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大感謝 !

に
お得

号

記念

夏

ご愛読いただいております情報誌「ソウェルクラブ」は、
おかげさまで発刊100号を迎えることができました。
今号では、日頃の感謝の気持ちを込めて、
ソウェルクラブ “クラブオフ” を活用した、夏の楽しみ方を特別企画！
“クラブオフ” のサービスは本人だけでなく、同行者全員が受けられます！
サービスの内容は宿泊、食事、マッサージなど、あれもこれも盛りだくさん！
この機会にぜひ、会員登録をしていただき、お得で素敵な夏をお楽しみください。

で

夏 を 楽 し む

“クラブオフ”サービス 10

連 発！

クラブオフの会員になれば、旅行を断然お得に楽しめます。有名リゾートホテルや高級旅館、広々とした温泉、手
軽なシティホテルなど、魅力的な宿泊施設が特別価格でご利用可能です。ここでご紹介している例以外にも、まだ
まだたくさんの宿泊施設を全国各地にご用意しています！ 詳しくは、“クラブオフ” のホームページをご覧ください。

1 国内の宿がお得！
全国おすすめ宿
セレクション

憧れのリゾートホテルで、優雅なひとときをお得に過ごしませんか？
素泊まりからお食事付きの宿泊プランまで、さまざまなスタイルで

ご利用いただけます。

だい ご

み

特別な日は、ぜひ、リゾートホテルの醍醐味を味わいましょう。

ヨーロピアンテイストの国際級ホテルがお得！
一例

使用客室の一例

白馬東急ホテル

長野県

●会員料金（オリジナルプラン）素泊まり
➡大人お一人様／1泊／平日・休日（サービス料・消費税込み）
➡3名1室 VIP会員 4,400円～
スタンダード会員 5,400円～
※休前日は1,000円増し（プランによる） ※VIP会員料金はスタンダード会員料金の1,000円引き

有名温泉地2食付き
おすすめセレクション

日頃の疲れを癒やして、ゆったりくつろぎたい方には、
温泉がぴったり。

有名な温泉を満喫できる旅館が、2食付きでとってもお得です。

ご家族やお友達と、つかの間の休息を楽しみましょう。

大型の温泉旅館が、2食付きでお得！
一例

星野リゾート 青森屋

青森県

●会員料金（オリジナルプラン）2食付き
➡大人お一人様／1泊／平日・休日（サービス料・消費税込み）
➡3 ～ 4名1室 VIP会員 7,000円～
スタンダード会員 8,000円～
※休前日は1,000円増し（プランによる） ※VIP会員料金はスタンダード会員料金の1,000円引き

東京ディズニーリゾート®・
USJ近郊のホテル

人気テーマパークのパートナーホテルをお得に

ご利用いただけます。

徒歩圏内にあるので、時間を気にせず遊びたい方には
見逃せないプラン。時間をたっぷり使って、

最高の思い出をつくりませんか？

世界に名高く、品格のあるホテルもお得！
一例

ヒルトン東京ベイ 千葉県

●会員料金（オリジナルプラン）素泊まり
➡大人お一人様／1泊／平日・休日（サービス料・消費税込み）
➡4名1室 VIP会員 6,000円～
スタンダード会員 7,000円～
※料金はご利用期間により変動 ※VIP会員料金はスタンダード会員料金の1,000円引き

”

宿に足を踏み入れた瞬間から、上質な時間を約束してくれます。

本物のぜいたくを知る大人のための、優美な空間を満喫してください。
“

モダンで豪華な高級旅館がお得！
一例

使用客室の一例

加賀屋（雪月花） 石川県

●会員料金（オリジナルプラン）2食付き
➡大人お一人様／1泊／平日・休日（サービス料・消費税込み）
➡4 ～ 6名1室 VIP会員 32,480円～
スタンダード会員 33,480円～
※休前日は料金増し（ご利用期間による） ※VIP会員料金はスタンダード会員料金の1,000円引き

一人旅・ビジネスにも
おすすめの宿

出張や一人旅も、便利なホテルをお得にご利用いただけます。

ビジネスホテルからシティリゾートホテルまで、さまざまな
タイプからお選びいただけます。

もちろんご家族やお友達とのご利用もOKです。

観光地へアクセス良好のホテルが便利でお得！
一例

ニューオータニイン札幌

北海道

●会員料金（オリジナルプラン）素泊まり
➡大人お一人様／1泊／平日・休日（サービス料・消費税込み）
➡1名1室 VIP会員 5,700円～
スタンダード会員 6,700円～
※休前日は1,000円増し（ご利用期間による） ※VIP会員料金はスタンダード会員料金の1,000円引き

