豊かなオーナーズライフを応援する情報誌
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同封のレオマイル明細のお知らせにて、
有効期限別レオマイル残高をお確かめ

7

ください。

特集
特集1

有効期限を過ぎますと景品との交換が
できなくなりますので、くれぐれもご注意

ファースト

ください。

1.0

特集2
9

家 族で楽しむ！
手作りクリスマスパーティー
ヒートショックに備えましょう。
「 我が 家は大 丈 夫？」

7
オーナー様サービス

オーナー会を全 国にて開 催します。
マイル交換

編 集 部がおすすめするグルメランキング

東の幸 V S 西の幸

クラス エル ニュース 2017

特集①

オーナー様サービス

マイル交換

家族で楽しむ！
手作りクリスマスパーティー

特集①

オーナー様サービス

調理中 の 衛生面や危険なことも要チェック！

子どもと一緒に料理をするときの
フォローポイント
お子様と料理をするときは、
火を使う部分などは大
人が担当し、
お子様には粉を混ぜたり、
ケーキの飾り
付けを手伝ってもらいましょう。
衛生面や危険がない
かなどに十分注意して、
楽しいクッキングタイムを過
ごしてください。

クリスマスは、家族が集まって過ごすよい機会。
外食もいいけれど、家族でお料理を作って
手作りのパーティーを楽しんでみては。
お子さまやお孫さんにとっても、

子どもと料理をするときの

マイル交換

注意ポイント

□ まずは髪が落ちてこないように三角巾などを着用しましょう
□ 爪をキレイにしてしっかりと手をあらいましょう
□ お手入れも簡単な、
握りやすく刃の先端が丸い子ども用包丁がおすすめ
デザインや色が可愛らしくてお子様のやる気もアップします
□ お子様の年齢に合わせて
「ちぎる」
「つぶす・もむ」
「入れる」
「混ぜる」
など
まずは出来る作業からでOK

印象に残る１日になるのではないでしょうか。

料 理をおいしく食 べるためにテーブ ルも楽しく飾りつけ！
お子様たちと一緒にクッキングを楽しみましょう

クリスマスムードたっぷりのパーティーメニューを手作りで

シールを利用して手作りピック
お子様方が大好きなシール
（同じ形の
ものを2枚）
とつまようじを使って、
かわいい
ピックを作ってはいかがでしょう。
ケーキや
フルーツ、
ミートローフやサラダなどのお
料理にさして飾り付けます。
小さいお子さ
んには喜ばれること間違いなし!

クリスマスパーティーのお楽しみは、
やっぱりお料理！ お子様やお孫さんたちと一緒に簡
単なクッキングをしてみてはいかがでしょう。
おすすめなのは、
お菓子。
ホットケーキミックスを利用すると、
粉をふるったりする手間も不
要。
さらに炊飯器を使えば、
型がなくても手軽に豪華なケーキが作れます。

炊飯器でドーム型ケーキ
材 料

卵／１個
サラダ油またはバター／大さじ1
牛乳／180cc

2

お箸が上手に使えるようになる
5・6歳以降の子には、
ナプキンを
折り畳んで作る、
割り箸袋なども
おすすめです。
クリスマスモチー
フのシールを貼れば、
いっそう雰
囲気がアップ。

ホットケーキミックス／200g
ホイップクリーム
（市販品）／適量
フルーツ
（いちご、
キウイなど）／適量

はちみつ／大さじ1
1

炊飯器の釜にサラダ油を入れて内側に塗り、卵を割り
入れて軽く泡立てる。

2

次に牛乳とはちみつ、
ホットケーキミックスを入れ、
ダ
マができないように泡立てる。

3

紙ナプキンで作る割り箸袋

白米モードで炊く。
出来上がったら竹串を刺し、生地
がついてくるときは、
もう一度炊き直す。

● 子供と作るワンポイント!
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イチゴは半分に、
キウイはスライスしておく。

きれいに仕上がらなくても気にせずに、
お子様の好きな作業を
させてあげましょう。
楽しむことが第一です。

5

スポンジケーキの粗熱が取れたら半分に切り、
ホイッ
プクリームとフルーツで飾り付ける。

手作りケーキにテーブルの飾りつけも完璧！
クリスマスディナーはプロの味を
楽しみたい方にぴったり！

〈クラス エル 会員特典〉

ご注文料金より

1,000円OFF

プライムシェフ
フードプロデューサーや食に詳しいスタッフが1,000名以上の
候補から厳選した本格派の出張シェフを自宅に呼べるサービス。
食材の用意・調理・盛付から片付けまで対応してもらえます。
シェフ探しやメニュー決め、
支払いまで、
予約はすべてスマホでOK!
https://www.class-l.jp/classl/courtesy/primechef/
詳しくはクラス エル ウェブサイトよりご確認ください。
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特集②

