(PN110102)_バーコード情報

Ver7.80

※バーコードご利用時の注意点
価格欄が「1 円」となっている場合、チケットには、購入した商品数量・金額に関わらず一律「1 円」のバーコードが出力されます。
こちらのバーコードをご利用される際には、POS 端末に「1 円」の商品として登録していただき、精算される際は同商品に総額を乗じて
POS 端末に売上登録していただくなどの運用が必要になります。
POS端末への売上計上方法に従い、POSの商品マスタにバーコード登録をお願いします。
①ゲームタイトル毎に計上
下記のバーコード一覧表より、ゲームタイトル毎に設定されている1円コードを登録し、販売時に、チケットに印字されたバーコードを読み
取り後、金額を入力する。
②アイテム毎に計上
下記のバーコード一覧表より、アイテム毎に設定されているバーコードを登録し、販売時に、「タイトル別バーコード一覧」より、対象バー
コードを選択し、POSに売上計上する。
③PayNetCafeとして計上
「PayNetCafe」という商品としてのみPOS上に登録し、販売時に金額を入力する。
※売上情報は、PayNetCafeシステム上で確認可能です。
本バージョンで変更された箇所については、●で示してあります。

※各種キャンペーン・イベント用のバーコード(価格が 0 円のコンテンツ)について
価格が 0 円の各種キャンペーン・イベント用のバーコード情報は本書では掲載しておりません。
0 円の商品に関しても POS 端末へのマスタ登録が必要な場合は、下記マニュアルサイトで関連バーコード情報を公開しておりますので
ご参照ください。
TechnoBlood 製品サポートサイト -PayNetCafeURL:

http://www.tbpress.jp/sales_promotion/paynetcafe_promotion.html

※ Ver7.80 更新内容 (追加・変更された内容)

※2019 年 4 月 25 日 13 時より適用

コンテンツグループ

コンテンツ名

ドラゴンズドグマ オンライン

旅支度パック

ドラゴンズドグマ オンライン

旅支度パック（5 個セット）

ドラゴンズドグマ オンライン

ブラックヴェノム装備セット

ドラゴンズドグマ オンライン
ドラゴンズドグマ オンライン

価格
(税込)

JAN コード

200

4571460893953

990

4571460893946

1,140

4571460893939

ネメシス装備セット

600

4571460893922

マーキス装備セット

690

4571460893915

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

備考
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※ Ver7.80 更新内容 (終了された内容)

Ver7.80

※2019 年 3 月 12 日 18 時より適用

コンテンツグループ

コンテンツ名

PN ポイント

PN ポイント

PN ポイント

価格
(税込)

JAN コード
1

4571219526958

PN ポイント 500

500

4571460898439

PN ポイント

PN ポイント 1000

1000

4571460898422

PN ポイント

PN ポイント 3000

3000

4571460898446

PN ポイント

PN ポイント 5000

5000

4571460898453

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

備考
代表コード
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※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください
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コンテンツグループ

ドラゴンズドグマ オンライン

名称

1 回の購入限度

ドラゴンズドグマ オンライン

20 個

ＪＡＮコード

Ver7.80

価格（税込） 1 円

●Ver7.80 更新
バーコード

備考

4571460891768

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

旅支度パック

旅支度パック（5 個セット）
価格 185 円（税込 200 円）

ブラックヴェノム装備セット

価格 917 円（税込 990 円）

ネメシス装備セット

価格 1,056 円（税込 1,140 円）

価格 556 円（税込 600 円）

マーキス装備セット
価格 639 円（税込 690 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

-4-

(PN110102)_バーコード情報

コンテンツグループ

League of Angels II

名称

1 回の購入限度

League of Angels II 英雄召喚
チケット

20 個

ＪＡＮコード

英雄召喚チケット ●Ver7.79 更新
バーコード

4571460891843

Ver7.80

価格（税込） 1 円
備考
購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

ガチャボックス(英雄)

古代武器の破片*1

価格 278 円（税込 300 円）

古代アーマーの破片*1

価格 463 円（税込 500 円）

古代翼の破片*1

価格 463 円（税込 500 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

価格 463 円（税込 500 円）
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コンテンツグループ

