豊かなオーナーズライフを応援する情報誌

クラス エル年会費の消費税分が変更になります。
2019年10月からの消費税の増税により、クラス エル年会費のご請求額が11,000円に
変更となります。
（年会費10,000円+消費税1,000円）。※振替月が2019年10月より変更になります。
2019
SUMMER

店舗電話番号変更のご案内

2019 年8月発行

電話通信システムの入れ替えにより、弊社各店舗の

新電話番号への移行期間

電話番号が2019年7月1日より順次変更となりま

2019年7月1日～2019年9月30日

す。
お手数ですが、
お手元の控えを変更くださいます
ようお願い申し上げます。全国の各店舗電話番号に

全国店舗電話番号一覧

つきましては、当社ホームページまたは、
コンシェル
ジュデスクまでお問い合わせくださいませ。
クラス エル
事務局も下記番号へ変更いたします。

クラス エル事務局

https://www.leopalace21.co.jp/corporate/branch_store/

050-2016-2473

受付時間9：00～18:00
（当社指定定休日を除く）

ことを深くお詫び申し上げます。オーナー様説明会では、施工不備対

開催期間

2019年7月～2019年9月

マイル交換

応の進捗状況や事業報告などをお伝えさせていただきます。
お問い合わせ・ご参加希望は支店窓口社員または下記へご連絡ください。

集

施工不備問題におきましては、多大なるご迷惑をお掛けしております

特

全国でオーナー様説明会 開催しております。

オーナー様サービス

8

もっと知りたい
スパイスの世 界
防災の日特集

変動する日本列島を考える
毎日の情報チェックから災害時に役立つアプリ
ClassL LIFE

スパイスの国とも言えるインドでは、紀元前3000年、今から約
れていたことがわかっているそうです。
その後、
ヨーロッパ諸国にスパイス
（主にコショウ）がもたらされ、
貴重品として重用されるようになりました。
ヨーロッパ諸国が貴重な
スパイスを直接手に入れるために海を渡ったことも、中世の大航海
時代が始まった大きな要因の一つと言われています。

クミン

剤や歯磨き粉などとしても使われていたそうです。
また、多くのスパイスは薬としても用いられていました。整腸
作用や、解熱、鎮痛作用などのほか、様々な病気やケガ、解毒に
も処方されていました。
今、スパイスとして知られているものの多くは、漢方薬として
使用されており、私たち日本人の生活にも昔からなじみがあり、
その効果が認められているものも少なくありません。現代の
生活でも、
スパイスは十分に活用できます。
ただし、アレルギーの危険性もあるので、摂りすぎは禁物。
こともあります。特に妊娠中の方などは注意が必要です。

小さじ１のクミンシードをフライ
パンで少し色づくまでから煎り、
沸騰したお湯に入れて3分程度
煮出すと、香ばしいクミンティー
に。アニスやシナモンを紅茶に
入れるだけでも美味しくいただ
けます。
スパイスオイル
クローブ、
クミンシード、
シ
ナモン、ローリエなどを弱
火で煎り、色がついて香り
る。菜 種 油や米 油を注い

ダータイプがあり、世界各国で幅広く使用されている。効能は食欲増

でしばらく置いておけば

進や便秘改善のほか、喘息や風邪などの症状を和らげると言われて

完成です。
カレーやサラダ

いる。

カルダモン

スパイスティー

が立ってきたら瓶にいれ

カレーの香り付けに欠かせないスパイス。ホールとパウ

のドレッシングにどうぞ。

世界でもっとも古いスパイスの一つ。爽やかな香り

で知られ、古くは口臭予防剤として使われていた。唾液や胃液の分泌
を助けて消化を促進したり、発汗作用があると言われている。

コリアンダー

人気の香草のパクチーの別名。葉と違い、種はほの

かな柑橘系の香りで万人向け。効能は、消化促進や便秘解消、整腸作
用など。消臭効果が高いので、部屋の消臭スプレーに使用する方法も。
「丁子」
という名でも知られており、中国料理の「五香

