


DATA DATA
●開催期間：2018年10月27日（土）〜2019年３月３日（日） ●営業
時間（イルミネーション点灯日）：10:00〜21:00 点灯時間 17:05〜

21:00 ●料金：入園券 大人1600円 小人（3歳〜小学生）１１００円／フリーパス　
大人3900円 小人（3歳〜小学生）3400円 ●定休日：年中無休 ●住所：香川県
丸亀市綾歌町栗熊西４０−１ ●問い合わせ先：レオマリゾート 0877-86-1071 
●URL：http://www.newreomaworld.com

●開催期間：2018年10月20日（土）〜2019年8月末日 ●営業時間： 
16:30〜21:30（点灯時間は季節により変更あり） ●料金：大人（中学生

以上）1,500円 小学生800円　（昼夜入替制） ※伊豆ぐらんぱる公園の昼間の入園
料は別料金 ●定休日：HPを参照 ●住所：静岡県伊東市富戸１０９０ ●問い合わせ
先：伊豆ぐらんぱる公園 ０５５７-５１-１１２２（代） ●URL：https://granpal.com

お申し込み No.7015756 お申し込み No.5002900 NEWレオマワールド 伊豆高原ビールと漁師めし

入園料・フリーパス ▶ 中学生以上 100円OFF ３才〜小学生 100円OFF 1品以上ご注文の方 ▶ グラスビールorソフトドリンクサービス

ふろむな倶楽部ご優待 ふろむな倶楽部ご優待
レオマリゾートに訪れる際は

チェック!
伊豆ぐらんぱる公園に訪れる際は

ここもチェック!

©ハウステンボス/J-18630
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特集 特集マ イ ル 交 換 マ イ ル 交 換オ ー ナ ー 様 サ ー ビ ス オ ー ナ ー 様 サ ー ビ ス

今や冬の風物詩ともなったイルミネーション。全国に数ある
スポットの中で、夜景のプロとも言える「夜景鑑賞士」が
実際に行って見てよかったというアンケート（※）で、毎年ランキングの
トップクラスに入る冬のイルミネーションをご紹介します。
この冬は、極上の光の世界をぜひご堪能ください。
※（一社）夜景観光コンベンションビューローが主管する全国5000人余りの夜景鑑賞士を対象に、

「実際に行ってみてよかった冬期イルミネーション」という項目で毎年実施するアンケート。
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パソコン又はス
マートフォンで「ク
ラス エル」 ウェブ
サイトにログイン

サービスご利用の際、パソコンの方は印刷
したクーポンを、スマートフォンの方はクー
ポン画面をご提示 ※クーポンによりご利
用方法が異なりますのでご注意ください。

クラス エルふろむな倶
楽部ページ上部の・・・・
フォームにお申し込み
No.を入力し検索

トップページメニューに
あるオーナー様サービス
より「ふろむな倶楽部」
利用サイトへ移動

全国5000人以上の夜景鑑定士によって選出さ
れる「イルミネーションアワード」の総合部門で
5年連続１位の「光の王国」。今年は日本最長級
の噴水ショー「ウォーターマジック」がスタート。
高さ20m、全長85mのスケールで光と噴水、
音楽がショーを展開するというもの。目の前で光
の噴水が躍動する光景は圧巻です。

2017年、2018年の2年連続で
全国２位となったのは、江の島を
彩る光と色の祭典「湘南の宝石」。
江の島サムエル・コッキング苑
や亀ヶ岡広場、御岩屋道通り、恋人の丘など、江の島全体が光の世界に。中
でも見所は江の島シーキャンドルのライトアップ。360度の範囲に吊るさ
れるイルミネーションが作り上げる空間は、日本有数の規模を誇ります。

●開催期間：2018年10月20日（土）〜2019年4月21日（日） ●営業時
間： 9:00〜22:00（入場〜21:00）※期間により変動 点灯時間 日没後〜