TENGA ギフトコード

名称

1 回の購入限度

TENGA ギフトコード

20 個

Ver7.80

価格（税込） 1 円

ＪＡＮコード

バーコード

備考

4571460892154

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

TENGA ギフトコード 1000

TENGA ギフトコード 2000

価格 1,000 円（非課税）

TENGA ギフトコード 3000

価格 2,000 円（非課税）

TENGA ギフトコード 5000

価格 3,000 円（非課税）

価格 5,000 円（非課税）

TENGA ギフトコード 10000
価格 10,000 円（非課税）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

-6-

(PN110102)_バーコード情報

コンテンツグループ

かくりよの門 アイテムチケット

名称

1 回の購入限度

かくりよの門 アイテムチケッ
ト

20 個

ＪＡＮコード

●Ver7.79 更新

バーコード

Ver7.80

価格（税込） 1 円
備考

4571460891164

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

解呪札お得セット

弁財のお守りお得セット
価格 926 円（税込 1,000 円）

時戻しのお札お得セット

価格 463 円（税込 500 円）

金の型紙お得セット

価格 926 円（税込 1,000 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

価格 2,315 円（税込 2,500 円）
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コンテンツグループ

アルフヘイムの魔物使いアイテムチケット

名称

1 回の購入限度

アルフヘイムの魔物使いアイ
テムチケット

20 個

ＪＡＮコード

バーコード

●Ver7.79 更新

Ver7.80

価格（税込） 1 円
備考

4571460890310

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

魔法のルーペお得セット

鍛冶のお守りお得セット

価格 926 円（税込 1,000 円）

価格 926 円（税込 1,000 円）

天の魔石お得セット
価格 1,852 円（税込 2,000 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください
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コンテンツグループ

ゴエティア アイテムチケット

名称

1 回の購入限度

ゴエティア アイテムチケット

20 個

ＪＡＮコード

Ver7.80

価格（税込） 1 円

●Ver7.79 更新
バーコード

備考

4571460891577

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

紅月の宝玉お得セット

赤い月光薬お得セット

価格 1,852 円（税込 2,000 円）

価格 694 円（税込 750 円）

還元のスクロールお得セット
価格 926 円（税込 1,000 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください
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Ver7.80

コンテンツグループ

『信長の野望 Online』（1/2）

価格（税込） 1 円

名称

1 回の購入限度

備考

『信長の野望 Online』

10 個

ＪＡＮコード

バーコード

4571460890419

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

「喫茶抽選券・極」×1 枚

「喫茶抽選券・極」×11 枚

価格 500 円（税込 540 円）

価格 5,000 円（税込 5,400 円）

《喫茶覚醒之書・参》（1 個）＋《野望之抽選券・参》
(2 個)
価格 5,000 円（税込 5,400 円）

《喫茶覚醒之書・弐》（1 個）＋《野望之抽選券・参》
(1 個)

《喫茶覚醒之書・壱》（1 個）

価格 3,000 円（税込 3,240 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

価格 1,500 円（税込 1,620 円）
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Ver7.80

コンテンツグループ

『信長の野望 Online』（2/2）

価格（税込） 1 円

名称

1 回の購入限度

備考

『信長の野望 Online』

10 個

ＪＡＮコード

バーコード

4571460890419

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

《喫茶軍神之書・参》（1 個）＋《野望之抽選券・参》
(2 個)

《喫茶軍神之書・弐》（1 個）＋《野望之抽選券・参》
(1 個)

価格 5,000 円（税込 5,400 円）

《喫茶軍神之書・壱》（1 個）

価格 3,000 円（税込 3,240 円）

《喫茶経験之書・参》（1 個）＋《野望之抽選券・参》
(2 個)

価格 1,500 円（税込 1,620 円）

《喫茶経験之書・弐》（1 個）＋《野望之抽選券・参》
(1 個)