オーナー様サービス

特集②

マイル交換

オーナー様サービス

もうひとつ、
トイレもヒートショックのリスクが
高い場所。

年末年始特集

特に冬の深夜のトイレと、寝室では温度がかなり

ヒートショックに備えましょう。
「 我 が 家は大丈 夫？」

違います。寝具の中でぬくぬくと寝ている状態か
ら、起き上がって寒いトイレに行く……この時に
生じる寝具とトイレの温度差はなんと20度以上

我が家のヒートショックリスクと対策

はどうなのか、
チェックしてみましょう。

こと。冬の時期に、暖かい部屋から寒い場所に行く時などに多く起こりがちで、亡くなる方
も多い事故なのです。お住まいにおけるヒートショックのリスクは大丈夫でしょうか？

●

家庭内でヒートショックが起こりやすいのは入
1『暖かいリビングから寒い洗面所に移動し

て、服を脱いだ時』体が寒さを感じて血管が

交通事故死者よりも多い家庭内事故死者

交通事故による死者は年々減少している

連による急死が全体の約30％を占めておりま
す。
ヒートショックは高齢者に多いと思われが

ているという現実をご存知でしょうか？
（図１）

ちですが、実は若い人にも起こりうるリスクが

家庭内事故死

14,000

4,000

Point3

浴室はあらかじめ温めら

●乾燥した室内
冬は空気が乾燥しており、部屋の湿度
はかなり低い状態です。
ずっとその状態
の部屋にいると、体から水分が失われて
いくことに。冬は汗をかかないので水分
補給を特に意識しないでいることが多
いため、隠れ脱水の状態になることがあ
ります。

れる設備がありますか？
Point4

お酒を飲んでから入浴
する習慣がありますか？

Point5

トイレに暖房器具が設
置されていますか？

【Point別の対策法】

対策

Point1

などを設置してあらかじめ温めておきましょう。
居間など暖房を使う部屋とつながっている場合
は、脱衣所のドアを開けて温かな空気を取り入
れて温度を上げておきます。
その他チェックシートの解説はウェブマガジンで
紹介しています。
ぜひご覧ください。

部屋の湿度を上げましょう。

加湿器を置く、洗濯物を部屋干しするな
ど、部屋の湿度を上げるように工夫しま
す。
湿度は50〜60％くらいが最適です。
また、室内より外気のほうが湿度が高い
ので、時々窓を開けて換気をすることに
よって、湿度を上げることができます。
1時間に1回を目安に窓を開けましょう。

ならない環境づくりに

湯船からあがり、
脱衣所の寒さで
急激に血圧が上昇
浴槽につかり、
急激に血圧が低下

①
1

低

揃っています。
②

③

3

【デロンギ】
セラミックファンヒーター
景品番号
レオマイル

入浴後

～

着衣

浴室退室

入浴

～

役立つ景品も

2
浴室入室

出典：総務省統計局 人口動態統計、厚生労働省 人口動態統計より作成
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暖房器具などにもリスクが潜んでいます

ので、
ご注意ください。

ヒートショックに

ここが危険
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ヒートショックの対策として使用する

脱衣所に暖房器具が設

脱衣所が独立している場合は、専用のヒーター

急降下します。

ここが危険

血圧

入浴前

2,000

対策法がありますので、
ご確認ください。

3『湯船から上がった時』
血管が拡張した状態

寒さで
急激に血圧が
上昇

交通事故死

Point2

図2 冬場の入浴時の血圧変動

10,000
6,000

それぞれのチェックにあてはまる場合には、各

発作を起こすことがあります。

12,000
8,000

分な注意が必要です。

で急に立ち上がると、立ちくらみや失神、心臓

(人) 18,000
16,000

ていませんか？

ていたら、
それが危険。冬の入浴やトイレには十

た体がお湯につかると血管が拡張し、血圧が

どがありますが、
その中でもヒートショック関

熱中症というと、夏に起こるものと思っ

脱衣所は独立していま
すか？

もすぐに熱いお風呂に入れば大丈夫などと思っ

2『温かな湯船に入った時』
寒くて緊張してい

あるので、
しっかりとした対策が必要です。

図1 交通事故死者数及び家庭内事故死者数の推移

冬は寒いのは当たり前、脱衣所でぶるっとして

収縮し、血圧が急激に上がります。

一方で、家庭内事故による死者は年々増加し
この家庭内事故死とは主に転倒や転落な

住まいに潜むヒートショックのリスク

浴時です。
ここには３つのリスクがあります。
（図2）

本格的な寒さを迎える前に、
しっかり知っておきましょう。

Point1

置されていますか？

あらためて、我が家のヒートショックのリスク
●

冬も油断できない、
熱中症の恐れ

自宅のヒートショックリスク、
チェックシート

うことに……。
●

ヒートショックとは、急激な温度の変化によって、失神、心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こす

あなたの自宅は
大丈夫?