粉」にも用いられる。整腸作用、歯痛の抑制のほか血行の促進といっ
た効能があると言われており、冷え対策におすすめ。

スターアニス

日本では
「八角」
の名称でおなじみ。独特の香りで、

古くからお香や口臭防止に用いられていた。
アネトールという成分が
胃腸を刺激して、消化を活発化させる働きがあるほか、むくみ軽減の

スパイスを手に入れたい、
もっと活用したい方は
販売店舗やスパイスレシピの検索もおまかせ！

クラス エル コンシェルジュデスク

暮らしを楽しむ

暮らしを楽しむ

クローブ

効能も。
2

香りが強いタイプのものは、宗教施設で焚くお香や口臭防止

効能が強いものほど、過剰摂取すると体によくない作用が出る

代表的なスパイスの種類

で簡単にスパイスを楽しめる方法をご紹介します。

挙げられるでしょう。

オーナー様サービス

オーナー様サービス

暑さが 続くこの季節、
食欲を刺激する
スパイス料理は
夏 バテ防止の強い味方。
風味づ け以外 にも、
体 にうれしい作用や暮らしに
役立つ面もあることを
ご 存じですか？
奥 深 いス パイスの 世 界 につ いて
調べてみました。

ろん、料理の風味そのものがよくなることも、その理由として

それでもなかなか全部使い切れないという方に、毎日の生活

マイル交換

マイル交換

5000年前ごろには、黒コショウやグローブなどのスパイスが使用さ

消しに、抗菌作用を持つスパイスは非常に役に立ちました。
もち

まずはスープやカレーやポトフなどの煮込み料理のほか、
ピクルスなどに入れるなどして使ってみはいかがでしょうか。

集

集

スパイスの歴史は5000年以上！

歴史的にスパイスが珍重されるようになった理由の一つは、
防腐剤としての効果です。冷蔵庫がない時代、肉の保存と臭み

スパイスの手軽な楽しみ方

特

特

もっと知りたいスパイスの
世界

薬としても活躍してきたスパイス

スパイスの入手先のご相談はもちろん、スパイス活用法
のご紹介、
スパイス料理のレストランのご予約なども承り
ます。

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

0120 -749 - 073 （当社指定定休日を除く）
受付時間／9:00〜18:00
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防災の日特集

防災の日とは？
９月１日が防災の日と定められたのは、昭和35年。昭和34年
機に、災害に対する心構えを広めるために制定されました。
９月
１日から１週間は防災週間でもあります。
ちなみに、９月１日は関 東 大 震 災が起きた日であるととも

防災グッズを備えることも大切です。
特に高齢の方の場合、ふだん服用している薬や入れ歯など、
生活する上で必要なものも多く、
いざというとき持ち出せないと
避難先での体調にも関わります。健康や生活に必要なものは、
日

からの時期、特に注意が必要です。

う。予 備 が 必 要 なもの

自然災害続きの平成時代

に入れておくのがおすす

平成の時代を振り返ると、自然災害の多い30年間だったと
言えるでしょう。
過去30年間を振り返っても、未曾有の被害を出した阪神淡
路大震災や東日本大震災だけでなく、全国各地で大規模な地
震が発生。また地球温暖化の影響で気象条件が大きく変化し
たためか、台風や大雨による風水害も毎年のように起きていま
時代が令和に変わり１ヶ月たった６月、新潟県村上市を震源
とし、山形県鶴岡市で最大震度６強を観測する大規模な地震
が起きたことは記憶に新しいところです。
どこに住んでいても、何かしらの自然災害に遭う可能性があ

