
入会のご案内
ダイヤモンドカード・ゴールドカード会員に⼊会されますと、その⽇からお得な割引率でお買い物いただけます。
さらにお買い上げごとにポイントをサービス。500ポイントで500円値引の特典がつきます。

割引特典対象店舗
以下のユザワヤ店舗で割引特典を受けられます。それ以外の店舗では各商品当店販売価格から10％引となります。
関東 東京都 蒲⽥店　｜　吉祥寺店　｜　池袋店　｜　銀座店　｜　御徒町店　｜　下北沢店　｜　⽴川店　｜　町⽥店

神奈川県 横浜店　｜　⼤和店　｜　上⼤岡店　｜　センター北店
千葉県 津⽥沼店 埼玉県 浦和店　｜　レイクタウン店

関⻄ 兵庫県 神⼾店 大阪府 梅⽥店 京都府 京都店
北海道 北海道 札幌店
九州 福岡県 福岡天神店　｜　イオンモール福岡店

年会費と継続条件

※20万円(税抜)以上50万円(税抜)未満の場合はゴールド会員となります。
（税込） ※20万円(税抜)未満の場合は年会費5,500円（税込）にて再⼊会となります。

※50万円(税抜)以上お買い上げの場合ダイヤモンド会員にランクアップします。
（税込） ※20万円(税抜)未満の場合は年会費3,300円（税込）にて再⼊会となります。

当店販売価格の商品がお得な割引率でお買い求めいただけます
商品 商品
婦人服地 手芸 刺繍、⽊目込み人形、
コットン・パッチワーク生地 30％引 テディーベア、 40％引 40％引
キャラクター生地 10％引 10％引 手芸材料、手芸キット

和洋裁・服飾材料・パッチワーク道具 40％引 40％引 和紙 40％引 40％引
裏地・洋裁パターン 30％引 30％引
特選・国産・輸⼊毛糸 3D額
同色１０ヶ以上 40％引 40％引 ステンドグラス、七宝、 30％引 30％引
バラ・単位 35％引 25％引 レザークラフト

用具・用品 30％引 20％引 粘土
編機・織機 20％引 20％引 グラスリッツェン、バーナーワーク、
シルク、アート、ドライ、プリザーブド、 フュージング、陶芸、チャイナペイント、
観葉、リボン、フラワーパーツ、 50％引 50％引 ⽊工、⽊彫、アートクレイシルバー、 20％引 20％引
リーフ、クリスマス用品、正月用品 袋物、ドールハウス、籐、染色
フラワー材料、
花器(コンポート、ガラス)、 40％引 画材材料（額は除く） 30％引 30％引
押花用品、アメリカンフラワー、その他 額 20％引 20％引
ビーズ⾦具、ビーズキット、 文具用品 30％引 25％引
パックビーズ、ビーズ用品・用具、 書道用品 20％引 20％引
輸⼊ビーズ、組紐・マクラメ、 40％引 40％引 編物、手芸、工芸 20％引 20％引
ビーズその他 上記以外の図書 10％引 10％引
スワロフスキー 20％引 20％引
レジン 40％引

※割引率は、すべて当店販売価格からの割引率です。
※上記対象店舗での割引率です。それ以外の店舗では全部門当店販売価格から10％引となります（図書は割引対象外）。
※特価、チラシ商品、一部商品は割引対象外となります（買上実績には⼊ります）。
※クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、電⼦マネー(取扱店舗のみ)でお⽀払いの場合、割引率が各３％減となります。
※割引率は当社の都合により途中変更することがございます。

ポイントが貯まります︕
お買上２００円（税抜）につきポイントを１ポイント付与します。５００ポイント貯まると、次回お買上精算時に５００円値引となります。
さらに、年間お買上⾦額５０万円（税抜）以上で翌⽇１００００ポイントプレゼントいたします。
※ポイント残高はレシートに表示されます。
※一部ポイント除外商品がございます。また、お手持ちの友の会カードからのポイント移⾏はいたしかねます。