もあるのです。短時間に生じる急激な温度変化
により、血圧の急激な変化が起こり、倒れてしま

マイル交換

※景品は品切れになる場合がございます
ので、お早めにお申込みください。

TE7L-06000
13,300LM

●サイズ：(約)幅23×奥行16×高さ27cm●重量：
1.6kg●電圧/周波数：AC100V/50・60Hz●電力切
替(段階)：3

【デロンギ】
マルチダイナミックヒーター
景品番号
レオマイル

TE7L-01000
72,000LM

●サイズ：(約)幅27.5×奥行35.5×高さ66.5cm●重量：
8.5kg●電圧/周波数：AC100V/50・60Hz●消費電力：
900W●電力切替(段階)：3

【日立】
コンパクト電機温風器
景品番号
レオマイル

TE7L-07000
8,500LM

●サイズ：(約)幅17.2×奥行13.4×高さ24.9cm
●重量：約1.4kg●タイマー：無●消費電力：600W

年内（12月22日まで）のお届けをご希望の方は11月27日までにお申し込みください。 景品お届け期間 年内12月22日迄・年始1月12日から
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オーナー様サービス

特集

マイル交換

オーナー会を全国にて
開催します。

オーナー様サービス

特集

ご子息・ご息女と、アパート事業や将来の相続について、情報を共有するタイミングがなかなか難しいとの声を頂き、
次世代のオーナー様向けに、当社の仕組みやアパート経営についてのご説明をお手伝いさせて頂きます。

事 業 承 継 サ ポ ート

開催期間：2017年11月〜2018年2月まで

次

レオパレス21では、オーナー会を通して当社への理解を深めていただくとともに、オーナーの皆様の声を直接お聞きし、サービス改善・

決算概要ならびに各事業

普段はなかなかご家族のなかで情報の共

の取り組みと今後の展開

有ができない資産や相続について、
この機

についてご 説 明し、オー

会にお子様
（承継者）
にもご参加いただき、

ナー様と当社の相互理解

理解を深める場としてご活用ください。遠

を促進する場としてまいり

隔地にお住まいのご家族は、居住地近郊の

ます。

オーナー会へご参加いただけます。

参加されたオーナー様の

声

レオパレスの現状の情報を得られるだけで

久しぶりに参加しましたが、内容がたいへ

場や、
オーナー同士の交流が持ててよかっ

なく、他のオーナーの意見、税務相談、時代

んわかりやすくなっていたこと、次世代オー

たと思います。
日頃気になっていた点も率直

の変化に対応した新しい賃貸への取り組

ナーに対する取り組みの説明もあったこと

に質問でき、
すっきりしました。

みなど、勉強になることが多いですね。

など、有意義な内容に満足しました。

オーナー会説明資料はクラス エル ウェブサイト
（http://www.class-l.jp）内の
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0120 - 082-991

事業承継
そもそもレオパレス21
のこともよく知らない

次世代のオーナー様

主なご 説 明 内 容

建 物 賃 貸 借 契 約 書と、
建物管理契約の内容を
含めた、一括借上システ
ムについて

管理体制
建物修繕に関する取り
決め事項、当社の運営
体制、
オーナー様の各種
手続きについて

入居者募集・
契約
入居者の募集方法、他
社とは違う独自のサー
ビスについて

入居者管理

建物管理

24時間365日対応して
いるサービスセンター、
滞納者への対応を含め
た入居者管理について

物件状況を調べた定期
点検報告書、入居率や
各 部 屋のメンテナンス
状況等について

レオパレス21では、オーナー様と次世代オーナー様の架け橋となるような機会を設けています。

〈 2018年2月〜 開催いたします ! 〉

にて、事前にご覧いただけます。
「マイメニュー※要ログイン」

す。支店担当者がご自宅へお伺いし、契約内容や建物管理状況についてご説明いたし
ます。その他、
アパート経営の疑問や不明点もご相談ください。

賃貸住宅

次世代オーナー会

オーナー会説明資料はクラス エルウェブサイトに掲載します。

開催に関する詳細は各支店担当者またはオーナー様専用ホットライン
までお問い合わせください。

オーナー様

ご契約内容

をお届けします !

食事をしながらざっくばらんな意見交換の

ご参加は予約制となります。

事業承継に
興味を持って
もらえない

ご家族でご参加ください

オーナー様とご家族(後継者様)の皆様のアパート事業承継をお手伝いさせて頂きま

レス 2 1 が 支
レ オ パ 賃 貸 住 宅 える
経営の
代への
世
承継
の

向上に取り組みたいと考えています。ご意見ご要望、不安や疑問をお聞かせください。

近況報告をいたします

マイル交換

親子での情報共有が難しいという声にお応えして、次世代の方に事業やシステムの理
解を深めていただけるように、主要都市で
「次世代オーナー会」
を開催いたします。全国
どの会場でも、ご自由にご参加いただけます。ご子息・ご息女様だけ、
または、親子で、
どうぞお気軽にお越しください。

受付時間／10:00〜19:00
（水曜日 10:00〜18:00）

お問い合わせ・お申込み

クラス エル コンシェルジュデスク

0120 -749-073
ナ

カ

ヨ

ク

オ ー ナ ー サ ン

受付時間／9:00〜18:00
（当社指定定休日を除く）
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特集

オーナー様サービス

マイル交換

日 常 生 活 の お 困 りご と は

オーナー様サービス

特集

ご存知ですか?

に

おまかせ !