そこで最低限、いつでも持ち歩ける災害対策グッズとして災害

携帯必須４アイテム

笛

の専門家などが提案するのが、
イラストの４アイテムです。

ライト

ライトは被災時に周囲の状況を把握したり、
自分の居場所を知

音が響きやすい
ものがおすすめ。

携帯用の LED
タイプが便利。

らせたりするためのものとして。特に笛は壊れた建物など生き埋
めになった場合、大声を出して体力を消耗することなく居場所を

ハンカチ

水分を含みやすい
生地のもの。

ナイフ

車などに備えて
おいても。

これ以外にもマイル交換ができる防災グッズを多数ご用意していますので、
ウェブサイトもぜひ、
ご覧下さい。

は、災害用リュックなど
めです。
高齢者の災害対策グッズリスト
● 服用している薬
● 健康保険証
● かかりつけ病院の診察券など
● 現在使用している医療品
（インスリンに関するものなど）

【ソニー】
FM/AMポータブルラジオ
景品番号
レオマイル

ふだんから備えておくもの
● 栄養補助ゼリーなど

● 入れ歯、
入れ歯洗浄剤

● オムツ、
パット、
紙パンツなど

● 杖、
メガネなどの予備

● 薬の一覧表や薬手帳

● 体温計、
マスク

ることを忘れず、常に災害への備えをすることが重要だという

● 現在使用している医療品
● カイロ、
防寒衣類
（インスリンに関するものなど）
の予備一式

ことはいうまでもありません。

● 常備薬や外用薬
（絆創膏、
包帯など） ● 家族の連絡先を書いたもの

TE9H-01100他
10,400LM

●サイズ：(約)幅13.2×高さ7.7×奥行5.8cm●重量：約
376g(電池含む)●電源：内蔵充電池／アルカリ乾電池(単3×2)
●付属品：キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグア
ダプター、非常用の笛、ハンドストラップ●カラー：ホワイト、オレンジ

携帯浄水ボトル
セイシェルサバイバルプラス

パーソナル防災キット 2個セット
景品番号
レオマイル

RM9H-01000

景品番号

8,200LM

レオマイル

●サイズ：幅220×高さ277×奥行62mm●重量1725g●スー
パーバランス8本入2袋/賞味期限6年、パワーフルーツキャンディー9
粒1袋・6年保存水500ml2本/賞味期限6年半、マイレットmini2個、
LＥＤライト単3電池付1個、アルミブランケット・手袋・マスク各1個

加熱調理できる発熱剤「オソトデチン」

RM9H-02000

景品番号

8,200LM

RM9H-03000

レオマイル

8,200LM

暮らしを楽しむ

暮らしを楽しむ

す。

被災時に活躍！

出のたびごとにたくさんの防災グッズを持ち歩くことは不可能。

オーナー様サービス

オーナー様サービス

頃からすぐに持ち出せ
るようにしておきましょ

溜まった水を含ませて水分補給するのに役立ちます。

グッズをバッグなどに常に携帯しておきたいもの。
とはいえ、外

大規模な災害が発生したとき、すぐに避難できるよう自宅に

「二百十日」に当たる日なのだとか。収穫の時期を前にしたこれ

りするときなどに。ハンカチは、長時間閉じ込められたとき、
どこかに

一方で、外出中での被災に対する備えも重要で、災害対策

特に備えが重要な高齢者

に、日本の古い暦の上で、台風が来て稲に被害を出しやすい

知らせることができます。
ナイフは、ケガの手当や、
ドアをこじ開けた

外出時に持っていきたい災害対策グッズ

マイル交換

マイル交換

返りつつ、将来、大きな災害に遭った時のために備えや心構えについて考えてみましょう。

集

集

ここ数年、全国各地で地震や風水害などの自然災害が頻発しています。これまでに起きた自然災害を振り

の９月に伊勢湾台風によって、戦後最大の被害が出たことを契
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特