約20,000軒のホテルや旅館を、お一人様1泊

国内最大級の予約サイト
「じゃらんnet」

200円引きでご予約いただけるサイトです。

●ご利用方法

会員専用サイト「国内の宿」から、
「地域」や「施設名」で
検索してください。右のアイコン「じゃらん」が

表示されている施設が「じゃらんnet」加盟施設です。

2 海外旅行もお得！
世界最大級の
オンライン旅行会社
「エクスペディア」

CMでもおなじみのエクスペディアは、

36万5,000件以上の海外・国内ホテルと、

400社以上の提携航空会社からプランをお選びいただけます。

クラブオフ会員なら、宿泊代金の6％相当の
Amazonギフト券をもらえます。

【注意事項】
●VIP会員について
VIP会員とは、月額500円＋消費税で、さまざまなサービスをスタンダード会員より割安でご利用いただ
けるお得な制度です。詳細はクラブオフのホームページをご覧ください。

●ご利用の際は必ずクラブオフのホームページに掲載の利用方法・特典内容を十分ご確認の上、お申し
込みください。掲載の利用方法以外でお申し込みされた場合は、特典を受けられません。
●宿泊施設の会員料金は、ご利用いただく期間・人数およびお食事の条件等によって異なります。また
表記の金額以外に、諸税（入湯税・宿泊税等）を別途お支払いいただく場合があります。
●一般料金と会員料金の差額の一部はクラブオフが負担しております。
●掲載内容は、すべて2015年6月現在の情報です。内容が変更になる場合がございますので、あらかじ
めご了承ください。

特集 ソウェルクラブ クラブオフ でお得に夏を 倍楽しむ！

厳選の宿

和の心意気を堪能できる、極上のおもてなしを味わうなら、これで決まり。

10

日帰りも楽しめる“クラブオフ”

旅先で宿泊する時間がなくても大丈夫。クラブオフなら、日帰り旅行もお得にお楽しみいただけます。有名ホテ
ルのレストランや、昼食付きの老舗旅館で優雅にお過ごしください。また、映画やエンターテインメントも会員価
格でお得に楽しめるので、ぜひチェックしてみてください。

3 グルメ・レストランもお得！
ホテルシェフが作る豪華な
ランチ＆ディナーがお得！
一例

有名ホテルのシェフが腕を振るう美食を、お得に
味わえます。日帰り旅行をリッチな気分で楽しむ

のにぴったりです。

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋
スカイレストラン&バー スターゲイト

愛知県

●会員特典 平日限定ランチ 3,300円相当 ➡ 2,015円
•グラススパークリングワイン1杯付き •本日のスープ、お肉料理またはお魚料理、デザート2種、
パン、コーヒーまたは紅茶 ※ご利用期間：～2015年8月31日（月）

4 レジャーや遊園地もお得！
進化するエンターテインメント
空間がお得！
一例 【金券】ポルトヨーロッパ

テーマパークや動物園、水族館など、個性豊か
な施設をお得にお楽しみいただけます。非日常
的な空間でリフレッシュ！

和歌山県

●会員特典 入園＋スタンダードパス（入園＋乗物乗り放題）
•中学生以上 3,600円 ➡ VIP会員 2,600円 スタンダード会員 2,800円
※1件につき送料390円が別途かかります。

5 ホテルで過ごす0泊よくばり旅
名湯と優雅な昼食が
両方ともお得！
一例

全国各地の日帰り入浴と昼食が、2,000円台から楽しめます。
0泊なのにしっかり旅気分を味わえるお得なプランです。

秋保グランドホテル

宮城県

●会員特典 日帰り入浴＋炭焼き昼食プラン 3,600円 ➡ 3,300円
イメージ

※昼食は「メインが選べる炭焼き昼食」となります。
※別途入湯税70円（大人のみ）

6 話題の映画も特別価格で鑑賞
話題の映画が特別価格で
鑑賞できてお得！
一例

いれば、会員価格で鑑賞できます。作品公開後も
会員価格のまま！

映画チケット〈全国共通鑑賞券〉

●会員特典
©2014 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC,
AND WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