年内（12月29日まで）の実施をご希
望の方は2017年12月17日までに
お申込みください。
※ 12月30日〜2018年1月3日の間は受付
できませんのご了承ください。

レオマイル は
1 2 0 種 類 以上 の ポイント と
交 換 可 能 です。
Gポイントを経由して、航空マイルや電子マネーポイントなど

お好きなポイントに交換

マイル交換

期間限定

（2018年1月3日申し込み分まで）

少額マイルで

交換可能 !

650LM →

500G !

お助けマイスターは多くのオーナー様に選ばれ、ご利用いただいています。その理由とは？
理由

1

安心

どんなお困りごとでもご相談いただけます。

理由

3

信頼

サービス品質に自信があります。

壁紙・絨毯の張り替えからエアコンやお風呂・キッチン

レオパレス21独自の認定資格（マイスター資格）
を有するスタッフ

などの清掃、
庭木の剪定や雑草の駆除、
お墓掃除など、

が伺います。作業する人によって清掃品質にバラツキのないよう、

暮らしのお困りごとは何でもご相談ください。

加えて、全国の協力業者との提携により、
あらゆるニーズに細やか
に対応できる体制を整えています。

理由

2

お得

料金表（税込）

特別価格にて提供しております。

一般的な清掃サービス業者の料金などに比べて、オーナー様のた
めの「お助けマイスター」ではサービスとしてお得な価格設定で
承っています。
たとえば、清掃料金の場合、清掃箇所ではなく、清掃時間をベースにし
た料金設定ですので、清掃の難易度で料金が変わることがありません。
お問い合わせ・お申込み

8

クラス エル コンシェルジュデスク

基本料金
作業時間
料金
1時間まで
5,400円
2時間まで
8,640円
3時間まで
10,800円
6時間パック
21,600円
作業時間

追加料金

15分毎延長

料金
1,080円

6時間パックが

カ

ヨ

ク

オ ー ナ ー サ ン

（当社指定定休日を除く）

Gポイント

提携先ポイント

景品コード

レオマイル→Gポイント数

LX7L-01000

650LM→500G

※Gポイントの保有上限は30万ポイントとなります。交換の際は事前にポイント保有数の御確認をお願いします。

〈クラス エル ウェブサイト TOPページ〉

お得です!

受付時間／9:00〜18:00

レオマイル

景品名

STEP

1

STEP

2

※ 左記以外の作業時間は、別途お見
積りします。
※ 左記料金は、スタッフ1名あたりの
金額となります。
※ 消費税は8%で表示しています。税
率が変更になった場合、変更後の
税率を適用させていただきます。
※ ご注文内容によりレオマイルがご利
用いただけない場合がございます。

0120 -749-073
ナ

で

120種類以上のポイントと

Gポイント
（2018/1/3まで）

交換方法

レオマイルが利用できます

１Gポイント＝１円相当
交換できる便利なポイント

全国統一されたマニュアルに基づき、
いつも安定した高品質な清掃
クオリティを実現しています。
また、清掃以外のサービスについては、
レオパレス21のスタッフに

お風呂
清掃

Gポイント
とは

STEP

3

STEP

4

STEP

※お申し込みはクラス エル ウェブサイトからのみの受付となります。

5

レオマイル交換ページよりGポイント景品コードを入力し検索して
お申し込みください。
登録したメールアドレスにGポイントギフトURLが届きます。

※お申し込みからメールが届くまで約1カ月程度かかります。

STEP2のURLにアクセスしてGポイント会員ログイン。

※Gポイント会員登録が必要になります。すでに会員の方はGポイントID、パスワードを入力してください。

ログインすると交換したGポイントが獲得できます。
ポイントが表示されれば完了です。

※お好きなポイントに交換してご利用ください。
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特集

マイル交換

オーナー様サービス

特集

マイル交換

オーナー様サービス

年内（12月22日まで）のお届けをご希望の方は11月27日までにお申し込みください。

景品お届け期間 年内12月22日迄・年始1月12日から

限定400食

神戸ビーフ しゃぶしゃぶ用

北海道 新巻鮭姿切身

お口に入れたらとろけそうな霜降りロースを
しゃぶしゃぶであっさり召し上がっていただけ
ます。赤身の旨味と脂身の香りが溶け合うまろ
やかさ、
上品なコクをご堪能下さい。

北海道で水揚げされた秋鮭を新巻加工。鮭の
姿そのままに切身加工し半身ずつパックしお届
けいたします。
食べやすく、
保存にも便利です。
北海道産新巻鮭姿切身
景品番号