芸術学院⽣の⽅はゴールド会員と同じ割引が受けられます︕

年間お買上⾦額

年間お買上⾦額

ダイヤモンド会員
ゴールド会員

会員名称 年会費（⼊会⾦） 会員継続、ランクアップのための年間お買い上げ⾦額

50万円（税抜）以上

20万円（税抜）以上

で無料継続

で無料継続

ゴールド

ダイヤモンド会員

ゴールド会員

5,500円

35％引

デコパージュ、トールペイント、

45％引工芸

50％引 40％引

部門 ダイヤモンド ゴールド 部門 ダイヤモンド

3,300円

フラ
ワー

40％引 30％引
40％引

服飾
雑貨

毛糸

生地

当店販売価格より 20％引 20％引45％引 以外
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ユザワヤダイヤモンドカード・ゴールドカード会員規約 

 
第１条（ユザワヤダイヤモンドカード・ゴールドカード会員） 
（１）ユザワヤダイヤモンドカード・ゴールドカード会員（以下「会員」という）とは本規約

を承認の上、ユザワヤ商事株式会社でユザワヤダイヤモンドカード・ゴールドカード
の⼊会を申し込まれ、所定の⼿続きを完了されたお客様をいいます。 

（２）ユザワヤダイヤモンドカード・ゴールドカードは個人を対象としたもので、法人、団体
ではご⼊会いただけません。 

 
第２条（ユザワヤダイヤモンドカード・ゴールドカードの発⾏と取扱） 
（１）ユザワヤダイヤモンドカード・ゴールドカード（以下「カード」という）は、ユザワヤダイ

ヤモンドカード・ゴールドカード申込書（以下「申込書」という）の所定項目をご
記⼊の上ご⼊会いただいたお客様に、会員証として発⾏いたします。 

（２）カードは店頭でのお申込み以外の⽅法（電話など）では発⾏できません。 
（３）カードはお申込者本人のみがご利⽤いただけます。 
（４）会員は、カードを他人への貸与、譲渡または担保提供することはできません。 
（５）カードの有効期限は発⾏⽇から１年間有効です。 
（６）年会費は、 

①ダイヤモンド会員 
年会費５，５００円（税込）（年間買上実績が５０万円（税抜）以
上の場合、プラス１年間無料にて会員資格を継続します）。年間買上実績
が２０万円（税抜）以上５０万円（税抜）未満の場合、ゴールド会員に
変更のうえプラス１年間無料継続します。年間買上実績が２０万円（税抜）
未満の場合、会員資格を喪失いたします。会員資格を喪失しますと、再⼊会
には年会費５，５００円（税込）が必要になります。 

②ゴールド会員 
年会費３，３００円（税込）（年間買上実績が２０万円（税抜）以
上の場合、プラス１年間は無料にて会員資格を継続します）。  年間買上
実績が５０万円（税抜）以上の場合、ダイヤモンド会員に昇格のうえプラス
１年間無料継続します。年間買上実績が２０万円（税抜）未満の場合、
会員資格を喪失いたします。会員資格を喪失しますと、再⼊会には年会費 
３，３００円（税込）が必要になります。途中からダイヤモンド会員へのラン
クアップを希望されるは２，２００円（税込）にてお受けいたします。この場
合有効期限は延⻑されません。 
年間買上実績（税抜） 会員タイプと割引率 

２０万円未満 権利喪失（再⼊会には年会費が必要です） 
２０万円〜５０万円未満 ゴールド会員（５０％引〜１０％引） 

５０万円以上 ダイヤモンド会員（５０％引〜１０％引） 
（７）有効期限はお買い物レシートに表示されます。 
 
第３条（カードの利⽤） 
（１）カードはユザワヤ各店、ユザワヤ芸術学院各校でご利⽤いただけます。なお、通

信販売ではご利⽤いただけません。 
（２）会員はユザワヤ各店、ユザワヤ芸術学院各校で商品・サービス（以下「商品」と

いう）をご購⼊の際、ご精算前にカードを提示いただいた場合にのみ、第４条の
特典を受ける事ができます。 

（３）会員に、本規約に反するカードのご利⽤・お取扱があった場合、そのカードは停⽌
し、ご利⽤できなくなる場合がございます。 

（４）カードにクレジット支払い機能はありません。 
 
第４条（会員特典） 
（１）割引サービス 

①ご⼊会いただいた当⽇から指定店舗では当店販売価格より別掲の割引が受
けられます。指定店舗以外の店舗では当店販売価格より１０％の割引が受
けられます。 

②クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、電子マネー(取扱店舗のみ)で 
お支払いの場合、割引率が各３％減となります(一部提携カードを除きます)。 