地域や映画館に関係なく、指定の作品が上映されて

全国

一般／当日券 1,800円 ➡ 1,310円～

※一般／前売り券は1,400円～ ※販売期間は原則として映画公開日より4週間まで。 ※送料無料

一例

MOVIX&松竹系映画館

●会員特典

全国

映画鑑賞チケット 一般 1,800円 ➡ 1,300円

全国25カ所のMOVIX系でご利用可能

※送料無料

お笑いやカラオケ、コンサートや
舞台などが会員価格でお得！
一例

なんばグランド花月

●会員特典

指定席予約引換券

”

さまざまなジャンルのエンターテイン

メントをお得にお楽しみいただけます。

大阪府
・１F 4,700円 ➡ 4,000円 ・２F 4,200円 ➡ 4,000円

※1件につき送料390円が別途かかります。

【エンターテインメント例】
・カラオケボックス（シダックス／ビッグエコー 他） ・演芸場（よしもと 園花月／国立演芸場 他）
・ミュージカル（劇団四季 他） ・コンサート（東京交響楽団 他）
・アイスショー（ディズニー・オン・アイス 他） ・バレエ（東京バレエ団 他）

毎日の生活も“クラブオフ”がお役立ち！
8 この機会に電話相談も！
年金、
育児、
介護、
食生活など、
さまざまな
ことをいつでも電話で相談できます

＜予約先・問い合わせ先＞
●年金相談ダイヤル TEL：0120-104-544
●育児、介護、食生活相談ダイヤル

※10：00～18：00（土日祝は除く）

TEL：0120-104-520

【その他の相談内容】
・悩み事 ・シニアライフ・ボランティア情報
・冠婚葬祭 ・ビジネスマナー ・マネー
・暮らしのトラブル ・法律 ・税務
※クラブオフのホームページに記載された連絡先に、お電
話で直接お申し込みください。お申し込みの際には必ず
「クラブオフの会員である旨」と「会員番号」をお伝えくだ
さい。

9 身体が資本！リフレッシュ！
健康サポートも会員特典でお得！
一例

●てもみんグループチケット 1,080円 ➡ VIP会員 890円 スタンダード会員 950円
●リラクゼーションスペース Rafﬁne
（ラフィネ） ギフトカード 2,160円 ➡ 1,940円
●人間ドック
（東京PET-CT予約センター） PET-CT単独検診 92,500円 ➡ 83,250円

10 お得なサービス、まだまだあります！（割引やキャッシュバックなど）
全国共通お食事券
ジェフグルメカード
セコム・
ホームセキュリティ
生涯学習のユーキャン

ドミノ・ピザ
二木ゴルフ
オンライン

特集 ソウェルクラブ クラブオフ でお得に夏を 倍楽しむ！

7 エンターテインメントもお得！

コスモ石油販売
エノテカ・
オンライン

眼鏡市場
ニチイ
優良講座

コナカ

【注意事項】

●ご利用の際は必ずクラブオフのホームページに掲載の利用方法・特典内容を十分ご確認の上、お申し込みください。掲載の利用方法以外でお申し込みされた場合は、特典を受けられません。 ●宿泊施設の会員
料金は、ご利用いただく期間・人数およびお食事の条件等によって異なります。また表記の金額以外に、諸税（入湯税・宿泊税等）を別途お支払いいただく場合があります。 ●一般料金と会員料金の差額の一部は

クラブオフが負担しております。 ●掲載内容は、すべて2015年6月現在の情報です。内容が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

“

10

10人10色！

夏の楽しみは

あなたは
どう

楽しむ?

ソウェルクラブ “クラブオフ” の多彩なサービスをお分かりいただけましたか？
ここからは4ページから7ページでご紹介したサービスを活用する際の、より具体的なプランをご案内します。ここでご紹介した
メニューの組み合わせはほんの一例。ご自身にあった組み合わせを各自で見つけて、お得に活用しましょう。