EF7L-01000

神戸ビーフ しゃぶしゃぶ用
レオマイル

8,000LM

景品番号

●内容量：新巻鮭姿切身（半身）1kg×2枚●賞味期限：冷凍60日●原産地：北海道●冷凍便でお届け

EF7D-16000

レオマイル

8,600LM

●内容量：ミックス（モモ・バラ）400g●賞味期限：冷凍25日●原産地：兵庫県●冷凍便でお届け

限定200食

ほたて松前 500g×2樽
景品番号
レオマイル

RF7L-01000
5,300LM

●内容：ほたて松前500g×2●アレルギー品目：小
麦・乳・大豆・いか●賞味期限：冷凍90日目安●お申込
み期限：2018年3月30日まで

燻製職人セット
（サーモン・鯖・ホタテ）
景品番号
レオマイル

AF7L-01000
5,900LM

●内容量：海峡サーモン120g、鯖の冷燻170g、帆立
の冷燻70g●賞味期限：冷凍180日●原産地：青森県
●冷凍便でお届け

【仙台 陣中】
特選・上タン塩塩麹熟成
景品番号
レオマイル

HF7L-01000
13,400LM

●内容量：450g●賞味期限：冷凍120日●原産地･加工
地：日本●冷凍便でお届け●お申込期限：12月4日まで
●お届け期間：1月31日まで

米沢牛 焼肉用
景品番号
レオマイル

EF7D-20000
7,800LM

●内容量：肩400g●賞味期限：冷凍25日●原産地：
山形県●冷凍便でお届け

【福井・津田孫兵衛】
若狭ぐじ塩釜焼・味噌漬 詰合せ
景品番号
レオマイル

AF7D-25000
20,300LM

景品番号
レオマイル

●内容量：若狭ぐじ姿塩釜焼昆布風味（木槌付）×1、若狭
ぐじ味噌漬×6●賞味期限：冷蔵6日●原産地：
【甘鯛】若
狭湾沿岸●冷蔵便でお届け

【熊本・森からし蓮根】
からし蓮根5本セット

のどぐろの開き
CF7D-06000
7,100LM

●内容量：のどぐろの開き14尾●賞味期限：冷凍60日
●原産地：島根県産【のどぐろ（赤むつ）】●冷凍便でお
届け

景品番号
レオマイル

AF7L-04000
7,300LM

●内容量：からし蓮根280g×5●賞味期限：冷蔵10
日●冷蔵便でお届け

【博多紀久屋】
昆布漬辛子明太子
景品番号
レオマイル

EF7D-36000
4,800LM

●内容量：350g ●賞味期限：冷凍55日 ●加工地：
福岡県（スケトウダラの卵/ロシア・アメリカ産）
【小麦・カ
ニ】●冷凍便でお届け

限定200食

北海道あんこう鍋セット
景品番号
レオマイル

RF7L-02000
4,700LM

●内容：あんこう1kg（北海道産）、スープの素80g×
2、昆布1枚●アレルギー品目：小麦●賞味期限：冷凍
90日●お申込み期限：2017年12月26日まで
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石狩鍋
（4～5人前）
景品番号
レオマイル

AF7L-05000
13,200LM

●内容量：ゆでたらばがに脚500g、秋鮭切身250g
（4切）、ゆで帆立・秋鮭白子各100g、秋鮭アラ50g、
バター8g×3、カットコーン×4、いももち×8、ラーメン
180g、鍋用味噌30g×5●賞味期限：冷凍30日●冷
凍便でお届け

秋田県大潟村産特別栽培米
あきたこまち(無洗米)

北海鍋(しお味)
景品番号
レオマイル

EF7L-04000
6,800LM

●内容量：ボイルズワイガニカット300g×1袋、ボイル
甘えび×6、ボイル帆立･かに入つみれ各3、油揚げ×2、
ツボ抜するめいか･ボイルつぶ貝60g･ラーメン80g各
1、たれ付●賞味期限：冷凍25日●加工地：北海道【小
麦･卵･エビ･カニ】他●冷凍便でお届け

景品番号
レオマイル

EF7D-54000
11,000LM

●内容量：10kg（5kg×2）●原産地：秋田県●常温便
でお届け

【博多華味鳥】
もつ鍋セット
景品番号
レオマイル

HF7L-03000
7,500LM

●内容量：もつ鍋スープ600g・鶏ハラミ100g各2、牛
小腸150g・華つくね200g・ちゃんぽん麺180g・薬味
16g各１●賞味期限：冷凍180日間●原産地･加工地：
日本●冷凍便でお届け●お申込期限：12月4日まで
●お届け期間：1月31日まで

【熊本県産天草大王】
鶏鍋セット
（3～4人前）
景品番号
レオマイル

AF7L-06000
7,300LM

● 内 容 量：天 草 大 王 鶏 肉 4 0 0 g 、天 草 大 王つみ れ
100g、天草大王スープ200g、おし包丁麺160g×2、
ゆず胡椒10g●賞味期限：冷凍30日●冷凍便でお届け

定温熟成長崎ちゃんぽん
景品番号
レオマイル

AF7D-36000
4,700LM

●内容量：ちゃんぽん麺（乾麺）80g・スープ20g各16
●賞味期限：常温300日●常温便でお届け

【大阪前田製菓】
丹波黒種黒豆おかき 絆
景品番号
レオマイル

ES7L-01000
4,000LM

●内容量：サラダ・海老各18枚●賞味期限：常温180
日●加工地：日本（米/日本・タイ産）
【エビ】●常温便で
お届け
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特集

