ハガキでのご応募

今月の化粧品ラッキープレゼントアンケートに答えて応募！

ご回答者の中から抽選で

コーセー インフィニティ モーニング リニューを
実際にお使いになられてみたいですか？

「コーセー インフィニティ モーニング リニュー」を
3名様にプレゼント
アンケート

❶現在すでに使っている
❸特に使ってみたいと思わない

❷使ってみたい
❹どちらとも言えない

氏名・住所・電話番号等の個人情報はプレゼント当選のご連絡以外には利用いたしません。

アンケートの回答、会員様の氏名、住所、
電話番号、お受け取り希望店（ゆめタウ
ン・ゆめマート取扱い店各店）、「コーセー 
インフィニティ モーニング リニュー」、化粧品に対
するご要望等があればご記入のうえ、おハガキでご
応募ください。

ハガキ
記入例

ハガキでのご応募

〒732ｰ8570　
広島市東区二葉の里3-3-1
（株）ゆめカード「ゆめプレス6月号  
化粧品ラッキープレゼントコーナー」係宛

締切日

宛先

2022年 6月15日 まで（当日消印有効）

味、香りとも自然の風味がいっぱい！
お茶の旨みをぜひお楽しみください♪
全国茶品評会や農林水産大臣賞などの数々の賞を受賞した太田昌孝氏の茶園で
栽培した天竜茶と温暖な気候と良い土に恵まれた牧之原台地にある茶畑から
丹精込めて作り上げた深むし茶、そして一口羊羹と玉露の茶葉の贅沢な詰合せです。

るさと納税のお支払いは ゆめカードクレジットで！

・コーセー インフィニティ
 モーニング リニュー
・アンケートの回答

●氏名
●住所
●電話番号
●お受け取り希望店
●感想等

〒732ｰ8570　
広島市東区二葉の里3-3-1
（株）ゆめカード「ゆめプレス6月号
　　　　　　　 プレゼントコーナー」係宛

締切日

宛先

2022年 6月15日 まで（当日消印有効）

https://www.youmecard.jp/
または

ゆめカード

※ゆめ会員サイトからのご応募には、会員登録が必要です。

2022年5月16日（月）
～ 2022年6月15日（水）

期 間

10名様

贅沢な茶葉と羊羹の詰合せセット
緑一服（ドリップ緑茶） 
・ 深むし茶（3ｇ×5）×2個
・ 天竜茶（3ｇ×5）×2個
・ 一口羊羹（約26ｇ×5）
・ 玉露 清緑50ｇ

※写真はイメージです。
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ゆめカード会員限定厳選お取り寄せプラン
＊沖縄県のみ送料が別途発生致します。

観光庁長官登録旅行業第1743号

〒732-8570　広島市東区二葉の里3-3-1 総合旅行業務取扱管理者：田村 充

上記のお申込み・お問合せは
旅行のお申込み・お問合せ

専用ダイヤル

イズミトラベル

営業時間 ： 9：30～16：00　休業日 ： 土・日・祝日
0800-3331123

国内ホテル・旅館のお探しもイズミトラベルで！ または https://izumitravel.jp

とろける生大福 4,530円（税込・送料込み）
とろける生大福セット20個入り（各4個入）
抹茶・苺・ほうじ茶・完熟りんご・珈琲
配送：冷凍便　消費期限：冷凍で約3週間・解凍後は要冷蔵で48時間以内

とろける食感！感激の柔らかさ！

【累計販売数2,000万個突破のスイーツ】

とろける生大福
5種類の「とろける生大福」をたくさん楽しめる
20個入り特別セットをご用意！

商品番号A-�

安曇野プレミアムレーズンサンド
12個入り
4,300円（税込・送料込み）

各3個入り
・抹茶
・プレーン
・苺
・キャラメル

賞味期限：約2ヶ月

各4本入
・抹茶
・ココア
・バター
・ゆず
・コーヒー

賞味期限：約2ヶ月

商品番号A-�

スティックケーキ20本入り
5,200円（税込・送料込み）

商品番号A-�

信州の老舗お茶屋が作る洋菓子をご賞味ください

信州の老舗お茶屋より、
お茶へのこだわりを生かして作る
絶品スイーツをお届けいたします。

【信州安曇野・創業明治7年】
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