Ａ子さん× 1

3

家族3人旅行（大人2人+中学生1人）を
神戸で10倍楽しむ 兵庫県

4

宿泊施設がお得！

1

➡ 4ページ

全国おすすめ宿セレクション
一例

ホテルオークラ神戸（神戸市）

港情緒溢れるメリケンパークにそびえる
地上35階建て「神戸のランドマーク」

●会員料金【オリジナルプラン】素泊まり

•大人お一人様／1泊／平日・休日（サービス料・消費税込み）
•3名1室 VIP会員 4,700円～ スタンダード会員 5,700円～

ホテルランチがお得！

3
一例

➡ 6ページ

ホテルオークラ神戸（神戸市）／中国料理「桃花林」
（3階）

●会員特典【ランチコース（前菜からデザートまで全7品）
】
●ホテルオークラ神戸でランチ1人あたり2,040円お得×3人＝6,120円お得
●淡路島牧場のセットコース・中学生以上の料金は1,370円なので
1人あたり137円お得×3人＝411円お得

計

6,531円お得!
4

4

レジャー施設がお得！

4
一例

➡ 6ページ

淡路島牧場（南あわじ市）

●会員特典【セットコース（乳搾り・バター）】•中学生以上 10％OFF

※宿泊施設は特別料金のため、上記計算には含みません。

新婚Ｂ太さん× 1

•5,940円相当 ➡ 3,900円

夫婦2人で鳥取の温泉（2食付き）へ
贅沢癒やし旅 鳥取県
宿泊施設がお得！

1

➡ 4ページ

有名温泉地2食付きおすすめセレクション
一例

斉木別館（東伯群三朝町）

幻想的な森に包まれて故郷のぬくもりを感じる

●会員料金【オリジナルプラン】2食付き

•大人お一人様／1泊／平日・休日
（サービス料・消費税込み）
•2名1室 VIP会員 11,300円～ スタンダード会員 12,300円～

41
●砂丘会館で1人の食事代1,800円として
1人あたり180円お得×2人＝360円お得
●砂丘会館で1人のお土産代3,200円として
1人あたり320円お得×2人＝640円お得
●水木しげる記念館で1人あたり100円お得×2人＝200円お得

計

1,200円お得!

※宿泊施設は特別料金のため、上記計算には含みません。

一例

レジャー施設がお得！

➡ 6ページ

砂丘会館（鳥取市）

●会員特典【お土産品】
【お食事】10％OFF

4

2

一例

レジャー施設がお得！
水木しげる記念館（境港市）

●会員特典【入館券】大人 700円 ➡ 600円

➡ 6ページ

7

親友4人でユニバーサル・スタジオ・
ジャパン®を満喫！ 大阪府 ⑦は全国
1

宿泊施設がお得！

➡ 4ページ

USJ近郊

ホテル京阪
ユニバーサル・タワー（大阪市）

一例

●会員料金【オリジナルプラン】素泊まり

•大人お一人様／1泊／平日・休日（サービス料・消費税込み）

7
●ビッグエコーの平日夜30分490円を3時間利用で
1人2,940円として1人あたり882円お得×4人

計

•平日 30%OFF •金土日祝前日 20%OFF
※全国のビッグエコーでご利用可能！（一部ご利用になれない店舗がございます）

※宿泊施設は特別料金のため、上記計算には含みません。

4

ビッグエコー

●会員特典【カラオケ室料】

3,528円お得!

D美さん× 1

VIP会員 3,500円～ スタンダード会員 4,500円～

カラオケもリーズナブルに！ ➡ 7ページ

一例

一人気ままに龍馬ゆかりの
高知を巡る！ 高知県
1

宿泊施設がお得！

➡ 5ページ

一人旅・ビジネスにもおすすめの宿

ザ クラウンパレス新阪急高知

一例

高知市の中心、高知城前に位置し
観光の拠点にとても便利！

（高知市）
使用客室の一例

●会員料金【オリジナルプラン】素泊まり

•大人お一人様／1泊／平日・休日（サービス料・消費税込み）

•1名1室 VIP会員 6,700円～ スタンダード会員 7,700円～
●フォレスト＆ウォーターで週末に1日コース14,000円を
申し込んだとして1人あたり

1,400円お得!

5

➡ 6ページ

フォレスト&ウォーター（長岡郡大豊町）

●会員特典【ラフティングツアー】10％OFF

家族4人（大人2人+子ども2人）、
日帰り温泉でリフレッシュ！ 山口県

0泊よくばり旅がお得！ ➡6ページ
一例

レジャー施設がお得！

一例

※宿泊施設は特別料金のため、上記計算には含みません。

E香さん× 5

4

●湯の宿、味の宿 梅乃屋を平日利用で1人あたり1080円お得×4人

湯の宿、味の宿 梅乃屋（山口市）

美容液のような美肌の湯と旬のコース料理を堪能！

計

4,320円お得!

