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夢を叶える4つのキーワード

Club Off

Keywords
Wish List

やりたいことは
全部クラブオフで叶える
これを読めば使い方丸わかり

How To Use クラブオフ
HOT SPRING TRIP
お買得チケット特集
室数限定 トク宿プラン

Club Off GuideBook 2022

Club
Off

Coupon
日本各地の

Club Off

Guide Book

2022

サンセットウイングのロ
ビーから望む絶景。誰も
がきっと息をのむような
圧倒的な光景です。

W

ORD

KEY

02
ようこそ、天国の名にもっともふさわしい楽園へ

［Club Off Keywords］

輝 SHINING 響 IMPACT 感 EMOTION 彩 UNIQUE

沖縄│恩納村

ハレクラニ沖縄
19
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KEY

KEY

ケットマルシェ︵以下ポ
ケマル︶
﹀は全国の農家

や漁師など︑生産者の顔を見て
直接やりとりしながら食材を購
入できるオンラインマルシェです︒
生産者が出品した野菜や果物︑
食材から︑お気に入りの一品を

魚︑肉など約16︐
000品の

はじまりはポケマルの高橋博

探すことができます︒

［Club Off Keywords］

オンモールやイオンショッ
ピングセンターを中心に︑

トが届くので︑その後はインター
行い︑当日ロビーの券売機に二

ネットのe席リザーブで予約を
次元コードをかざすだけでスムー
ズに入場することができます︒
新しい映画との出会いは︑きっ
と人生を豊かに彩ってくれるで

新鮮な肉や魚介、旬の野菜や果物など16,000

品を超える食材から、お気に入りの一品を探す

ことができます。全国の農家や漁師の方々と直

輝 SHINING 響 IMPACT 感 EMOTION 彩 UNIQUE

映画が創造するエンターテインメントは無限大

イ
約 の劇場数を展開する︿イオ

約 週間程度でご自宅にチケッ

ページで購入手続きをした後︑

トを特別価格でご提供︒ホーム

オンシネマ﹀の映画鑑賞チケッ

ができます︒クラブオフでは︿イ

ンで気軽に映画を観に行くこと

しんだりと日常のあらゆるシー

たり︑ご家族みんなで一緒に楽

仕事帰りにフラッと一人で訪れ

クリーンを展開しているため︑

可能に︒さらに国内最大数のス

の作品の世界に入り込むことが

求したシートで︑一瞬にしてそ

感あふれる音響︑心地よさを追

むほどの圧倒的な映像美︑臨場

︿イオンシネマ﹀では︑息をの

にはそれなりの設備が必要です︒

れているため︑作品に没頭する

画館で観ることを前提に制作さ

れています︒そもそも映画は映

を届けたいという思いが込めら

で最高のエンターテインメント

りをあたえ︑日本のすみずみま

通じて一人ひとりの暮らしに彩

を︒
﹂をコンセプトに︑映画を

ンシネマ﹀
︒
﹁くらしに︑シネマ

95

1

しょう︒

申込NO. 5073572

之氏が発行した︑
﹁東北食べる
通信﹂という〝食べもの付きの
雑誌〟です︒東北食べる通信は
された生産者と消費者の関係﹂

﹁既存の食の流通によって分断
を結び直し︑雑誌と食材がセッ
トで届くメディアを起点とした
コミュニケーションとして人気
になりました︒そして﹁もっと
気軽に︑生産者から直接購入し
てみたい！﹂というお客様の声
から︑ライトユーザー向けにポ
ポケマルで出品したいという

ケマルを立ち上げました︒
生産者には﹁お客様とのコミュ
ニケーションはマメに取ったほ
うがいい﹂
﹁梱包は丁寧に﹂
﹁お
子様の分をおまけで入れてみて
は﹂などのアドバイスを手厚く
しているため︑生産者自身が自
ら発信して︑お客様と直接やり
取りができる基礎ができていま
す︒鮮度の高い食材や訳あり食

21
想いも伝わる、だからおいしい

ORD
W

36
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※ご利用方法は本誌P79をご覧ください。ご利用の際は当クラブホームページで利用方法・特典内容をご確認の上お申し込みください。
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材など︑
﹁選ぶ﹂を楽しんでみ
てください︒