営業時間 ●料金：散策チケット 大人4,500円、中人（中学・高校生）3,500円、小人
（4歳〜小学生）2,200円 ●定休日：なし ●住所：長崎県佐世保市ハウステンボ
ス町１-１●問い合わせ先：ハウステンボス総合案内　０５７０-０６４-１１０（ナビダ
イヤル） ●URL：  https://www.huistenbosch.co.jp

●開催期間：2018年11月23日（金）〜2019年２月17日（日） ●営業時
間： 9:00〜20:00（入場〜19:30） 点灯時間17:00〜20:00（予定）※

消灯時間は施設によって異なります ●料金：江の島サムエル・コッキング苑入園
料　大人200円 小学生100円　※江の島シーキャンドルは別料金 ●定休日：なし 
●住所：神奈川県藤沢市江の島２-２-３ ●問い合わせ先：湘南の宝石実行委員会 
０４６６-２４-２７１５

ふろむな倶楽部
ご優待クーポンの

使い方

クラス エル ウェブサイト   https://www.class-l.jp

検索

※ 掲載内容は2018年11月
時点のものです。

夜景鑑賞士のお墨付き！

ハウステンボス ( 長崎県 )

江の島（神奈川県）

お申し込み No.7014511

お申し込み No.5001534 

１ＤＡＹパスポート

新江ノ島水族館

当日、窓口料金 ▶ 200円引き 

入場料 大人 2,400円 ▶1,680円 
 小・中学生 1,000円 ▶800円  幼児（３歳以上） 600円 ▶ 480円 
※利用期間:2018年12月1日（土）〜2019年3月31日（日）

※除外日:12月31日（月）、2019年3月30日（土）

ふろむな倶楽部ご優待

ふろむな倶楽部ご優待

ハウステンボスに訪れる際は
チェック!

江の島に訪れる際は
ここもチェック!

中四国最大規模
のイルミネーショ
ンであり、「2018
年度日本夜景遺
産」にも中四国
九州地方で唯一、
新規認定。今冬は
フォトジェニックな２つのスポット、レオマランタンワールドが誕生！「ス
カイランタンホール」や100体の巨大ランタンが大迫力「不思議の国の
アリスワールド」のほか、ナイトアトラクション乗り放題も魅力的。

全国に先がけて取り入れてきた、アトラクションで遊びながら楽しめる
体験型イルミネーションは、さらなる進化を続け、異彩を放つ存在に。毎
年リニューアルされるテーマイルミネーションのほか、10分に１回行わ
れる「光と音の
ショー」や、「フル
カラーレーザー
ショー」、「グラン
ビジョンショー」
など見所も盛り
だくさんです。

レオマリゾート・レオマ光ワールド（香川県） 伊豆ぐらんぱる公園（静岡県）
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はじめに描くものをよく観察
し、スペースを考えて大胆
に、ゆっくりと輪郭線を描き
ます。

色を塗ります。ぬり絵のよう
にべったり色をつけるのでは
なく、ぼかしたように淡く塗
るのがコツ。

文を書きます。新年のお祝い
の言葉に、干支にちなんだ
言葉でメッセージを書き込
むといいでしょう。

色鉛筆で落款印をハンコ
風に書いて完成です。

毎年の年賀状、どうしていますか？ 手軽な年賀状ソフトや注文印刷が人気の昨今、
思いのこもった手描きの年賀状が喜ばれます。そこでおすすめなのが絵手紙。
絵が苦手な人でも自分らしく、温もりの伝わる年賀状が気軽に作れます。
ぜひチャレンジしてみては。

絵手紙で、
思いの伝わる年賀状を

絵の具（顔彩）を使うときは

絵手紙に挑戦するなら、こんな道具はいかが？

ここでは筆ペンと水彩絵の具を
使った描き方をご紹介します。

絵手紙は、その人らしさがにじみ、何より心がこもっているものが
魅力的。あまり上手に描こうと気張らずに、楽しく、送る相手のこ
とを考えながら一生懸命描くことが大切です。