●会員特典【日帰り入浴+昼食】 ※貸タオルは含みません。
•平日 6,480円 ➡ 5,400円
•休前日 7,560円 ➡ 6,480円

※昼食は「旬のコース料理」となります。
※部屋はつきません。

【注意事項】 ●ご利用の際は必ずクラブオフのホームページに掲載の利用方法・特典内容を十分ご確認の上、お申し込みください。掲載の利用方法以外でお申し込みされた場合は、特典を受けられません。 ●宿泊施設の会員料金は、
ご利用いただく期間・人数およびお食事の条件等によって異なります。また表記の金額以外に、諸税（入湯税・宿泊税等）を別途お支払いいただく場合があります。 ●一般料金と会員料金の差額の一部はクラブオフが負担しております。
●掲載内容は、すべて2015年6月現在の情報です。内容が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

”

“
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ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®から
徒歩すぐのオフィシャルホテル

•4名1室

特集 ソウェルクラブ クラブオフ でお得に夏を 倍楽しむ！

Ｃ介さん× 1

F江さん× 1

3

9

仲良し2人で京都を食べ歩き、
疲れたらマッサージ！ 京都府 ⑨は全国
宿泊施設がお得！

1

➡ 5ページ

じゃらんnet
一例

京都ブライトンホテル

心を込めたブライトン流
きらめくおもてなしを

（京都市）

●会員料金
【じゃらん限定★ポイント6%UP★直前割セール】素泊まり
•大人お一人様／1泊／日～木（サービス料・消費税込み）
•2名1室

8,300円～

じゃらん一般料金よりお一人様1泊200円引き
※表示金額は特典適用後の金額となります。
※VIP会員・スタンダード会員ともに同料金となります。

ホテルランチがお得！

3
一例

●ハイアットリージェンシー京都でランチ1人あたり
1,702円お得×2人＝3,404円お得
●てもみんグループチケットを事前に4枚購入したとして
760円お得（VIP会員の場合）

計

4,164円お得!

※宿泊施設は特別料金のため、上記計算には含みません。

➡ 6ページ

ハイアット リージェンシー 京都（京都市）／
ザ・グリル（ロビーフロア）

●会員特典【平日ランチセット（ソフトドリンク1杯付き）
】
•4,182円相当 ➡ 2,480円

旅先でのマッサージもお得に！

9
一例

てもみんグループチケット

➡ 7ページ

●会員特典【てもみんグループチケット】

•1,080円 ➡ VIP会員 890円 スタンダード会員 950円

※店頭では会員特典による販売は行いません。
※全国219カ所のてもみんでご利用可能！

G之さん夫妻× 4

3歳の娘を連れて
水族館へ日帰り旅行！
4

福岡県

レジャー施設がお得！

➡ 6ページ

マリンワールド海の中道（福岡市）
一例 【金券】

大人気のイルカ・アシカショーは毎日開催！

●会員特典【入館券】

•大人（高校生以上） 2,160円 ➡ 1,600円

※4歳未満は無料です。

●マリンワールド海の中道で1人あたり560円お得×2人

1,120円お得!

計

3

ホテルランチがお得！
一例

イメージ

➡6ページ

”

●リーガロイヤルホテル広島でランチ1人あたり520円お得×5人

リーガロイヤルホテル広島（広島市）／
中国料理「龍鳳」
（6階）

計

2,600円お得!

●会員特典【ランチ】
前菜の盛合せ、スープ、海鮮料理、飲茶二種、本日のおすすめ料理、名物ねぎそば、
オリジナルデザート
•2,500円 ➡ 1,980円

I 夫さん夫婦× 1

4

両親の金婚式にリッチな
厳選の宿をプレゼント！
1

鹿児島県

宿泊施設がお得！

➡ 5ページ

厳選の宿
一例

ホテル秀水園（指宿市）

枯山水の庭園が映える純和風の宿
定評ある料理とおもてなしが自慢

●会員料金
【オリジナルプラン】2食付き

•大人お一人様／1泊／平日・休日（サービス料・消費税込み）
•4名1室 VIP会員 12,800円～ スタンダード会員 13,800円～

●薩摩庵で1人のお土産代3,000円として1人あたり300円お得×4人

1,200円お得!