会員特典 クーポンコード入力で初回利用限定 1,000円OFF
※有効期限は、新規登録後1ヶ月以内です。 ※特別な記載がない
限り、クーポン1枚につき1ユーザー1回までの使用に限定します。
利用方法： パートナーサイト

「イオンシネマ」以外の映画館ではお使いいただけませ
会員特典 映画鑑賞チケット
（カード） 一般 1,800円→1,300円 ※
ん。事前に所在地をお確かめのうえ、ご購入をお願いいたします。 ※e席リザーブ
（インターネット予約システム）
や、自動券売
機の券種画面で
「ACチケット」
をお選びのうえ、チケット裏面の
「チケット購入番号」
と
「暗証番号」
をご登録いただくことで座席予
約が可能です。 ※お1人様1作品に限り有効
（大人小人シニア共通）
。各種割引との併用や差額の返金はできません。 ※3D・
4D作品など追加料金が必要となる場合や、映画以外のコンテンツ・特別興行など一部ご利用いただけない場合がございます。
利用方法： 金券
申込NO. 7024817

日本最大級産地直送ＥＣサイト ポケットマルシェ

イオンシネマ

接やり取りできるのは楽しくて安心です。

20
作品との出会いが人生を変える
ORD
W

︿ポ

作る人と食べる人をオンラインで繋ぐ

日本最大級産地直送ＥＣサイト
オンライン

ポケットマルシェ

全国

イオンシネマ

W

ORD

KEY

22
自分らしくいられる、
心地良い彩りと暮らし

unicoでは、オリジナルの家具
をはじめ、ラグやカーテンなど
のファブリック、セレクト雑貨
などのアイテムを豊富にライン
アップ。暮らしの中でずっと寄
り添ってくれるような、飽きの
こない温かみのあるデザインを
大切にしています。

［Club Off Keywords］

輝 SHINING 響 IMPACT 感 EMOTION 彩 UNIQUE

人ひとりに合ったライフ

伝えると、3Dシミュレーター

囲気やインテリアの悩みなどを

持参して、スタッフに好みの雰

タルコーディネート。理想のお

スタイルの提案」が評判

部屋の実現に向けて、納得のい

を活用しながらアドバイスをし

切にしています。

くまでスタッフと相談できます。

の〈unico〉
。
「自分らしく

「自分流で＂すてきだね＂と

また〈unico〉
ではコーディ

てくれます。家族構成や家具の

言われる部屋に住みたい！」こ

ネートを競うコンテストが定期

いられる心地良い暮らし」をコ

んな思いがあっても、インテリ

的に開催されるため、スキルや

ンセプトに、全国に 店舗を展

アには「センスの有無」
「難しい」

経験が豊富なスタッフがたくさ

配置場所、照明の取り付け位置、

「面倒」など壁があって、なか

ん在籍していることもポイント。

ラグやカーテンまで含めてトー

なかチャレンジしにくいもので

店内では、季節ごとに様々なテー

開。肩の力を抜いた、心からリ

す。
〈unico〉ではそんな

マに沿ったコーディネートを見

ラックスできる空間づくりを大

お部屋づくりに悩んでいる人た

申込NO. 5043682
会員特典 全商品 5％OFF ※対象店
舗：オンラインショップ ※配送料および
セール品、付帯作業料は対象外となります。
※セールや、その他割引サービス・キャン
ペーンとの併用はできません。
利用方法： パートナーサイト

られるのも魅力のひとつです。

（ウニコ）
公式オンラインショップ
ｕｎ
ｉ
ｃｏ

ちへ向けたサービスを無料で提

申込NO. 5043681
会員特典 全商品 5％OFF ※対象店
舗：unico、unico loom全店
（unico stockを
除く） ※配送料およびセール品、付帯作
業料は対象外となります。 ※各商業施設
のセールや、その他割引サービス・キャン
ペーンとの併用はできません。
利用方法： 印刷クーポン 画面提示クーポン

供しています。部屋の間取りを

（インテリアショップ）
ｕｎ
ｉ
ｃｏ

﹁一

自分らしい、理想の暮らしを叶えてくれる

47

全 国 │オンライン

ｕｎ
ｉ
ｃｏ（ウニコ）
39

※ご利用方法は本誌P79をご覧ください。ご利用の際は当クラブホームページで利用方法・特典内容をご確認の上お申し込みください。
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B社サイト

C社サイト

D社サイト

どこよりも

おトク!!