使う道具や描き方に特別な決まりは
ありませんが、上手く見せるコツは、
デコボコの質感の紙を選ぶこと。描
いた線が自然にかすれて味が出ま
す。線を描くのは筆ペンがいいでしょ
う。初めて描く人は、彩色には、色鉛
筆やパステルを使っても。

筆に慣れるために、まずは線や渦巻きを描いて
練習しましょう。筆ペンは天
辺を持って描きます。あえて
不自由な持ち方をすること
で、味のある線がかけるだけ
でなく、上手に描こうという気
負いを除き無心になれます。 本格的な絵手紙で使われる絵の具を「顔彩」と言います。顔彩を使う場合は、絵を描いて色をつけ、それから文

字を描くという順番になります。彩色する際は、全体に淡い色をさっと塗ってから、色が濁らないよう濃い目の色
をのせ、立体感を出すようにします。おめでたい年賀状なので、明るい色を使いましょう。

年賀状の場合、モチーフは干支
のほか、門松や鏡餅、招き猫、千
両など、お正月や季節にちなん
だものを選びます。描くときはモ
チーフをよく観察し、ハガキから
はみ出すくらい大きく、大胆に描
くのがポイントです。

オ ー ナ ー 様 サ ー ビ ス特 集 マイル交換オ ー ナ ー 様 サ ー ビ ス特 集 マイル交換

絵手紙セット

●セット内容：固形水彩画絵具、デザイン筆×3、3重筆
洗、高蝋石、てん刻用印刀、耐水ペーパー、トレーシング
ペパー、カーボン紙、艶出し用トレーシングペパー、筆ペ
ン、はがき×20 ●中国製

CH8J-05000
6,600LM

景品番号
レオマイル

【スタビロ】水性色鉛筆セット 

●ケースサイズ：(約)縦10.5×横18.3×厚み1.2cm
●セット内容：アクアカラーセット12色、A4ブリーフ
ケース、絵葉書スケッチブック、シャープナー（スワン）、
水彩用筆（丸）6号、水彩用筆（平）4号各1

AH7D-11000 
6,400LM

景品番号
レオマイル

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。4 5



レオパレス21管理物件の
一括賃料や修繕費が自動的
に反映されるので便利。

使い方ガイドやこのソフトを
熟知した税理士を無料でご
紹介します。

自動仕訳機能を使えば、入
力・書き写し作業がなくなる
ので安心です。また、銀行情
報の登録ができるので、まと
めづらい複数の口座の情報
を自動的に反映・確認するこ
とができます。

オーナー用に
カスタマイズされてるって
どういうこと？

会計業務が
初めてなので心配。

他にどんな機能が
あるの？

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

確定申告サポートに対する、皆様の素朴な疑問やイメージについて、お答えします。

確定申告サポートの
疑問に答えます

クラス エル ウェブサイトよりご利用ください。 https://www.class-l.jp/classl/courtesy/mf_tax/

Q1 Q2 Q3

ご所有の物件情報を自動的に反映。明細
データを自動取得、仕訳の自動入力で、会
計業務がグンと楽になります。確定申告の
必要書類が自動作成でき、e-Taxにも対応
しています。

何が便利なのかわからない?

確定申告サポートを使えば、費用がか
からず経済的。また、税理士の方にも、
メールアドレスをご登録いただければ、
賃料を反映した状態でサービスをご利
用いただけます。

税理士に任せてるから?

使い方ガイドやサポートも充実しており、初
めての人でも問題ありません。もちろん、ご
家族がメールアドレスを登録すれば利用す
ることも可能です。

自分１人じゃできないよ?

他社の会計ソフトからの移行にも対
応。今までのデータをインポートすれ
ば情報の登録が可能なので、ストレス
なくご利用いただけます。

他社の会計ソフト使ってるしなあ…?