特

変動する日本列島を考える

●高さ：228mm、最大直径：80mm、空重量：128.5g、 【セット内容10個セット】・発熱剤×2個（モーリアンヒー
容量：600ml●使用容量：380リットル目安（使用原水に トパックハイパワーLサイズ45g）
・加熱袋×1個（サイ
より異なる）※1～2リットル/1日の割合で浄水したとして約
ズ：約230mm×280mm＋65mm底）
200日目安

上記以外の防災対策に関する情報を掲載していますので、クラス エルウェブサイトもご覧ください。
● クラス

エル ウェブサイト

https://www.class-l.jp

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）

5

season この季節のおすすめ GOODS

foods この季節の人気食品アイテム
特

特
景品番号
レオマイル

CR9H-03000
6,100LM

●サイズ：(約)幅25×高さ5×奥行19cm●素材：耐熱
磁器●付属品：コルクマット●日本製(マットのみ中国
製)

【ディーアンドエス】
アルミフライパン20cm

かまど炊きご飯をガスコンロで！

AR9H-01000
3,900LM

●サイズ：(約)直径20(持手含まない)×高さ6.6cm×厚み
5mm●重量：約620g●素材：
【本体】アルミニウム合金(セ
ラミック塗膜樹脂)【 底部】ステンレス鋼【持手】フェノール
樹脂●仕様：電磁調理器200V可●カラー：ホワイトレッド

【レコルト】
ホームバーべキュー＆トングセット
景品番号
レオマイル

CE8L-02000
12,200LM

●サイズ：
【本体】(約)幅42×奥行42×高さ16.5cm
【トング】約全長20cm ●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

景品番号
レオマイル

TR9H-02000
18,800LM

●サイズ：(約)幅22×高さ(蓋含む)11×長さ43cm
●重量：約3.5kg●素材：
【本体】鉄(シリコン塗装)底厚
4.5mm【ハンドル】天然木(オイル仕上げ)【蓋】ステンレ
ス鋼【蓋つまみ】アルミニウム(ふっ素樹脂塗膜加工)

【肴七味】
ステンレス製 卓上鍋
景品番号
レオマイル

AR9H-02000
5,700LM

● サ イズ：( 約 ) 直 径 2 7 . 3 ( 持 手 含 まな い )×高 さ
13.5(フタ含む)cm×厚み1mm●容量：約3L●重
量：約800g●素材：ステンレス鋼●仕様：電磁調理器
200V可

【ブラウン】
マルチクイックハンドブレンダー
景品番号
レオマイル

AE9H-01000
17,200LM

●サイズ：(約)幅7×高さ40×奥行7cm●重量：約
890g●素材：ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、
ステンレス鋼、AS樹脂、シリコーン●仕様：電源コード
約1.2m●電源：100V-400W

山形県産 ラ・フランス

次郎柿

●内容量：ラ・フランス3Lサイズ2.5kg(8玉)●山形県産
●常温便でお届け※お申込期限：10月中旬頃まで※お届け
期間：11月1日〜11月30日※指定日配送は承れません。

●内容量：2kg(6〜9個)●原産地：静岡県産●常温便でお届け
※お申込期限：10月中旬頃まで※お届け期間：11月上旬〜11
月下旬頃※指定日配送は承れません。（注1）

日本の極み 北海道栗山町産
日原メロン

北海道産 野菜セット

景品番号
レオマイル

景品番号
レオマイル

CS9H-01000
4,700LM

CS9H-02000
11,600LM

景品番号
レオマイル

景品番号
レオマイル

ES9H-01000
4,400LM

EF9H-01000
4,700LM

●内容量：日原メロン1.8kg(1玉)×2●原産地：北海道●常温
便でお届け※お申込期限：9月中旬頃まで※お届け期間：10月
30日まで※指定日配送は承れません。

●内容量：:小玉かぼちゃ200g×2、じゃがいも2kg、玉ねぎ
2kg●原産地：北海道産●常温便でお届け※お申込期限：10
月初旬頃まで※お届け期間：10月上旬〜11月中旬※指定日
配送は承れません。（注1）

