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平成30年7月豪雨災害支援義援金募集のお知らせ
この度、平成30年7月豪雨災害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
クラス エルでは、2018年7月に発生した西日本地方における断続的な大雨により、被災された方々を支援
するため、募金、義援マイルを受け付けております。ご支援・ご協力をお願い申し上げます。
詳しくはクラス エルサイトを御確認ください。
https://www.class-l.jp/webmagazine/info/gienkin-201807/index.html

クラス エル ニュース 8 162018

この度は、オーナーの皆様にはご心配、ご迷惑をお掛けする事態となり、心よりお詫び申し上げます。
本件につきまして、オーナーの皆様に不備の状況、調査方法、期間等をご報告させて頂く場を設けさせて頂きましたので、どうぞご参加
いただきますようお願い申し上げます。また、下記弊社ホームページの特設ページにて随時情報を更新しておりますので、御確認ください。

当社施工物件における界壁施工不備の対応について

●特設ページについて
現在、調査および補修工事に全社総力を上げて取り組んでおります。進捗、取
り組み状況は特設ページにてご確認いただけます。

オーナー報告会開催のご案内
～2018年12月まで

●各種お問い合わせはオーナー様ホットラインまで

●オーナー報告会の詳細はクラス エルサイトからご確認ください

0120-082-991特設ページ http://www.leopalace21.co.jp/info/

https://www.class-l.jp/

クラス エル ウェブサイト セキュリティアップデートのお知らせ

■ サイト利用ができなくなる可能性があるブラウザ
・フィーチャーフォン（ガラケー）
・WindowsXP 以前のバージョン
・iOS4以下のSafari
・Android OS 4.0 以下 など

個人情報保護レベルをより一層強固にする作業に伴い、10月1日より
クラス エル ウェブサイトへのアクセスの推奨環境を変更いたします。右記の
環境では、ご利用ができなくなる場合がございますのでお手数ですがブラウザ
のアップデートをお願いいたします。推奨環境の詳細はクラス エル ウェブ
サイトにてご確認ください。

ご参加には事前のお申し込みが必要となります。大変お手数ですが上記フリーコールもしくは営業担当までご連絡くださいませ。
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蒸し暑い日本の夏に活躍する扇子。実は、日本独自で発達したものなのです。
その美しさと機能性で、今や海外でも人気の高い
扇子の歴史や使い方などについて調べてみました。

日本の知恵と美意識が生んだ
扇子のヒミツ

もともと末広がりの形から縁起物と
されている扇子。扇面に描かれた絵
にも縁起が良いものが多く見られま
す。絵柄の意味を知って贈り物にす
ると、相手の方にも喜ばれますよ。

挨拶の際は相手との間に扇子を置き、上座と下座を分けることで「結
界」を示します。このとき扇子は要の部分を向かって右（相手に対し
て左）にし、親骨を上にす
るのが正式。親骨に絵や彫
りなどの細工がある場合
は、柄の手前が相手のほう
を向くように置きます。

開くときや閉じるときは、扇面を触らずに、ゆっくりと。扇子を使わない
ときは、「セメ（またはシメ）」と呼ばれる輪になった帯紙を通しておき
ましょう。親骨が歪んで型崩れするのを防げます。

扇子を扇ぐときは、きれいな意匠の描かれた
表を相手に向ける気配りを。大きくバタバタと
扇ぐよりも、小刻みに扇ぐほうが女性らしく優
雅に見えます。周囲に風が当たらないような
配慮も大切です。

取材・撮影協力：株式会社宮脇賣扇庵東京店

この夏は、あなたも日本の伝統美、扇子を使ってみませんか？

この他にも扇子の種類や豆知識をウェブマガジンでご紹介しています。ぜひご覧ください。

中骨

要

長さや中骨の本数は様々な種類がありますが、古典的なタイプほど
中骨の数が少なく、だいたい15〜18間（骨の本数の単位）程度。一般
的には25〜35間程度が使いやすいでしょう。