③特価、チラシ商品、一部商品は割引対象外となります。 
（２）ポイントシステム 

①ポイント付与 
会員には、商品ご購⼊の都度、ポイントが付与されます。ポイントは、会員の各
商品の購⼊価格（税抜）に、商品に応じてユザワヤ商事株式会社が指定し
た率を乗じて算出し、会員情報として加算、記録されます。現⾦でのご精算の
他、クレジットカード、ユザワヤ商事株式会社で使⽤可能な各種⾦券にてのお
支払いでもポイントは加算されます。 
年間お買上⾦額５０万円（税抜）以上で翌⽇１００００ポイントプレゼン
トします。 

②ポイント除外 
カーテン、ミシン、紳⼠服、カード年会費、送料など、ユザワヤ商事株式会社が
指定するポイント除外商品があります。 

③ポイントのご利⽤ 
獲得されたポイントは、５００ポイント以上累計加算された翌⽇以降のお会
計時に１ポイント＝１円換算の５００ポイント単位で、商品の購⼊代⾦の一
部としてご利⽤いただけます。商品代⾦が５００円に満たない場合は、商品
代⾦分のみ商品代⾦として充当し残ポイントは繰り越されます。 

④ご精算時にカードのご提示がなき場合は、ポイントが加算されません。カードの
提示をお忘れの際に、レシートなどによる事後加算はできません。 

⑤複数枚のカードのポイントを合算、移⾏することはできません。 
⑥値引き商品をお買い上げ、あるいは各種割引券をお使いの場合は、差引後の

⾦額（税抜）がポイント加算対象になります。 
⑦レシートには、当該お買い物分に加算したポイントと前⽇までの累計ポイントが

印字されます。プライバシー保護の観点から電話などではお答えいたしかねます。 
⑧積み⽴てられたポイントは有効期限が過ぎると⾃動的に失効いたします。 
⑨会員資格喪失（第７条に該当）した場合は、有効期限内であっても全ポイ

ント及び割引率の権利が失効いたします。 
⑩お買上時にポイント加算された商品の返品時には、原則として相当分のポイン

トを減じるものといたします。これによりポイント残高にマイナスが生じた場合には
現⾦にてご精算いただきます。 

⑪その他の特典を不定期に実施する場合がございます。内容は店頭、ホームペ
ージもしくは会員への個別通知等にて告知いたします。その特典を店舗毎に実
施する場合もございます。 

⑫ポイントの換⾦はいたしません。 
 

第５条（カード紛失、盗難、汚破損） 
（１）カードを紛失、盗難、汚破損した場合には、速やかに友の会事務局またはユザワ

ヤ各店にご連絡ください。カードの失効⼿続きをいたします。なお、カードの再発⾏
は５５０円（税込）でお受けいたします。 

（２）カードの紛失、盗難及び汚破損などによるポイントの失効、割引率につきましてはユザワ
ヤ商事株式会社は一切の責任を負いません。 

（３）紛失、盗難に遭ったカードによってポイントと商品の引き換えがあった場合、ユザワヤ商
事株式会社では責任を負いません。 

 
第６条（会員情報の登録、変更、利⽤、情報共有） 
（１）会員の住所、⽒名、生年⽉⽇、性別、電話番号及びお買上情報など（以下、「会員

情報」という）をユザワヤ商事株式会社で登録することをあらかじめご了承ください。 
（２）会員情報は、別掲ユザワヤ商事株式会社 プライバシーポリシー（※）に従って、ユザ

ワヤ商事株式会社にて厳重に管理します。 
（３）申込書にてダイレクトメールの送付が必要とご記⼊をいただいた会員に限り、ユザワヤ商

事株式会社より商品情報などの各種ご案内の送付を⾏うことがあります。また申込書に
てダイレクトメール不要とご記⼊された場合でも、やむを得ない事情により、ユザワヤ商事
株式会社より印刷物の送付やお電話などを⾏う場合があります。 

（４）会員情報は、以下の目的のみに利⽤します。 
①ユザワヤ商事株式会社の商品、セール、イベントあるいはサービスなどに関わるご案内 
②ユザワヤ商事株式会社に対するお客様からのお問合わせに対するご連絡 
③ユザワヤ商事株式会社の商品の⼊荷待ち、お取り置き、修理加⼯などの状況に関