価格 5,000 円（税込 5,400 円）

《喫茶経験之書・壱》（1 個）

価格 3,000 円（税込 3,240 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

価格 1,500 円（税込 1,620 円）
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コンテンツグループ

真・三國無双 チケット

名称

1 回の購入限度

真・三國無双 チケット

3個

ＪＡＮコード

Ver7.80

価格（税込） 1 円
バーコード

4571460891270

備考
購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

個別商品の JAN コード 参考用

無双コイン 320

無双コイン 1120
価格 926 円（税込 1,000 円）

無双コイン 1980

価格 2,778 円（税込 3,000 円）

無双コイン 4180
価格 4,630 円（税込 5,000 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

価格 9,260 円（税込 10,000 円）
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Ver7.80

コンテンツグループ

ラグナロクオンライン パワーアップチケット

価格（税込） 1 円

名称

1 回の購入限度

備考

ラグナロクオンライン パワー
アップチケット

5個

ＪＡＮコード

バーコード

4571219520543

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

Job 教範 50 の箱（10 個）

戦闘教範 75 の箱（10 個）

価格 463 円（税込 500 円）

戦闘教範 50 の箱（10 個）

価格 926 円（税込 1,000 円）

戦闘教範 50 の箱（2 個）

価格 694 円（税込 750 円）

戦闘教範 50 の箱（4 個）

価格 139 円（税込 150 円）

キラキラスティックの箱（1 個）

価格 278 円（税込 300 円）

ジークフリードの証の箱（10 個）

価格 1,389 円（税込 1,500 円）

身代わりの護符の箱（10 個）

価格 694 円（税込 750 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

価格 694 円（税込 750 円）
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コンテンツグループ

GOM Software

名称

1 回の購入限度

GOM Software

1個

Ver7.80

価格（税込） 1 円

ＪＡＮコード

バーコード

4571460891799

備考
購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

GOM Cam

GOM Player Plus
価格 2,130 円（税込 2,300 円）

GOM Encoder

価格 1,112 円（税込 1,200 円）

GOM Mix Pro
価格 2,963 円（税込 3,200 円）

GOM 動画変換セット(GOM Player Plus+GOM Encoder)

価格 2,778 円（税込 3,000 円）

GOM ス ペ シ ャ ル セ ッ ト (GOM Player Plus+GOM
Cam+GOM Encoder)

価格 3,241 円（税込 3,500 円）

価格 5,093 円（税込 5,500 円）

GOM ゲーム録画セット(GOM Player Plus+GOM Cam)
価格 2,963 円（税込 3,200 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください
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コンテンツグループ

にじコイン（にじよめ）

名称

1 回の購入限度

にじコイン（にじよめ）

20 個

ＪＡＮコード

Ver7.80

価格（税込） 1 円
バーコード

4571460891904

備考
購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

1000 コイン

3000 コイン
価格 1,000 円（税込 1,080 円）

5000 コイン

価格 3,000 円（税込 3,240 円）

10000 コイン
価格 5,000 円（税込 5,400 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

価格 10,000 円（税込 10,800 円）
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コンテンツグループ

DMM ポイントコード

名称

1 回の購入限度

DMM ポイントコード

20 個

Ver7.80

価格（税込） 1 円

ＪＡＮコード

バーコード

4571460891782

備考
購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ

100000 円

れます。

参考用 個別商品の JAN コード

DMM ポイント 1,000

DMM ポイント 2,000

価格 926 円（税込 1,000 円）

DMM ポイント 5,000

価格 1,852 円（税込 2,000 円）

DMM ポイント 10,000

価格 4,630 円（税込 5,000 円）

価格 9,260 円（税込 10,000 円）

※18 歳以上の方が販売対象となります。

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください
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コンテンツグループ

NEXON ポイント

名称

1 回の購入限度

NEXON ポイント

20 個

Ver7.80

価格（税込） 1 円

ＪＡＮコード

バーコード

備考

4571460891751

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

NEXON クーポン 1000

NEXON クーポン 3000

価格 926 円（税込 1,000 円）

NEXON クーポン 5000

価格 2,778 円（税込 3,000 円）

NEXON クーポン 10000

価格 4,630 円（税込 5,000 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

価格 9,260 円（税込 10,000 円）
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※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