九州の一夜干し

山形県置賜産 特別栽培米つや姫

●内容量：れんこ鯛130g･かます90g･真あじ90g 各2、真さ
ば160g×1、あじみりん25g×4、真いわし30g×3●賞味期
限：冷凍30日●加工地：福岡県、大分県●原産地：日本【小麦】
●冷凍便でお届け（注2）

●内容量：3kg×1●原産地：山形県●常温便でお届け

景品番号
レオマイル

EF9G-06000
6,900LM

景品番号
レオマイル

レオマイル

景品番号

https://www.class-l.jp

EF9H-02000

レオマイル

4,500LM

●内容量：2.4kg(7〜10本)●原産地：千葉県または茨城県●常温便でお届け※お申込期限：11月
中旬頃まで※お届け期間：12月上旬〜1月下旬※指定日配送は承れません。（注1）

【OLALA】
フルーツビネガーメーカー

エル ウェブサイト

秋といえば、
なんといってもさつまいも。おすすめは、最近
人気の「紅はるか」。蒸しても、
焼き芋にしてもおいしいホク
ホク系の品種です。濃厚な甘みで、
スイーツ感覚で食べ
られます。

紅はるか
12,300LM

●釜サイズ：直径22.6×高さ17cm●重量：約1.66kg●素材：
【本体】アルミニウム合金(板厚
3.0mm)【 本体内面】研磨仕上げ【本体外面】旋盤加工【つば下】耐熱焼付け塗装【蓋】ステンレス鋼
(板厚3.0mm)【つまみ】焼杉【かまど】アルミ板(板厚1.2mm)、耐熱焼付け塗装

● クラス

甘みの強いホクホク系さつまいも

暮らしを楽しむ

暮らしを楽しむ
6

TR9H-01000

海の物から山の物まで、旬の品々を豊富に取り揃
えました。この季節ならではの味覚を、思う存分楽
しみましょう。

EF9B-07000
4,200LM

【ウルシヤマ金属工業】謹製釜炊き三昧(5合炊き)
景品番号

食欲の秋、到来
秋の味覚を先取り

オーナー様サービス

オーナー様サービス

ご家庭のガスコンロで、昔ながらのかまど炊きを再現。熱
を無駄なく伝えるかまどと、
しっかり圧力を加えるステンレス
のふたで、ふっくらご飯に。新米がさらにおいしくいただけ
ます。

景品番号
レオマイル

【オークス】大人の鉄板 鉄板大 蓋付き

マイル交換

マイル交換

美味しい素材が出回る季節。腕によりをかけてお
料理しませんか？ 新しいクッキンググッズを手に
入れたら、料理のアイデアも広がるはず！

グリルココット

集

集

食欲の秋、到来
クッキングに挑戦！

景品番号
レオマイル

CR9H-02000
11,400LM

●サイズ：(約)幅13×高さ30.5×奥行13cm●容量：
700ml●素材：ポリプロピレン、AS樹脂、シリコン、耐
熱ガラス●電源：AC100V−15W●仕様：電源コード
1m、温度設定約50℃●日本製

【ストウブ】
オイル＆ビネガー
景品番号
レオマイル

CR9H-01300他
5,600LM

●サイズ：
【本体のみ】(約)直径6×高さ19cm【注ぎ
口含む】(約)直径6×23.5cm●容量：250ml●素材：
【本体】セラミック(耐熱陶器)【 注ぎ口】ステンレス、シ
リコン●カラー：チェリー、グランブルー●中国製