通常電話サポートが付いた年額17,200
円のプランをレオパレスオーナー様向けに
カスタマイズしたものをクラス エル会員
様には無料でご提供しております。

お金、かかるんでしょ？?

A1 A2 A3

「何が便利？」  「面倒そう」

確 定 申 告 サ ポ ー ト

マネーフォワード クラウド確定申告forレオパ
レス21はオーナー様の確定申告をサポートし
て、情報入力や手書きの手間を省いて、簡単に
必要書類の制作ができるクラウド型の会計ソフ
トです。

確定申告サポートとは？

3
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床の汚れも、自動でお掃除
専用のクリーニングパッドを装着してタンクに水を入れたら、本体
のボタンを押すだけで、自動的にパッドの種類を認識し、自動的
に適切な清掃モードを選択、お掃除してくれる床拭きロボット。ベ
タベタの皮脂汚れや食べこぼしのあともすっきり拭き取れます。
家事の時間を短縮したい人におすすめ。

身体と心のいたわりタイムを
足裏や手のひらのツボ「反射区」をほぐし、体の内側から疲れを
ケア。心地よいリフレクソロジーで、疲れた体を癒す贅沢な時
間が過ごせます。

●サイズ：(約)幅17.8×高さ8.4×奥行17cm●重量：約1.2kg●稼働：最大約2時間充電式●付属品：バッテリー・
バッテリー充電器、使い捨てウェットモップパッド(2枚)、使い捨てダンプスウィープパッド(2枚)、使い捨てドライス
ウィープパッド(2枚)付 ●中国製 

【アイロボット】ブラーバジェット 240<ブラーバ>
EE8J-01000景品番号 37,500LMレオマイル

●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●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。

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&ボディケア　1名様

RX4E-09000景品番号 5,200LMレオマイル

オ ー ナ ー 様 サ ー ビ スオ ー ナ ー 様 サ ー ビ ス特 集 特 集マイル交換 マイル交換

最新快適家電 グルメ・アクティビティV  S

カンドゥー 入場券（ハイ・ローシーズン共通）＋
1,000円分金券 小人１枚/大人1枚

●営業時間/第１部10：00～14：30/第２部15：30
～20：00●定休日/不定休日。※子人（3～15歳）、大
人（16歳以上）。※3歳未満無料。

RK8J-04000
8,200 LM

景品番号
レオマイル

ホテルオークラ東京ベイ　レストラン
「フォンタナ」　ディナーコース　2名様

●シェフおすすめ特別ディナーコース＋スパークリングワイン
ボトル1本付●営業時間/17:00～21:45（LO）●禁煙●除
外日：クリスマス・年末年始・GWなどイベント期間など 

RT5L-14000
22,400 LM

景品番号
レオマイル

ヒルトン東京ベイ レストラン「フォレストガーデン」
ランチブッフェ　2名様

●ランチブッフェプラン●利用時間/11：30～14：00
（LO13：30）※除外日についてはお問い合わせくだ
さい。

RT7E-06000
8,500 LM

景品番号
レオマイル

【バルミューダ】
ザ・ゴハン（0.5～3合炊き）

●サイズ：(約)幅27.5×高さ19.4×奥行25.1cm 
●素材:【本体】ABS樹脂、耐熱ポリプロピレン【内釜】
ステンレス ●モード：白米、白米早炊、玄米、炊込、
おかゆ●付属品：水計量カップ、米計量カップ ●台湾製

EE8J-04000
50,000LM

景品番号
レオマイル

SOCIE hair(ソシエ　ヘアー)　
ヘッドスパ　1名様

●シャンプー&ブロー＋ヘッドスパ（アブソリュー）●営業時
間・定休日/各店舗により異なるため事前にHP等でご確認
ください。●全国43店舗でご利用いただけます。※2018
年10月現在