Ver7.80

- 18 -

(PN110102)_バーコード情報

Ver7.80

コンテンツグループ

VIRTUALGATE ポイントシリアル

価格（税込） 1 円

名称

1 回の購入限度

備考

VIRTUALGATE ポイントシリア

20 個

ル

ＪＡＮコード

バーコード

4571460891829

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ

100000 円

れます。

参考用 個別商品の JAN コード

VIRTUALGATE ポイントシリアル 500 ポイント

VIRTUALGATE ポイントシリアル 1,000 ポイント

価格 500 円（非課税）

VIRTUALGATE ポイントシリアル 2,000 ポイント

価格 1,000 円（非課税）

VIRTUALGATE ポイントシリアル 3,000 ポイント

価格 2,000 円（非課税）

VIRTUALGATE ポイントシリアル 5,000 ポイント

価格 3,000 円（非課税）

VIRTUALGATE ポイントシリアル 10,000 ポイント

価格 5,000 円（非課税）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

価格 10,000 円（非課税）
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(PN110102)_バーコード情報

Ver7.80

コンテンツグループ

７７７タウン．ｎｅｔ ＰａｙＮｅｔチケット

価格（税込） 1 円

名称

1 回の購入限度

備考

777 タウン.net PayNet チケット

10 個

ＪＡＮコード

バーコード

4571219525999

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

1000WAT
価格 1,000 円（税込 1,080 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください
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(PN110102)_バーコード情報

コンテンツグループ

VR(FOVE)利用券

名称

1 回の購入限度

FOVE 貸出シリアル

1個

ＪＡＮコード

Ver7.80

価格（税込） 1 円
バーコード

4571460891805

備考
購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

※こちらのページの商品は特定店舗限定商品です。
VR(FOVE)利用券
価格 278 円（税込 300 円）

[テスト用]VR(FOVE)利用券
※この商品は店舗スタッフ様のテスト用のバーコード
です。お客様への販売はできません。
価格 0 円（税込 0 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください
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(PN110102)_バーコード情報

コンテンツグループ

【リネージュ】ショップ (1/2)

名称

1 回の購入限度

【リネージュ】ショップ

10 個

ＪＡＮコード

Ver7.80

価格（税込） 1 円
バーコード

備考

4571219528730

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

三種類のポーションセット：剣士

三種類のポーションセット：術士

価格 93 円（税込 100 円）

希望のロウソクの箱

価格 93 円（税込 100 円）

ジャイアントマジックドール＋魔法薬の材料 5 個
価格 1,852 円（税込 2,000 円）

ブルートマジックドール＋魔法薬の材料 5 個

価格 1,389 円（税込 1,500 円）

魔法薬の材料 6 個

価格 1,389 円（税込 1,500 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

価格 1,389 円（税込 1,500 円）
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(PN110102)_バーコード情報

コンテンツグループ

【リネージュ】ショップ (2/2)

名称

1 回の購入限度

【リネージュ】ショップ

10 個

ＪＡＮコード

Ver7.80

価格（税込） 1 円
バーコード

備考

4571219528730

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

火の武器強化スクロール(1 枚)

水の武器強化スクロール(1 枚)

価格 371 円（税込 400 円）

風の武器強化スクロール(1 枚)

価格 371 円（税込 400 円）

地の武器強化スクロール(1 枚)

価格 371 円（税込 400 円）

火の武器強化スクロール(5 枚) 特選おまけ付き

価格 371 円（税込 400 円）

水の武器強化スクロール(5 枚) 特選おまけ付き

価格 1,760 円（税込 1,900 円）

風の武器強化スクロール(5 枚) 特選おまけ付き

価格 1,760 円（税込 1,900 円）

地の武器強化スクロール(5 枚) 特選おまけ付き

価格 1,760 円（税込 1,900 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

価格 1,760 円（税込 1,900 円）
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(PN110102)_バーコード情報