全国から家族団らんで楽しめるグルメ

グルメ

千葉県勝浦産金目鯛姿煮
景品番号

AF7L-02000

マイル交換

オーナー様サービス

国産黒毛和牛 すき焼用
レオマイル

7,200LM

●内容量：金目鯛姿煮350g×2●賞味期限：冷凍90日●冷凍便でお届け

景品番号

特集

な銘品を集めました。

年内（12月22日まで）のお届けをご希望の方は11月27日までにお申し込みください。

景品お届け期間 年内12月22日迄・年始1月12日から

【長野・こばやし】
伝承の干麺

【カネサン佐藤水産】
たこ・かにしゃぶセット

EF7D-18000

レオマイル

6,000LM

●内容量：ミックス（モモ・肩・バラ）500g、割下付●賞味期限：冷凍55日●原産地：日本【小麦】●冷凍便でお届け

景品番号

CF7L-01000

マイル交換

オーナー様サービス

レオマイル

22,400LM

●内容量：たこスライス500g、生たらば脚肉500g、生ずわい脚肉500g、しゃぶしゃぶのたれ4袋・昆布付●賞味期限：
冷凍30日●原産地：北海道、ロシア、アメリカ、カナダ●冷凍便でお届け

景品番号

AF7D-34000

レオマイル

3,500LM

●内容量：そば（乾麺）200g×4●賞味期限：常温365日●常温便でお届け

限定200食

パテとテリーヌセット
景品番号
レオマイル

EF7L-03000
6,600LM

●内容量：レバーパテのオペラ風50g×3、パテドカン
パーニュ50g･ポークとナッツのテリーヌ50g各2●賞
味期限：冷凍180日●加工地：日本【小麦･卵･乳】●冷
凍便でお届け

【新潟・ゆのたに手づくり村】
銘水杵つきもち
景品番号
レオマイル

AF7D-37000
4,100LM

●内容量：白もち300g×6●賞味期限：常温365日
●常温便でお届け
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【鮨蒲本舗 河内屋】
鮨蒲5種詰合せ
景品番号
レオマイル

CF7L-02000
6,500LM

●内容量：鮨蒲(穴子・紅鮭・さより・うに・甘えび)各1
●賞味期限：冷蔵25日●日本製●冷蔵便でお届け

【八戸美保野ポーク】
豚ロースみがき大豆味噌たれ漬け
景品番号
レオマイル

CF7D-04000
4,800LM

●内容量：ロース味噌たれ漬け110g（固形量75g）×
6●賞味期限：冷凍90日●原産地：青森県●冷凍便で
お届け

ボイルたらばがに笹切
景品番号
レオマイル

HF7L-02000
12,300LM

●内容量：ボイルたらばがに笹切800g×1、かに酢
20g×2●賞味期限：冷凍60日●原産地：ロシア・ア
メリカ●冷凍便でお届け●お申込期限：12月4日まで
●お届け期間：1月31日まで

【ハング】
ローストビーフ
景品番号
レオマイル

EF7D-14000
4,700LM

●内容量：400g、ソース付●賞味期限：冷凍80日
●加工地：日本（モモ/オーストラリア産）
【小麦】●冷凍
便でお届け

車海老味噌漬
景品番号
レオマイル

【ぎおん割烹 なか川】
ぶどう豆煮
AF7L-03000
10,600LM

●内容量：車海老味噌漬60g×13●賞味期限：冷凍60
日●原産地：熊本県、沖縄県（養殖）●冷凍便でお届け

札幌ラーメン
「銀波露」
12食
景品番号
レオマイル

EF7D-51000
3,800LM

●内容量：とんこつ味噌（麺130g×1、スープ付）×12
●賞味期限：常温22日●加工地：日本（店主監修）
【小
麦・卵】●常温便でお届け※生麺です

景品番号
レオマイル

CF7D-02000
4,700LM

●内容量：ぶどう豆煮150g（固形量90g）×2 ●賞味
期限：常温90日●常温便でお届け

【浅草今半】
牛肉佃煮小箱セット
景品番号
レオマイル

EF7L-02000
7,300LM

●内容量：牛肉すきやき60g･牛肉やわらか煮70g･牛
肉ごぼう60g･牛肉れんこん60g･牛肉まいたけ60g･
牛肉しいたけ70g各1●賞味期限：常温270日●加工
地：日本【小麦】●常温便でお届け

昆布セット
景品番号
レオマイル

【京大和】
瓶詰詰合せ
EF7D-57000
5,200LM

景品番号
レオマイル

CF7L-03000
5,600LM

【レストランブレンド】
ビーフシチュー
景品番号
レオマイル

EF7D-41000
2,600LM

●内容量：釧路産長昆布100g×2、道南産真昆布
100g×1●賞味期限：常温365日●原産地：北海道
●常温便でお届け

●内容量：丹波くろ豆180g、栗甘露煮160g●賞味期
限：常温180日●常温便でお届け

●内容量：200g×3 ●賞味期限：常温730日 ●加工
地：日本【小麦・乳】●常温便でお届け

濃厚チョコレートケーキ4号

オレンジレアチーズケーキ4号

タルトセット

景品番号
レオマイル

AS7L-01000
4,900LM

●内容量：濃厚チョコレートケーキ（4号サイズ）●賞味
期限：冷凍90日●冷凍便でお届け

景品番号
レオマイル

AS7L-02000
4,900LM

●内容量：オレンジレアチーズケーキ（4号サイズ）●賞
味期限：冷凍90日●冷凍便でお届け

景品番号
レオマイル

ES7L-02000
4,200LM

●内容量：タルト直径約8cm(渋皮栗モンブラン･ブ
ルーベリー･ポンム(りんご)･フルーツ･フロマージュ･
抹茶各1)●賞味期限：冷凍30日●加工地：日本【小麦
･卵･乳】●冷凍便でお届け
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特集