わるご連絡 
④ユザワヤ商事株式会社へのご注文商品の発送サービス、内容確認などに関わるご連

絡 
⑤ユザワヤ商事株式会社の商品、サービスなどの開発を目的としたアンケート調査 

（５）登録いただいた住所、⽒名、電話番号、その他申込書にご記⼊いただいた内容が変更
になった場合には、ご登録内容をご変更させていただきますので、速やかにユザワヤ友の
会事務局またはユザワヤ各店へご連絡ください。 

 
第７条（会員資格の喪失・退会） 
（１）会員が退会を希望する場合は、ユザワヤ商事株式会社既定の変更届によりその旨を

お申し出いただくとともにカードを返却いただきます。 
（２）会員が本規約に違反した場合またはユザワヤ商事株式会社が会員として不適格であ

ると判断した場合には、会員資格を喪失するものとします。 
（３）退会、もしくは会員資格を喪失した際には、それまでに加算されたポイント及び割引率

の権利はすべて失効いたします。また、理由の如何を問わず年会費の返還はいたしませ
ん。 

 
第８条（規約・特典の変更・廃⽌） 
（１）本規約ならびに特典内容は予告なく変更、もしくは廃⽌をする場合があることをあらかじ

めご了承ください。また、閉店、移転等によるサービス等の終了をできるものとし、会員は
あらかじめその旨了承するものとさせていただきます。 

（２）天災、その他の非常事態及びコンピュータの障害などで会員への事前通告なしに、カー
ドの利⽤を全部もしくは一部を休⽌させていただく場合があります。あらかじめご了承くだ
さい。 

 
第９条（その他） 
（１）本規約の解釈などに疑義が生じた場合は、ユザワヤ商事株式会社は信義誠実の原則

に基づいて決するよう努め、会員はその決定に従うものとします。 
 

※ユザワヤ商事株式会社 プライバシーポリシー 
 
１．ユザワヤ商事株式会社は、個人情報の保護に関わる法律ならびに関係法令を遵守

し、個人データの取扱いに際しては、必要な安全対策を講じたうえで適切な管理を⾏
ないます。 

２．ユザワヤ商事株式会社がお客様より取得した個人情報は、以下の目的のみに利⽤し
ます。 

ⅰ. ユザワヤ商事株式会社の商品、セール、イベントあるいはサービスなどに関わるご案 
内 

ⅱ. ユザワヤ商事株式会社に対するお客様からのお問合わせに対するご連絡 
ⅲ. ユザワヤ商事株式会社の商品の⼊荷待ち、お取り置き、修理加⼯などの状況に関

わるご連絡 
ⅳ. ユザワヤ商事株式会社へのご注文商品の発送サービス、内容確認などに関わるご

連絡 
ⅴ. ユザワヤ商事株式会社の商品、サービスなどの開発を目的としたアンケート調査 

３．ユザワヤ商事株式会社が、お客様から取得した個人情報（ご住所、お名前、生年
⽉⽇、お電話番号、電子メールアドレス、ご家族情報、お買上情報）は、第 2 項の
利⽤目的の範囲内でユザワヤ商事株式会社各事業部内で共同利⽤させていただき
ます。なお、新たに個人情報を共同利⽤する会社が加わった場合には、電子メール、
郵便またはホームページ上での公表などの適切な⽅法でお知らせ致します。 

４．お客様の個人データは、ご本人の同意がある場合および法定の除外事由に該当する
場合を除き、第三者に開示する事は致しません。 

５．お客様の個人データは、第２項の利⽤目的達成に必要な範囲内において正確な内
容を保つように努めるとともに、お客様から訂正などに関するお問合わせを受けた場合
には、迅速に対応致します。 

６．ユザワヤ商事株式会社の個人情報に関するお問合わせ窓口は以下の通りです。 ユ
ザワヤ商事株式会社 個人情報お客様相談室（責任者︓個人情報お客様相談
室⻑） TEL︓03-3738-4141 

 
 
 
 
 

(2017 年 9 ⽉発⾏) 
(2021 年 2 ⽉改訂) 

制度に関するお問い合わせ 友の会事務局 03-3738-4141 
商品に関するお問い合わせ 外商部 03-3730-0004 