RT8K-01000
8,300 LM

景品番号
レオマイル

スムーズスキン　bare　ホワイト

●サイズ：(約)幅8×奥4.5×長さ13cm●素材：プラ
スチック・レキサン●機能：照射回数約100万回、1回
の照射スピード0.6秒（1分間に100回照射）、ACアダ
プター付●イギリス製

EE8L-01000
36,000LM

景品番号
レオマイル

名古屋マリオットアソシアホテル　
中国料理「梨杏」　ディナーコース　2名様

●ディナーコース+ﾜﾝﾄﾞﾘﾝｸ+記念写真とｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾄﾌﾚｰﾑ付
●営業時間/（平日）17:30～22:00（LO.20:30）（土・日・祝日）
17:00～22:00（LO.20:30）●除外日：クリスマス、年末年始、
その他特別営業日など

RT5L-07000
53,000 LM

景品番号
レオマイル

【アラジン】遠赤グラファイトヒーター

●サイズ：(約)幅19×奥行19×高さ54.8cm ●重
量：約1.6kg●電力切替：400W・200W●機能：大
型ガード、防滴仕様、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッ
チ

TE8L-03000
13,800LM

景品番号
レオマイル

ロイヤルウイング　ランチクルーズ　
ランチバイキング　２名様

●ランチバイキング（ドリンク別）●クルーズ時間:12:00～
13:50●運休日:毎週月曜日（祝日を除く）●出航時刻の20分前
までに乗船手続きをお済ませください。※除外日についてはお
問い合わせください。

RT7E-02000
11,000 LM

景品番号
レオマイル

【フィリップス】シェーバー

●サイズ：(約)幅6.1×奥6.7×長さ16.4cm●素材：
ABS樹脂●機能:回転式・約1時間充電式・1回約3分で
16回使用可●付属品：トリマー、充電アダプター、洗浄充
電器、収納ケース、クリーニングカートリッジ付●中国製

EE8L-02000
25,000LM

景品番号
レオマイル

ホテルオークラ札幌 
中国料理「桃花林」　ディナーコース　2名様

●ディナーコース＋ワンドリンク付 ●営業時間／17：00
～LO.20：30●禁煙●除外日：年末年始など、ご利用いた
だけない場合がございます。

RT5L-01000
21,200 LM

景品番号
レオマイル

【アイロボット】
ロボット掃除機　ルンバ643

●サイズ：(約)最大幅34×高さ9.2cm●重量：約
3.6kg●電源方式：充電式リチウムイオン電池（充電
時間:約3時間）●稼働時間：通常清掃時/最大60分

TE8L-01000
51,000LM

景品番号
レオマイル

京都・高雄　錦水亭　
昼会席料理　２名様

●会席料理特別プラン（高雄コース）●利用時間／１１：
３０～１４：００（ＬＯ） ●除外日：年末年始、特定期間の予
定※夏季は川床料理に変更可能。飲み物代別

RX4E-03000
32,000 LM

景品番号
レオマイル

【ツインバード】
防水ヘッドケア機セレブリフト

●サイズ：(約)高さ14.5×幅12.5×奥行11cm ●重
量：約430g●充電時間：約1時間●連続使用時間：約
15分●電源コード：約1ｍ

AE8L-01000
30,000LM

景品番号
レオマイル

【シャープ】アクオス　4K対応液晶テレビ　
50型

●サイズ：(約)幅112.6×奥行27.2×高さ71.9cm●重量：約22.5kg●チュー
ナータイプ：地上デジタル*3/BS*3/CS*3●HDMIポート数：4●付属品：リモ
コン、B-CASカード他※新4K放送の視聴には専用チューナーが必要になります。
※玄関先までのお届け、設置なし※沖縄、離島及び山間部はお届けできません

TE8G-02000
190,000LM

景品番号
レオマイル

【レコルト】
ホームバーベキュー＆トングセット

●本体サイズ：(約)幅42×奥行23×高さ16.5cm●
重量：約2.9kg●機能：プレート着脱可（ヒーターを
取り外して丸洗い可）●付属品：フタスタンド、専用レ
シピ●中国製 