マイル交換

オーナー様サービス

特集

ご 家 族 で 楽 し め る レジャーやサロンのようなお手入れで充実 した
PICK UP

ひとときが実現。

年内（12月22日まで）のお届けをご希望の方は
11月27日までにお申し込みください。

PICK UP

PICK UP

要予約

クライミングジム GRAVITY
RESEARCH(グラビティリサーチ)
ボルダリング体験(90分) 2名様
景品番号
レオマイル

景品番号
レオマイル

RT7L-04000
5,400LM

●チケット有効期限：約5ヵ月●レンタル込●営業時
間・定休日/店舗により異なりますのでHPでご確認く
ださい。

東京ジョイポリス パスポート
（入場料＋
アトラクション乗り放題） 2枚
RT7E-14000
7,300LM

●予約不要●チケット有効期限：約3ヵ月●営業時間
/10：00〜22：00(最終入場21：15)●休館日：
2018/1/18

オービィ横浜 パスポート
（入館料+フ
リーパス） 2枚

RT7L-01000
10,800LM

●チケット有効期限：約5ヵ月●内容：講習+サバイバ
ルゲーム体験3時間程度※装備に関しては、店舗までお
問い合わせください。●営業時間・定休日/店舗により異
なりますのでHPでご確認ください。

景品番号
レオマイル

RT7L-02000

レゴランド・ディスカバリー・センター東京
入場券 2枚
景品番号

4,400LM

レオマイル

●予約不要●チケット有効期限：約 2ヵ月 ●営業時
間/(4/1～10/31)10：00～20：00(11/1～
3/31)10：00～18：00※特別営業時等利用不可●休
館日：なし

RT6D-01000
5,000LM

● 予 約 不 要 ● チ ケット有 効 期 限 : 約 2ヵ月 ● 営 業
時間:平日10:00~20:00※最終入場18:00、土
日祝10 : 0 0 ~ 21: 0 0※ 最 終 入 場19 : 0 0 ● 休 館
日:2018/1/18

コニカミノルタプラネタリウム“満天”
入館引換券 1枚

要予約

景品番号
レオマイル

RT7L-03000
1,600LM

●予約不要●チケット有効期限：約2ヵ月●11：00
の回～20：00の回●定休日：年中無休（作品入替・機
器メンテナンス期間は休館）※窓口で時間指定のチケッ
ト引換えが必要となります。ヒーリングプラネタリウム、
雲シート、芝シート、その他一部のプログラムは引換え
ができません。

はり重 すき焼きディナー ２名様プラン
景品番号
レオマイル

RX4E-25000

景品番号
レオマイル

レオマイル

要予約

RT7E-16000 他
10,800LM

●予約不要●チケット有効期限：約３ヵ月●イオンシネ
マ／ユナイテッド・シネマ（シネプレックス）／109シネ
マズ&ムービルの3つの映画館からお好きな映画館を
1つお選びいただけます。※おひとり様１作品に限り有
効。※他の割引との併用は不可。※特別興行、特別席等、
一部ご利用いただけない場合、または追加料金が必要
な場合があります。

マダム・タッソー東京 入場券 2枚
景品番号
レオマイル

RT7E-13000
4,200LM

● 予 約 不 要 ●チケット有 効 期 限：約 2ヵ月●営業時
間/平日11：00〜20：00(最終入場19：00)、土日
祝10：00〜20：00(最終入場19：00)●休館日：
2018/1/18

ツキ シュール ラメール ディナー
２名様プラン
景品番号
レオマイル

RX4E-27000
20,800LM

●チケット有効期限：約5ヵ月●利用時間／18：00〜
21：00（最終入店）●定休日：無休※貸切ウエディン
グパーティでご予約できない場合がございます。

11,200LM

レオマイル

ファンタジーキッズリゾート全店舗共通
１日遊び放題 入場券 2枚
景品番号

景品番号
レオマイル

4,500LM

●サイズ：直径98×高さ290mm●重さ：385g●容
量：1.3L(浄水部0.43L)●フィルター交換目安：4週間
または150リットル●除去物質：遊離残留塩素、総トリ
ハロメタン、2-MIB(かび臭)、CAT、テトラクロロエチレ
ン、トリクロロエチレン、ブロモジクロロメタン、ジブロモ
クロロメタン、ブロモホルム●離島・沖縄配送不可

RE7E-01000
60,000LM

●本体サイズ（高さ×幅×奥行き）
：245×78×97mm
●本体重量：630g●ケーブルコードの長さ：1.9m●
消費電力：1200W●電源・電圧：100V●マイナスイ
オン●アクセサリー：スムージングノズル、スタイリング
コンセントレーター、ディフューザー●付属品：収納スト
ラップ、滑り止めマット●メーカー保証：2年間●離島・
沖縄配送不可