クラブオフサイト

は⁝

横断
検索

徹底

検索
疲れ

比較

とサヨナラ

横断検索とは、複数のサイトの情報を一挙に比較して、一番おトクなメニューやピッ
各旅行会社の

宿泊料金を
一覧で比較

タリな条件を検索できる仕組みです。しかもクラブオフのサイト経由で利用すれば、
各サイトから直接利用するよりもほとんどのケースでおトクになるんです！

できます。

例えば 宿 泊 は

施 設を比 較！

約

対 象 サイト の 例

施 設ページ

事前におトクなチケットを
購入しておけば
チケットを
(注）最新の「RELO GROUP VISUAL IDENTITY GUIDELINES」に準拠して使用してください。
当日は提出するだけ
購入しておトク！

お ト クの 秘 密

各 サ イト の 情 報 を 横 断 的に比較・検 索

横 断 検 索 のイメー ジ
A社サイト

横 断 検 索！

複 数 の サ イト を まと め て 比 較 ！

テーマパークや
チケットが多数！

❶当クラブホームページにアクセス
❷使いたいメニューの
「お申込み」
を
タップまたはクリック
❸クレジットカードにてお支 払い後、
1週間程度でチケットをお届けします
❹ご利用当日チケットを施設へ提出

動画で
見る

※金券の発送には1週間程度かかります。送料は1件につき一律400円（簡易書留）が
別途かかります。 ※購入後の変更およびキャンセルはできません。 ※お支払いはクレ
ジットカードのみとなります。 ※有効期限は各券種によって異なりますので、お申込み
時にご確認ください。 ※同じ券種でもキャンペーン等でご購入時期により価格が変動す
る場合がございます。その場合でも差額の返金は原則ございません。

のもあり♪
※一部上限あり

送料無料な「映 画チケット」も！
当クラブホームページにアクセス

TOPページ

カテゴリ一覧

映画チケット割引

事前にWEB上で座席予約ができる便利な電子
前売り券です。
ムビチケ対応劇場で使えます。

※ムビチケ対応劇場をご確認のうえ、チケットをご購入くだ
さい。

映画

映画館で選ぶなら

カード の使い方

ムビチケカード

▲

このアイコンが
ある施設は
J Rと合わせて
購入できます

まとめ買いする

さらに
ワンポイント

作品で選ぶなら

クチコミ
（ 評 価 ）が
チェックできます

日帰り湯の

金券

1 ムビチケカードが届いたら暗証番号を確認
2 パソコン・スマートフォンから座席指定
3 当日はカウンターをスルー
4 劇場の発券機でチケット発券

映画館割引

チケット
（郵送）
チケット有効期限内なら、対象劇場で上
映中のどの作品にも使えるチケットです。
お気に入りの映画館が決まっている方に
オススメ！

目的に沿った
検索ができます

「予算」
で検索
「食事」
で検索 など

いろいろな
ご希望のプランが
一目瞭然！

ECサイトが

※提携ブランドは予告なく変更
となる場合がございます。

おトク！

クラブ
オフ
外部
サイト

クラブオフを経由すれば
外部サイトもおトクに

プラン 内 容 や 料 金 を

ひと目で 比 較 !

パートナーサイト
❶当クラブホームページにアクセス
❷使いたいメニューの
パートナーサイト
（外部サイト）へ
アクセス
❸パートナーサイトにてお申込み

グルメも横 断！
クラブオフオリジナル提携の飲食店の他に、大手
グルメ検索サイト「一休.com/restaurant」
「Yahoo!
ダイニング」「ぐるなび」「OZmall」など40,000 件
以上の飲食店を横断検索できます。また、お店の
予約までクラブオフのサイト上でできるので便利！

85

※WEBサイト画面等の画像はイメージです。予告なく変更になる場合がございます。

クラブオフ経由で
申し込むだけ♪
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