CE8L-02000
12,200LM

景品番号
レオマイル

要予約

要予約 要予約 要予約 要予約

要予約

要予約

要予約 要予約

自分へのご褒美を選ぶならどちら？ 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。

 チケット
 有効期限 約5ヶ月

 チケット
 有効期限 約5ヶ月

 チケット
 有効期限 約5ヶ月

 チケット
 有効期限 約5ヶ月

 チケット
 有効期限 約5ヶ月

 チケット
 有効期限 約5ヶ月

 チケット
 有効期限 約5ヶ月

 チケット
 有効期限 約3ヶ月

 チケット
 有効期限 約5ヶ月

※イメージです ※イメージです

※イメージです
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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

日 常 生 活 の お 困り解 決  ！

お任せください !
に

お助けマイスターが多くのオーナー様に選ばれている3つの理由とは？

壁紙・絨毯の張り替えからエアコンやお風呂・キッチン
などの清掃、庭木の剪定や雑草の駆除、お墓掃除など、
暮らしのお困りごとは何でもご相談ください。

どんなお困りごとでもご相談いただけます。理由1
安心

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。

特別価格にて提供しております。理由2
お得

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
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、
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。

サービス品質に自信があります。

料金表（税込）

理由3
信頼

クラス エル コンシェルジュデスク
お問い合わせ・お申込み 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

73

お風呂
清掃

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

追加料金
作業時間 料金

15分毎延長 1,080円

6時間パックがお得です!
※ 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。

レオマイルが利用できます

年内（12月28日まで）の実施をご希
望の方は2018年12月21日までに
お申込みください。
※ 12月29日〜2019年1月3日の間は受付

できませんのご了承ください。

レオパレス21
オーナー優待

1.一般価格より最大21%OFF
2.レオマイルでお得に換算可能

クラス エル
クラス エル ウェブサイトにて、アンケートに回答いただきますと、レオマイルを進呈いたします。

是非皆様ご応募ください！！！

アンケートキャンペーン募集！サービス
向上

特典 さらに
応募者全員に

感謝の気持ちをこめて
応募者の中から
抽選で70名様に

200LM進呈 1,000LMを進呈

■ 募集期間

※ご応募は1会員様につき1回までとさせて頂きます。※レオマイルの進呈は2月末を予定しております
※特別マイルの抽選結果はマイル進呈をもって代えさせていただきます。

■ ご応募は下記ＱＲコードよりアクセスください。

①ＱＲコードよりアクセス ②ログインいただき、ご応募ください〜2019年1月6日（日）

お風呂のなかなか
落ちないカビも
綺麗に！

期間限定「クラス エル スマイル応援キャンペーン」

社会貢献でスマイル
クラス エル会員様の地域・社会貢献活動を応援するレオマイルです。たとえば「地域清掃に参
加した」「ボランティア活動に参加した」など、会員様のお住まいの地域はもとより、日本全体、地
球環境をみんなで笑顔（スマイル）にする活動をクラス エルはサポートしてまいります。

キャンペーン実施期間　
〜2019年3月31日

〈レオマイル進呈条件〉
• 活動エピソード（活動を始めたきっかけ/期間/気づいたことなど）をご記入い

ただき、その様子がわかる写真をご提出下さい。
• 異なる活動内容であれば、何度でも応募可能です。別日であっても同じ活動

での再応募は対象外となります。
• 複数会員様が参加された場合、参加された全会員様へマイル贈呈いたし

ます。

届いた笑顔のご紹介
●自治会地域内の
　公園の除草
伸び放題の草を真夏の中、汗
を流しながら3時間かかけて
取り除いてくださいました。

※詳しくはウェブサイトをご覧ください。
  https://www.class-l.jp/event/
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