Ver7.80

コンテンツグループ

ファンタシースターオンライン 2（PSO2 公認プ
レミアム店舗）

価格（税込） 1 円

名称

1 回の購入限度

備考

ファンタシースターオンライン 2

10 個

（PSO2 公認プレミアム店舗）

ＪＡＮコード

バーコード

4571460891249

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

【公認プレミアム店舗】ＡＣスクラッチ券（１２個）
価格 1,852 円（税込 2,000 円）

【公認プレミアム店舗】スクラッチ券バリューセット

【公認プレミアム店舗】スーパーバリューセット

価格 2,778 円（税込 3,000 円）

価格 3,704 円（税込 4,000 円）

※『PSO2』公認プレミアム店舗の限定販売商品になります。

コンテンツグループ

ファンタシースターオンライン 2

価格（税込） 1 円

名称

1 回の購入限度

備考

ファンタシースターオンライン 2

10 個

ＪＡＮコード

バーコード

4571219527214

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

AC スクラッチ券（１２個）セット
価格 1,852 円（税込 2,000 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください
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Ver7.80

コンテンツグループ

BRABRA ゲームズ B コイン

価格（税込） 1 円

名称

1 回の購入限度

備考

B コイン

20 個

ＪＡＮコード

バーコード

4571460891850

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

1,000 B コイン

3,000 B コイン
価格 1,000 円（税込 1,080 円）

5,000 B コイン

価格 3,000 円（税込 3,240 円）

10,000 B コイン
価格 5,000 円（税込 5,400 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

価格 10,000 円（税込 10,800 円）

- 25 -

(PN110102)_バーコード情報

コンテンツグループ

BitCash

名称

1 回の購入限度

BitCash

10 個

Ver7.80

価格（税込） 1 円
ＪＡＮコード

バーコード

備考

4571460891447

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ

100000 円

れます。

参考用 個別商品の JAN コード

BitCash 20,000 クレジット

BitCash 10,000 クレジット

価格：20,000 円（非課税）

BitCash 5,000 クレジット

価格：10,000 円（非課税）

BitCash 3,000 クレジット

価格：5,000 円（非課税）

BitCash 2,000 クレジット

価格：3,000 円（非課税）

BitCash 1,000 クレジット

価格：2,000 円（非課税）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

価格：1,000 円（非課税）
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Ver7.80

コンテンツグループ

WebMoney（ウェブマネー）

価格（税込） 1 円

名称

1 回の購入限度

備考

WebMoney（ウェブマネー）

10 個

ＪＡＮコード

バーコード

4571460891454

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ

100000 円

れます。

参考用 個別商品の JAN コード

ウェブマネー 30,000POINT
価格：30,000 円（非課税）

ウェブマネー 20,000POINT

ウェブマネー 10,000POINT

価格：20,000 円（非課税）

ウェブマネー 5,000POINT

価格：10,000 円（非課税）

ウェブマネー 3,000POINT

価格：5,000 円（非課税）

ウェブマネー 2,000POINT

価格：3,000 円（非課税）

ウェブマネー 1,000POINT

価格：2,000 円（非課税）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

価格：1,000 円（非課税）
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コンテンツグループ

NetRideCash

名称

1 回の購入限度

NetRideCash

10 個

Ver7.80

価格（税込） 1 円

ＪＡＮコード

バーコード

備考

4571460891430

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

2,000POINT（20 歳以上のみ購入可能）

3,000POINT（20 歳以上のみ購入可能）

価格 2,000 円（非課税）

5,000POINT（20 歳以上のみ購入可能）

価格 3,000 円（非課税）

10,000POINT（20 歳以上のみ購入可能）

価格 5,000 円（税込 5,000 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

価格 10,000 円（税込 10,000 円）
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Ver7.80

コンテンツグループ

SMM チケット（公認店舗限定）

価格（税込） 1 円

名称

1 回の購入限度

備考

SMM チケット

10 個

ＪＡＮコード

バーコード

4571460890969

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

SMM チケット 3000
価格 3,000 円（税込 3,240 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください
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コンテンツグループ