親骨

扇面

●持扇
涼を取るためにあおぐ一般的な扇のこと。
夏扇とも呼ばれます。

●馬
馬は本来縁起の良い動
物。特に「左馬」には、倒れ
ずに大過なく過ごせるな
どの意味があります。

●ひょうたん
種が多く、子孫繁栄につ
ながるほか、三つ（三瓢）
で三拍子、六つ（六瓢）で
無病息災の意味も。

●龍
どんどん上昇する昇り龍
は、運気上昇や出世を意
味すると言われます。

●蜻蛉（トンボ）
前にしか進まないというこ
とで「不退転」の意味につ
なげ、勝ち虫と呼ばれてい
ます。

●舞扇
日本舞踊などで使われます。

●茶扇
茶道のお茶会で用いられます。流派により
ますが、女性用で15㎝前後の長さが主流。

●祝儀扇
結婚式などのおめでたい場で持つ礼装用
の扇子。開いてあおぐことはありません。

●飾り扇
部屋などに飾って楽しむために作られた
扇子。

様々な場面で使われる扇子。その主
な種類をいくつかご紹介します。

【白竹堂】京扇子

【紳士京扇子】●サイズ：全長約22.5cm、扇骨30間
【婦人京扇子】●サイズ：全長約19.5cm、扇骨25間
●素材：和紙、竹●付属品：綿扇子袋●日本製

EA8H-03100他
6,100LM

景品番号
レオマイル

リネン巻き扇子

●扇子サイズ：全長約20㎝●扇子袋サイズ：全長約
22㎝●素材：【扇子】和紙、フランス麻、竹 【扇子袋】ポ
リエステル●セット内容：扇子、扇子袋 各1●カラー：
ラグーン/銀ヘリンボーン、ルビー/ペイルピンク

AA8H-01400他
25,500LM

景品番号
レオマイル

【小倉 縞縞】扇子

●サイズ：全長約22cm、扇骨20間●素材：綿、竹●
付属品：収納袋●日本製

EA8H-02000
6,400LM

景品番号
レオマイル

扇子

●サイズ：全長約20.5cm、扇骨25間●素材：ポリエ
ステル、竹●中国製●カラー：黄、ピンク

EA8H-01500他
3,600LM

景品番号
レオマイル

扇ぎ方のマナー

置き方のマナー

扱い方

各20個
限定

相手
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クラス エルのスマートフォンアプリ、すでにご利用の方もいらっしゃるので
はないでしょうか。ご家族の安否やお出かけに便利なクーポンのチェック
が手軽にでき、毎日の生活がより快適に楽しくなること間違いなし。実際に
どんなメリットがあるのか、暮須一家体験ストーリーでご紹介します！

災害時の備えに！ 防災コンテンツ

お得な優待情報を手軽にGET！暮らしがもっと快適になる
スマホアプリ

　ClassL LIFEなら、災害時、お住いの地域周辺
の防災マップもすぐに確認可能。さらに安否情
報掲示板もご確認いただけます。また、警報・注
意報発令時にはアラートでお知らせ。万が一の
際には、アプリを通じてレオパレスが安否確認を
行います。

「くらし」→「いざという時のための防災コンテンツ」→
「防災マップ」の順で検索します。

　ClassL LIFEを使えば「ふろむな倶楽部」のご
利用がますます手軽に。現在地周辺にある優待
施設のクーポンを、その場で手軽に検索・表示で
きるうえ、サービスを受けるときも画面を見せる
だけでOK。全国20万カ所以上の施設でご利用
いただけます。また、このアプリだとお得情報を
プッシュ通知でお知らせします。

マイル交換特集 オーナー様サービス マイル交換特集 オーナー様サービス

STEP1 STEP2 STEP3QRコードからアプリをダウンロード

クラス エル
会員番号・

パスワードで
ログイン

登録完了
iPhone Android

暮須さんファミリー

オーナーさん オーナーさん
の奥さん

長男さん

登録は
簡単!

非
常
袋

防災マップ

父さん、母さん、
何の荷造り ?

そんな時は
これで調べれば
オーケー !

検索がスピーディーなので、
日ごろから避難所を
チェックしておけば安心

区民ひろばが
一番、近そうだな。

防災の日
だから避難袋の
入れ替えと
点検だよ。

そういえば、、

避難袋もいいけど
いざというときの
避難場所は知ってる ?

1 2

43

お食事クー
ポン

ドリンク

４名様まで

暮須さん
お疲れさま～

これから駅近の
パンケーキで有名な
カフェに行くけど
どう ?

あそこは
　たしか、、、

あっ

これこれ !
ふろむな
倶楽部 !

ドリンク
サービスの
クーポン !

その場でクーポンが
検索できるから
とっても便利よ !