山形の極み おばあちゃん家の
お餅セット

日本の極み 鳴門金時芋棒・ごまポテ

●内容量：じんだん餅・くるみ餅・ごま餅・あんこ餅 各5個●賞
味期限：冷凍90日●原産地：
【もち米】国産●冷凍便でお届け

●内容量：金時芋棒400g×2、ごまポテ400g●賞味
期限：冷凍90日●冷凍便でお届け

景品番号
レオマイル

CF9H-01000
4,500LM

景品番号
レオマイル

CF9H-02000
4,900 LM

注1 ※農作物・果物類については商品の特性上、色・形に差があります。※天候不順等により、やむを得ず産地の変更やご注文の
受付中止、商品の変更をさせていただく場合がございます。 注2 ※漁獲量により魚種・原産地等が変更になる場合がございます｡

● 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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まり、
それがだるさをはじめとする夏バテとなって現れます。

風水では、
その人の肉体＝その人の住む家とされています
なんとなく体調がすぐれないとか不調が続いているとき、 から、夏バテを防ぎたいなら、
まずは人で言うところの体内の
風水を取り入れてみてはいかがでしょう。今日からすぐに
老廃物＝家の中のゴミや汚れを徹底的に除去すること。特
実践できる健康運をあげる風水をご紹介します。
にバス・
トイレを入念になさるといいですね。食事面では、体
健康運に影響を与える注意点は？
内の老廃物を排出する腎臓をパワーアップ、
そして体内にこ
もった熱を発散させるのにいいといわれている黒色の食材
から
「ナス」
を使ったメニューをご紹介します。

ナスのキャビア風

プロフィール

大島

けんこう彩・慈・季

オーナーさん

万が一の時に備え安否掲示板に登録を。
最近、本当に
地震が多いねェ。

家族がバラバラの時に
大地震が起きたら、
誰がどうなっているか
わからないわね。

ただいまの地震は
震度○○！

あ！
それなら
クラス エル
ライフに！

オーナーさん
の奥さん

長男さんの
奥さん

災害が起きたときに心配なのが、家族の安否。
ClassL LIFEの安否掲示板なら、簡単スムーズ
な操作で、被害の有無や現在の避難場所などを
登録。
家族だけでなく知人に伝えることができま

材料（3〜4人分）

ナスのキャビア風のレシピ

ナス.......................................... 3本

1. ナスはヘタの所に切れ込みを入れ、
オーブントースターか
魚焼きグリルで焦げ目がつくまで焼く。
2. 冷めたら皮を剥き、
包丁で叩いて粗みじん切りにする。
3. フライパンにオリーブオイルとアンチョビ、
にんにくを入れ
中火にかける。
4. 香りが立ってきたら弱火にし、2のナスを加え、混ぜながら
ねっとりするくらいまで炒める。最後にレモン汁を加え、塩、
胡椒で味を整える。
バケットにつけたり、
パスタにあえていただきます。

にんにく みじん切り
............................. ひとかけ
（小）
分

アンチョビ みじん切り......... 3枚分
オリーブオイル................... 大さじ2

（アンチョビ缶のオイルを使っても大丈夫）

レモン汁............................ 大さじ1
塩
胡椒

櫻子

栄養士、
調理師、
食生活アドバイザー、
利き酒師。
料理教室「イル・フェ・ボー」
を主宰。
2016年2月より手料理「おおよそ」を開店。

す。

安否掲示が
ありますよ！

1

2

3

4 本当、簡単！

私たちに
使えるのかしら？

安否掲示板

これなら安心して
出かけられるわね。

早速来週お友達と
温泉に行こうかしら♡

安否掲示板
ご住所

● 冷蔵庫で一週間は保存
可能。
● ドライトマト、
オリーブ、粒
マスタードなどを入れて
アレンジしても美味しい。
● 味噌と生姜を加え和風に
して冷奴に乗せても。