V3 Mobile

名称

1 回の購入限度

V3 Mobile

1個

Ver7.80

価格（税込） 1 円
ＪＡＮコード

バーコード

4571460891294

備考
購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

個別商品の JAN コード 参考用

AhnLab V3 Mobile 3.0
価格 4,167 円（税込 4,500 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください
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コンテンツグループ

2K Games

名称

1 回の購入限度

2K Games

10 個

Ver7.80

価格（税込） 1 円
ＪＡＮコード

バーコード

備考

4571460891263

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

Civilization V: Complete Edition（日本語版）

Civilization: Beyond Earth（日本語版）

価格 4,611 円（税込 4,980 円）

XCOM: Enemy Unknown Complete Edition（日本語版）

価格 5,556 円（税込 6,000 円）

Borderlands 2 Game of the Year Edition（日本語版）

価格 4,611 円（税込 4,980 円）

Borderlands: The Pre-Sequel!（日本語版）

価格 3,685 円（税込 3,980 円）

BioShock Infinite（日本語版）

価格 6,481 円（税込 7,000 円）

Spec Ops: The Line（日本語版）

価格 2,759 円（税込 2,980 円）

The Bureau: XCOM Declassified（日本語版）

価格 2,759 円（税込 2,980 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

価格 1,833 円（税込 1,980 円）
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Ver7.80

コンテンツグループ

PHOENIX DARTS JAPAN

価格（税込） 1 円

名称

1 回の購入限度

備考

PHOENIX DARTS JAPAN

5個

ＪＡＮコード

バーコード

4571219529454

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

Platinum Coiｎ（PC）購入チケット 50Coin 券

Platinum Coiｎ（PC）購入チケット 300Coin 券

価格 463 円（税込 500 円）

Platinum Coin（PC）購入チケット 500Coin 券

価格 1,667 円（税込 1,800 円）

Platinum Coin（PC）購入チケット 1000Coin 券

価格 2,778 円（税込 3,000 円）

有料会員登録チケット 30 日券

価格 4,630 円（税込 5,000 円）

有料会員登録チケット 90 日券

価格 297 円（税込 320 円）

価格 899 円（税込 970 円）

有料会員登録チケット 180 日券
価格 1,797 円（税込 1,940 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください
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Ver7.80

コンテンツグループ

e-SHINBUN（イー新聞） ポイントチケット

価格（税込） 1 円

名称

1 回の購入限度

備考

e-SHINBUN（イー新聞）

10 個

ポイントチケット

ＪＡＮコード

バーコード

4571460891171

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

e-SHINBUN 100 ポイント

e-SHINBUN 500 ポイント

価格 100 円（非課税）

e-SHINBUN 1,060 ポイント

価格 500 円（非課税）

e-SHINBUN 3,180 ポイント

価格 1,000 円（非課税）

e-SHINBUN 5,300 ポイント

価格 3,000 円（非課税）

e-SHINBUN 11,500 ポイント

価格 5,000 円（非課税）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

価格 10,000 円（非課税）
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コンテンツグループ

ゲソコインチケット

名称

1 回の購入限度

ゲソコインチケット

10 個

ＪＡＮコード

Ver7.80

価格（税込） 1 円
バーコード

4571460891003

備考
購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

ゲソコイン 1000 枚
価格 1,000 円（税込 1,080 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください
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コンテンツグループ

ＧＲＥＥプリペイド

名称

1 回の購入限度

GREE プリペイド

1個

Ver7.80

価格（税込） 1 円

ＪＡＮコード

バーコード

備考

4571219528419

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

GREE プリペイド 3000
価格 3,000 円（非課税）

GREE プリペイド 1500

GREE プリペイド 5000

価格 1,500 円（非課税）

価格 5,000 円（非課税）

※GREE プリペイド 1500 は、1389 コイン相当です。
※GREE プリペイド 3000 は、2778 コイン相当です。
※GREE プリペイド 5000 は、4630 コイン相当です。

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください
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コンテンツグループ