クーポン画面を
見せるだけで
オーケーなのも
うれしいわね。

1 2

43

使ってみたら、こんなに便利！

「クラス エル」→「近隣の優待施設を表示する」から検索。
目的に合わせて施設・サービスをお選びいただけます。

ClassL LIFEの活用方法をウェブサイトでご紹介しています。どうぞご覧ください。

ClassL LIFEを今すぐダウンロード
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お持ちのレオマイルが社会に役立つ！ ご存じですか？

クラス エル 社会貢献クラブ
より社会に有効な形でレオマイルを役立てるメニューをお探しの方に、

ぜひおすすめしたい「クラス エル 社会貢献クラブ」についてご紹介します。

「クラス エル 社会貢献クラブ」とは？

「クラス エル 社会貢献クラブ」の
システム

　クラス エルの会員様は、社会貢献に対する意識が高
く、実際に様々な社会貢献活動に積極的に参加されてい
る方もいらっしゃいます。そこで会員様方が参加されてい
る活動を支援するために、レオマイルのシステムを活かし
たプログラムが「社会貢献クラブ」です。

・	お持ちのレオマイルを１LMから寄付することができます。
・	マイル交換にて寄せられたレオマイル寄付相当額を
１LM＝1円として換算し、一番多く集まった寄付先へ
年１回まとめて寄付いたします。
・	寄付候補先は、毎年、会員様からの推薦で決まります。

日ごろ会員様ご自身が取り組まれているボランティア活動や地域復興運動など
も、寄付候補先にすることが可能です。ぜひご推薦ください。

●参加されている活動も寄付候補先に！

10月はピンクリボン月間

レオマイルでの寄付はこちらから!

　ピンクリボン運動は、乳がんの早期発見や早期治療・検診を定期的に受けるこ
となどの大切さを訴え、推進することを目的にした世界規模の運動です。乳がんや
検診について正しい知識の提供や若い世代への関心を喚起、さらに患者さんに乳
がん医療の最新情報を伝えるための活動などに必要な資金として、寄付金やオリ
ジナルグッズの販売などが当てられています。クラス エルでは公益財団法人日本
対がん協会の活動を寄付候補先としています。

クラス エルサイトの
「クラス エル 社会貢
献クラブ」ページから、
手軽にマイル交換をす
ることができます。

10月はピンクリボン月間として、
様々な啓発キャンペーンが行われ
ます。東京タワーやレインボーブ
リッジのピンク色のライトアップも
その一つ。

寄付候補の1つ、ピンクリボンの活動をご紹介

セミナー ： 9月１５日
シンポジウム ： 9月３０日
スマイルウォーク（東京・神戸など）：10月８日、13日

2018ピンクリボンフェスティバル

PICK UP

● 日本赤十字社
● ピンクリボン
● カンボジアの孤児院SFODAへの支援

受付中の寄付候補先

受付時間／9:00〜18:00
（当社指定定休日を除く）0120-7

ナ カ ヨ ク

49-0
オ ー ナ ー サ ン

73https://www.class-l.jp
● お問い合わせは、クラス エル コンシェルジュデスク

2017年度はカンボジアの孤児院ＳＦＯＤＡへ
寄付を実施しました

　2017年11月の開始から2018年3月までに一番多くお寄せいただ
いた社会貢献クラブのレオマイル寄付先は、カンボジア孤児院ＳＦＯＤ
Ａ支援でした。寄付総額と同額をレオパレス21よりマッチング募金（皆
様の寄付金と同額を上乗せして寄付すること）し、総額41,970円を5
月末に寄付致しました。孤児たちへの食事や備品の購入へ役立ててい
ただきます。
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お酒派 スイーツ派V  S大好物を選ぼう！ あなたは辛党？ 甘党？ それとも、どっちもイケるクチ？編集部が辛党・甘党双方におすすめする！

サントリー　知多

●商品内容：700ml●賞味期間：無し●サイズ：85×
85×255mm●配送形態：常温

XX7D-04000
5,100 LM

景品番号
レオマイル

濃厚チョコレートケーキ4号

●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

AS8H-07000
4,900LM

景品番号
レオマイル

沖縄 / 瑞泉酒造　瑞泉青龍3年古酒

●商品内容：720ml●賞味期間：無し●サイズ：85×
85×280mm●配送形態：常温

XX7D-13000
2,200 LM

景品番号
レオマイル

【スウィートタイム】焼菓子セット

●内容量：バームクーヘン(バニラ・ココア・抹茶)・マド
レーヌ(メープル・ミルク・カフェラテ) 各2●賞味期限：
常温120日●常温便でお届け

AS8H-01000
3,800LM

景品番号
レオマイル

鹿児島 / 薩摩金山蔵
乙25°金山蔵　薩摩焼酎

●商品内容：720ml●賞味期間：無し●サイズ：85×
85×283mm●配送形態：常温

XX7D-12000
4,300 LM

景品番号
レオマイル

【銀座千疋屋】銀座プレミアムアイス

●内容量：とちおとめ120ml・マスカット120ml・ピーチ
120ml・ブルーベリーチーズ120ml・カスタードバニラ
120ml 各2●加工地：日本【卵・乳】●冷凍便でお届け