都道府県・市区町村
町名

伝言内容

メッセージは選んで
スライドするだけ
なので簡単です。
● クラス

上記以外のナス料理の詳しいレシピや旬の野菜の豆知識も掲載していますので、
クラス エル ウェブサイトをぜひご覧ください。

暮らしを楽しむ

暮らしを楽しむ

栄養価が高い旬の食材を取り
入れた食事は、健康な体づくり
に欠かせません。季節ごとの旬
を取り入れた健康レシピをご紹
介します。

暮須さんファミリー

ンツが充実。
ダウンロードしておくと、万が一の時に役立ちます。

オーナー様サービス

オーナー様サービス
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旬の食材を使った健康レシピ

クラス エルのスマートフォンアプリ
「ClassL LIFE」は、
「 安否掲示板」
「防災マップ」、災害時の家族へのメールフォームなど、防災関係のコンテ

映

心理占術研究家。東西の暦に関心を寄せ、学んだ占いは、
九星気学、西洋占星術、風水など多岐にわたる。

なるほど
健康コラム

スマホアプリ

マイル交換

マイル交換

プロフィール 天城

毎日の情報チェックから
災害時に役立つアプリ

集

集

｜ 風水で健康運アップ ｜

残暑の季節になると、身体の内臓や筋肉に老廃物が溜

特

特

今からすぐに実践できる

無事です。

〈操作方法〉

被害があります。
自宅にいます。

「くらし」
→
「安否掲示板」
→
「J-anpi」

避難所にいます。
伝言メモ

エル ウェブサイト

https://www.class-l.jp

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

特

お孫様やお子様も
クラス エル会員にご入会いただけます！
お子様や18歳以上のお孫様についてもご加入いただくと
ご家族の皆さまでクラス エルをもっとお得に、
もっと楽しくご利用いただけます。

集

集

ウェブサイトからも
家族会員の追加お申込みが可能です
家族会員の追加登録は、
ウェブサイトもしくはご書面でお申込みいただけます。

最大5名様までの
『家族会員の追加』
が可能です。

家族会員が多いとメリットも増えます

ご家族間の
コミュニケーション
が増える！

ご家族で
サービスが使える！

家族会員が多いほどレオ
マイルが貯まります。
ご家族で集計先を共有す
ると更に貯まりやすくなり
ます！

家族会員様には年会費がかかり
ません。
会員限定の優待サービス
【ふろむな倶楽部】
や様々なご要望
にお応えするコンシェルジュサー
ビスも使いたい放題！

クラス エルふろむな倶楽部

きウェブサイトにログイン、
『マイ
メニュー』へお進みください。
②『家族会員情報確認・変更』
ボタ
ンより必要項目をご入力ください。
※お申し込みから約1ヶ月ほどでご入会
登録が完了いたします。
家族会員情報確認・変更

本会員様からみて2親等以内で18歳以上のご家族の方が最大5名様までご入会いただけます
レジャー
最大75%
OFF

お得なご優待料金の詳細はウェブサイトでご確認いただけます

※2親等にはお孫様または祖父母までが含まれます。

お申込みに関するご質問・書面でのお申込み希望の場合は、コンシェルジュデスクまでご連絡ください。
● クラス

エル コンシェルジュデスク

https://www.class-l.jp

0120 -749-073
ナ

カ

ヨ

ク

オ ー ナ ー サ ン

受付時間／9:00〜18:00

暮らしを楽しむ

暮らしを楽しむ
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国内外20万ヵ所以上のホテル・レジャー施設やサービスを
ご優待価格でご利用いただけます。
例えば…

①ID･パスワードをご入力いただ

人気施設が
お得に利用できる
会員限定の
特別優待です！

お孫様も喜ぶおすすめサービス

グルメ
最大50%
OFF

※本会員様のみご利用いただけます。

オーナー様サービス

オーナー様サービス

クラス エルを通してレオパレス
の情報を知ってもらう事で、資
産運用や事業承継等の情報を
共有しやすくなります！
また、
クラス エル限定のイベント
にご家族で参加いただけます。

レオマイルが
貯まりやすい！

マイル交換

マイル交換

ウェブサイトから
家族会員の
追加お申込みを行う場合

（当社指定定休日を除く）
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