Ｍｏｂａｇｅモバコインカード

名称

1 回の購入限度

Mobage モバコインカード

5個

ＪＡＮコード

Ver7.80

価格（税込） 1 円
バーコード

備考

4571219529423

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

Mobage モバコインカード 2000

Mobage モバコインカード 5000

価格 2,000 円（非課税）

価格 5,000 円（非課税）

※Mobage モバコインカード 2000 は、1940 コイン相当です。
※Mobage モバコインカード 5000 は、4850 コイン相当です。

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください
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Ver7.80

コンテンツグループ

ラグナロクオンライン ﾈｯﾄｶﾌｪ 1DAY ﾁｹｯﾄ

価格（税込） 1 円

名称

1 回の購入限度

備考

ラグナロクオンライン ﾈｯﾄｶﾌｪ
1DAY ﾁｹｯﾄ

10 個

ＪＡＮコード

バーコード

4571219524060

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

参考用 個別商品の JAN コード

ﾈｯﾄｶﾌｪ 1DAY ﾁｹｯﾄ
価格 100 円（税込 108 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください
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コンテンツグループ

「RED STONE」ネットカフェ専用便利アイテ
ム

価格（税込） 1 円

名称

1 回の購入限度

備考

「RED STONE」ネットカフェ専
用便利アイテム

3個

ＪＡＮコード

バーコード

4571219521090

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

個別商品の JAN コード 参考用

運命の香水 25 個セット
価格 953 円（税込 1,029 円）

プチポータル・スフィアー[1 時間版]3 個セット

プチポータル・スフィアー[3 時間版]3 個セット

価格 381 円（税込 411 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

価格 477 円（税込 515 円）
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コンテンツグループ

Master of Epic スペシャルシリアル

価格（税込） 1 円

名称

1 回の購入限度

備考

Master of Epic スペシャルシ

10 個

リアル

ＪＡＮコード

バーコード

4571219520055

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ

5500 円

れます。

参考用 個別商品の JAN コード

風神の加護 SP（10 個セット）

ラブペット SP

価格 292 円（税込 315 円）

先人の知恵 SP

価格 292 円（税込 315 円）

匠のワザ SP（4 個セット）
価格 292 円（税込 315 円）

偉人の極み SP

価格 292 円（税込 315 円）

スペシャルチケット SP
価格 292 円（税込 315 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

価格 389 円（税込 420 円）
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コンテンツグループ

新・天上碑 ネットカフェ専用便利アイテム

価格（税込） 1 円

名称

1 回の購入限度

備考

新・天上碑 ネットカフェ専用
便利アイテム

10 個

ＪＡＮコード

バーコード

4571219521021

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

個別商品の JAN コード 参考用

玉真散（50）

雪参丸（50）
価格 50 円（税込 54 円）

玉霊散（50）

価格 60 円（税込 64 円）

玉露丸（50）
価格 70 円（税込 75 円）

牛黄血褐丹（50）

価格 100 円（税込 108 円）

天王護心丹（50）
価格 120 円（税込 129 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

価格 135 円（税込 145 円）
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パンドラサーガ

名称

1 回の購入限度

パンドラサーガ

20 個

Ver7.80

価格（税込） 1 円

ＪＡＮコード

バーコード

備考

4571219520925

購入した商品数量
に関わらずこちらの
バーコードが出力さ
れます。

個別商品の JAN コード 参考用

大蝙蝠の羽（25 個)
価格 186 円（税込 200 円）

ステータスリセットスクロール（1 個)

プレミアム 30 日チケット（1 個）

価格 1,500 円（税込 1,620 円）

匠の金槌（1 個）

価格 1,649 円（税込 1,780 円）

俊敏の香油（30 個）+お試し全能の香油（3 個）
価格 1,250 円（税込 1,350 円）

生命の香油（30 個）+お試し全能の香油（3 個）

価格 232 円（税込 250 円）

万物を繋ぎし鍵（12 個）

価格 232 円（税込 250 円）

※一度発行されたアイテムの返品・交換はできません。発行前に、間違いが無いか、ご確認ください

価格 371 円（税込 400 円）
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