一例

計

7

レジャー施設がお得！

➡ 6ページ

見学工場 薩摩庵（鹿児島市）

●会員特典【売店商品】10％OFF

※宿泊施設は特別料金のため、上記計算には含みません。

J治さん× 6

4

話題の映画とお笑いで
週末デート！ 全国 ⑦は東京都
6
一例

映画がお得！

➡ 6ページ

イオンシネマ

全国80カ所以上のイオンシネマでご利用可能！

●会員特典【映画鑑賞券／一般】
1,800円 ➡ 1,300円

7
●イオンシネマ映画観賞券を事前に2枚購入したとして1,000円お得
●ルミネtheよしもとで週末の前売り券を2枚購入したとして800円お得

一例

お笑いがお得！

➡ 7ページ

ルミネtheよしもと（新宿区）

●会員特典【予約引換券】

1,800円お得!

計

平日昼（前売り）2,000円 ➡ 1,800円
土日祝（前売り）4,200円 ➡ 3,800円

【注意事項】 ●ご利用の際は必ずクラブオフのホームページに掲載の利用方法・特典内容を十分ご確認の上、お申し込みください。掲載の利用方法以外でお申し込みされた場合は、特典を受けられません。 ●宿泊施設の会員料金は、
ご利用いただく期間・人数およびお食事の条件等によって異なります。また表記の金額以外に、諸税（入湯税・宿泊税等）を別途お支払いいただく場合があります。 ●一般料金と会員料金の差額の一部はクラブオフが負担しております。
●掲載内容は、すべて2015年6月現在の情報です。内容が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

特集 ソウェルクラブ クラブオフ でお得に夏を 倍楽しむ！

職場のクラブオフ仲間5人での
女子会を有名ホテルで！ 広島県

主任のH子さん× 3

“

10

よくある“クラブオフ” Q

?

&

A

?

クラブオフは、
なぜそんなに安いの

スタンダード会員と
VIP会員の違いは

個人でサービスをご利用いただくのと異なり、当クラブ

月額500円＋消費税で「VIP会員」にアップグレードで

で一括して商品やサービスの仕入れを行うことにより、

きます。さまざまなサービスがスタンダード会員よりも
割安に設定されているため、お得度は各段にアップ！ さ

お得な会員特別価格を実現しております。

らに、1泊500円の宿やキャンペーンプランなど、VIP会

?

員限定のメニューを豊富にご用意しております。

どんなサービスが
あるの

?

割引や特典は、会員本人
しか受けられないの

全国のホテルや旅館、テーマパーク、動物園、水族館、
映画館、レストラン、カルチャースクールなど、75,000
件以上の施設でサービスを受けることができます。

スタンダード会員様もVIP会員様も、会員ご本人

様が同行する場合に限り、ご家族やご友人にも割引や特
典が適用されます。

?

会員登録には
お金が必要なの

スマホからも登録できます！
詳しくは14ページへ！
【操作が分からない方へ】
登録そのものは簡単ですので、ご家族に手
伝ってもらってはいかがですか？ サービス
はご家族と一緒にご利用できます！

スタンダード会員なら、登録料も会費も無料です。
手続方法は14ページをご参照ください。

利用者の声

利用者の声

憧れのランチがクラブオフで実現！

クラブオフで1万円キャッシュバック！

1

2

兵庫県・にしのみや聖徳園

東京都・のぞみ保育園

村上智子

椎名京子

「ソウェルクラブ “クラブオフ”」に登録し、早速「ザ・

クラブオフを利用するとポイントが貯まる「VIP会員」

リッツ・カールトン大阪」のランチを職場の女子3人

に登録しています。博多にいる息子に会いに行くと

で楽しんできました。気になっていたけれど高くて

きや、遠方の結婚式に出席するときなどに、クラブオ

行けなかったランチに、特典付きで、さらに安く行け

フの素敵な提携ホテルを格安で利用。先日は、つい

るなんて本当にお得だと思いました。また、宿泊や

にポイントが10,000貯まり、1万円のキャッシュバッ

ギフトなどにたくさん活用していきたいです。

クを頂きました！ おかげさまで 家族と豪華な食事が

（ソウェルクラブ2013秋号

Vol.93より）

できました♪

会員登録がまだの方は、14ページをご覧になり、
OK
会員登録を行ってください。

”