ES8H-04000
6,600LM

景品番号
レオマイル

世界のワイン 5本セット

●商品内容：カンポス・デ・スエニョス（白）、カンポス・デ・
ルス（赤）、ディーキン・エステート シャルドネ（白）、ディー
キン・エステート シラーズ（赤）、ディーキン・エステート ア
ザーラ ブリュット（泡）各750ml×各1本●賞味期間：無
し/サイズ：340×430×90mm●配送形態：常温

XX7H-06000
7,200 LM

景品番号
レオマイル

【中村楼】和のプリン

●内容量：黒豆きな粉90g×3、抹茶85g×2●賞味期
限：冷凍180日●加工地：日本【卵･乳】●冷凍便でお
届け

ES8H-14000
4,300LM

景品番号
レオマイル

新潟 / 菊水酒造　節五郎 出品酒

●商品内容：720ml●賞味期間：常温180日●サイ
ズ：100×90×290mm●配送形態：常温

XX7D-08000
4,000 LM

景品番号
レオマイル

パフェセット

●内容量：オレンジ･チョコ･フルーツコンポート･抹茶･
マンゴー･ブルーベリー 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

ES8H-06000
4,500LM

景品番号
レオマイル

神奈川 /
サンクトガーレン金賞4種8本セット

●商品内容：ゴールデンエール・アンバーエール・ブラウ
ンポーター・ペールエール各330ml×2本●賞味期間：
120日●サイズ：340×190×240mm●配送形態：冷
蔵

XX7H-03000
5,000 LM

景品番号
レオマイル

【京都・井六園】肴七味屋　抹茶わらび餅

●内容量：抹茶わらび餅(わらび餅130g・蜜10g・きな
こ5g)×6●賞味期限：常温120日●常温便でお届け

AS8H-10000
4,300LM

景品番号
レオマイル

石川 / 車多酒造
天狗舞 山廃純米大吟醸

●商品内容：720ml●賞味期間：常温180日●サイ
ズ：85×85×320mm●配送形態：常温

XX7D-06000
4,300 LM

景品番号
レオマイル

フルーツタルト

●内容量：直径約15cm●賞味期限：冷凍30日●加工
地：日本【小麦･卵･乳】●冷凍便でお届け

ES8H-02000
5,400LM

景品番号
レオマイル

サントリー　ザ・プレミアムモルツギフト

●商品内容：350ml×19本●賞味期間：常温9ヶ月/
サイズ：258×339×129mm●配送形態：常温

XX7H-02000
6,400 LM

景品番号
レオマイル

【優雅亭】えびせん・かりん糖セット

●内容量：赤えび×5、えびせん(うず巻き・えび松風)各
15g×2、黒糖かりんとう・黒胡麻かりんとう・牛乳かり
んとう各15g×2、抹茶かりんとう・いちごかりんとう各
10g●賞味期限：常温360日●常温便でお届け

AS8H-11000
4,600LM

景品番号
レオマイル

香りとコクが辛党好みの本格焼酎
麹作りの技を極めて生まれた深い味わいと華やかな香り。
酒歴を重ねた方に、じっくりとオン・ザ・ロックで味わってい
ただきたい一品。

オレンジレアチーズケーキ4号
濃厚なサワークリームを使ったフィリングに、スライスした
オレンジをたっぷりと。目にも舌にも爽やかなレアチーズ
ケーキ。

●商品内容：720ml●賞味期間：無し●サイズ：85×85×320mm●配送形態：常温

大分 / 三和酒類　いいちこ 空山独酌
XX7D-10000景品番号 3,000 LMレオマイル

●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

オレンジレアチーズケーキ4号
AS8H-08000景品番号 4,900LMレオマイル

※お酒景品の交換受付はお電話のみとなります。※お酒景品のご注文は20歳以上の会員様に限らせていただきます。
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