要予約

リラクゼーションスペース ラフィネ
リフレクソロジー（もしくはハンドリフレ
クソロジー）
20分＋ボディケア30分
1名様プラン

レオマイル

ダイソン ドライヤー

RR7L-02000

4,700LM

● 予 約 不 要 ●チケット有 効 期 限：約 2ヵ月 ● 営 業
時間/10:00～19：00/20:00（最終入場17：
00/18:00）●休館日：2018/1/17・18、2/7・8（天
保山マーケットプレイス休館日に準ずる）

レオマイル
景品番号

景品番号

PICK UP

景品番号

レオマイル

RB6L-04000

RT7E-11000

3,600LM

映画鑑賞券 6枚

BRITA フィル＆サーブ
カートリッジ3個付き

レゴランド ®・ディスカバリー・センター大阪
入場券 2枚
景品番号

20,800LM

●チケット有効期限:約5ヵ月●お食事内容：ウェルカ
ムドリンク（ビールもしくはソフトドリンク）、付きだし、
すき焼き、御飯、香の物、デザート※季節により内容が
一部変更になる場合がございます。●利用時間/17：
00〜22：30（LO21：15）●定休日:毎週火曜日、
2018/1/1～1/2

フェイシャルフィットネス
パオ＜ホワイト＞

【本体】●サイズ：約W540mm×D65mm×H35mm
【マウスピース】サイズ：約W43mm×D36mm×
H40mm【マウスピースケース】●サイズ：約W64mm
×D70mm×H45mm【バランスウェイト】●サイ
ズ：約W61mm×D28mm×H9mm●重量：18g
×2個、23g×2個、28g×2個【ポーチ】●サイズ：約
W118mm×L600mm●製造国：日本（バランスウェ
イト、ポーチは中国製）●取扱説明書、保証書（1年）、使
い方ガイド●離島配送不可

RT6H-03000

●予約不要●チケット有効期限：発送から約3ヵ月●営
業時間：月〜木 9:00〜21:00(最終入館20：00)金〜
日・祝・祝前 9:00〜22:00(最終入館21：00)●休館日：
2018/1/1
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景品番号
レオマイル

サンシャイン水族館 入場券 2枚

イメージ

景品番号

レオマイル

サバイバルゲームフィールドASOBIBA
サバイバルゲーム体験 2名様

8,800LM

レオマイル

景品番号

要予約

RT7E-04000

●予約不要●チケット有効期限：約3ヵ月●バスタオ
ル、フェイスタオル有料●ユネッサン（水着入浴）、森の湯
（裸入浴）どちらもご利用いただけます。●営業時間／
ユネッサン9：00〜19：00森の湯11：00〜20：00
※最終入場は営業終了１時間前

景品お届け期間 年内12月22日迄・年始1月12日から

ビューティー

レジャー

箱根小涌園ユネッサン パスポート
(ユネッサン＆森の湯) 2枚

マイル交換

オーナー様サービス

RT7E-10000
2,500LM

●予約不要●チケット有効期限：約５ヵ月※初回のお
客様のみ初回年会費無料※休日平日兼用入場券で
す。●対象店舗：新さっぽろ店、海老名店、稲毛店、印西
店、武蔵村山店、福岡店、筑紫野店、名古屋北店●利用詳
細は公式ＨＰよりご確認ください。

RX4E-09000
5,200LM

●チケット有効期限：約5ヵ月●リフレクソロジー（もしくはハ
ンドリフレクソロジー）約20分＋ボディケア約30分●全国約
530店舗でご利用できます。
（2017年7月現在）●営業時間・
定休日/各店舗に準ずる●お客様の体調によりケアできない場
合がございます。店舗にて体調の確認をさせていただき、ご署
名をいただいております。

SodaStream/ソーダストリーム
Spirit (スピリット) スターターキット
景品番号
レオマイル

RR7L-01100 他
15,200LM

●ソーダメーカー本体x1●ガスシリンダー約60リッ
トル用x1●専用1リットルヒューズボトルx1●専用
500mlヒューズボトルx1●取扱説明書x1●安全
ガイド及び保証情報x1●ソーダメーカー保証書x1
●サイズ( 約 ) : W 13×H 4 2×D 18 . 5 c m ● 重 量
(約):1,100g●カラー：ホワイト、レッド、ブラック●離
島・沖縄配送不可

ヤーマン スカルプドライヤー(ブロンズ)
景品番号
レオマイル

RB7L-01000
19,800LM

●カラー：シャンパンブロンズ●外形寸法：約W112×
D194×H297mm(本体のみ)●製品質量：約630ｇ
(本体・電源コード含む)●電源コードの長さ：約1.8ｍ
●付属品：スカルプヘッド(大)、スカルプヘッド(小)、
セット用ノズル●定格電源：AV100V 50-60Hz●原
産国：中国●離島・沖縄配送不可

● 休館日、
営業時間等は各施設ホームページにてご確認ください。
● 休館日、
営業時間等は予告なく変更となる場合がございます。

● 予約必要施設について、
ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。
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