会員登録がお済みの方は
下記をご参照ください。

“

宿泊施設（国内の宿）を検索・予約してみよう！
1 検索

2 予約
これで予約完了！

設 の 検 索！ もちろ

ろん、電話（受付セン

ページを開いて施

インターネットはもち

んパソコンやガイド
ブックからも探せる
わよっ！

10

3 予約確認

クラブオフのホーム

4 宿泊当日

「予約申込結果通知」、
「予約確認書」がメー

ター）やFAXでも申し
込めるのは便利だわ！

「予約確認書」と本人確認の

ための「身分証明書」をフロ

ントで見せればいいのね！

ルで届いた！

電話でお申し込みの場合、
「予
約確認書」が郵送で届きます。

Guide
book

FAXでお申し込みの場合、ご
指定のFAX番号に「予約確認
書」のFAXが届きます。

WEBクーポンを使ってグルメメニューを利用してみよう！
1 検索

2 利用当日（スマホからお申し込みの場合）
クーポン

クラブオフのホー
ムページを開いて、
お目当てのレスト
ランのページにあ

「携帯クーポン」の表示があるもの
は「クーポン（携帯会員証明書）」
を見せるだけでOK! 有効期限に
注意しないとね！

※WEBクーポンの郵送は承れませんので
あらかじめご了承ください。

3 利用当日
プリントアウトしておいた「WEB
クーポン」を提示すればOKよ!
（注）WEBクーポンの有効期限はプリントアウト
した日より2週間です！

2 プリントアウト（パソコンからお申し込みの場合）

る「クーポンはこち
ら」の ボ タンを 押
すのね！

「WEBクーポン」はパソコンでし
か表示できないから必ずプリント
アウトが必要よ！
WEBクーポン

映画チケット（全国共通鑑賞券）をお得に購入してみよう！
1 申し込み
スマホ・パソコンの場合はホームページ
から、お電話の場合は受付センターから
申し込めばいいんだね!

●一般／当日券 1,800円
●VIP会員・スタンダード会員 1,310円～

2 支払い

送料無料

3 お届け
TICKET

コンサート
IE
MOV

TICKET

決済はクレジットカードで
らくらく簡単！

4 利用当日

特集 ソウェルクラブ クラブオフ でお得に夏を 倍楽しむ！

使ってみよう“クラブオフ”

決済確認後から1週間程度で届くんだ！
送料が無料なんてありがたいな～！

特集 ソウェルクラブ クラブオフ でお得に夏を 倍楽しむ！
”

“
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“クラブオフ”に会員登録をしよう
スタンダード会員は登録無料！

スマホ版会員登録の流れ

5分で登録完了！

早い人なら

まずは、ソウェルクラブの

会員専用ページにアクセスしましょう。

右のＱＲコードからもアクセスできます！

STEP 1
会員専用ページにログインする。

ページ内に表示されている「会員専用ページログイン」に、

会員番号（ソウェルクラブ会員番号）とパスワード（西暦の生年月日

［例］19750101）を入力し、
「上記の内容でログインする」の
ボタンをタッチします。

「ソウェルクラブのクラブオフサイトへ」のバナーをタッチし、
クラブオフのスタートページを表示させます。

STEP 2
“クラブオフ” 新規会員登録ページに移動する。

「新規会員登録」のボタンをタッチします。
※
「クラブオフの会員番号（ログインID）
」は
「ソウェルクラブ会員番号」と同じです。

STEP 3
必要項目を入力し、新規会員登録を行う。

「会員規約」に同意し、
「会員スタイル」を選択してください。
会員スタイルにはスタンダード会員またはVIP会員の2種類あります。

VIP

VIP会員とは、月額500円+消費税を支払うことによって、
無料のスタンダード会員よりさらにお得なサービスを
ご利用いただける会員スタイルのことです。

「必要項目」を入力すれば、会員登録完了！

登 録したメールアドレスに
「登録完了通知メール」が届
いたら13ペ ージを参 考 に、
さっそくクラブオフのサービ
スを利用してみましょう！

【スマホでの利用方法】

◆
「携帯クーポン」を画面に表示させるだけで、思い立ったときにいつでも使
えます。ただし、予約が必要な場合もありますので、事前にご確認ください。
◆
「ＷＥＢクーポン」はスマホで表示させることができません。
パソコンからのプリントアウトが必要です。

