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車で、自転車で、リフトに乗って楽しめる！

桜 の名所を訪れよう
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春になると気になる桜の開花時期。南の方から桜の開花宣言の便りが届くと花見に出かけたくなりますよね。

そこで、今年は足を運んだことがない桜の名所を訪れてみてはいかがでしょうか。歩きながら愛でるのはもちろん、

車に乗りながら、自転車で走りながら、
リフトに乗りながら楽しめる場所をピックアップしました。大阪にある造幣局では、珍しい桜が見られますよ。
徒歩

日本最古のソメイヨシノを見に行こう

見頃：
5月中旬

リフト

弘前公園

見頃：
4月下旬

４月下旬から5月上旬にかけて
弘前公園で開催される弘前さ
くらまつり。園 内には、ソメイ
ヨシノを中心に、シダレザクラ、
八重桜など、50種類約2600
本の桜が咲き誇ります。 中で
も注目したいのは、現存するも
のでは日本最古のソメイヨシ
ノ。寿命は60～80年とされて
いますが、こちらは1882年に
寄贈されたそうで、今年で137
年を迎えます。他にも樹齢100
年を越すものが300本以上あ
り、毎年立派に咲きます。

愛知県

上から見る芝桜は絶景！

茶臼山高原

青森県弘前市大字下白銀町1

0172-33-8739（弘前市役所 公園緑地課）

JR弘前駅からバスで約15分、下車後徒歩約5分

標高1358ｍの萩太郎山の山頂付近に広がる茶臼山高原。春には
『芝桜の丘』として、ピンク・薄紫・白など7種類約40万株の芝桜が
咲き誇ります。ゆっくり歩きながら、観光リフトに乗って空中散歩に
出かけたり、楽しみ方は様々です。見晴台からは大きなハートマー

クが見られ、写真映えすること間違いなし。5月上旬から約1か月間
「芝桜まつり」が開催され期間中はライトアップが行われたり、特
産物の出店ブースが登場したり、おまつりを盛り上げます。

車

青森県

自転車

お祭りの期間：4月20日
（土）
～5月6日
（月・休） 園内で見られる場所：二の丸

茨城県

春にはたくさん桜が咲き乱れる
愛知県北設楽郡豊根村坂宇場字御所平70-185
0536-87-2345（一般財団法人茶臼山高原協会）
車で浜松駅から1時間50分、名古屋駅から約2時間
お祭りの期間：5月11日
（土）
～6月9日
（日）

北海道

約8km続き2000本を越える

登別桜並木

つくば霞ヶ浦りんりんロード

自転車道のつくばりんりんロー
ド
（40km）と霞ヶ浦湖岸道路
（ 1 4 0 k m ）を 結 ぶ 、全 長 約
180kmのサイクリングロード
は日本最長。沿道にはたくさん
桜が咲き乱れていますが、特に
目を引くのは、つくば市北条近

くのりんりんロードです。また、
周辺には北条大池があり、淡い
ピンクの花を映しだす静かな水
面がひときわ印象的です。

JR登別駅から登別温泉やカルルス温泉へ向かう道沿いに約
8km続く桜並木。通称
「花のトンネル」
にはエゾヤマザクラが道
を覆い、地元の人々に親しまれているほか、温泉客はもちろん、
ドライブのお立ち寄りスポットとしても評判です。近くに駐車場
もあるので、車を停めてゆっくりながめるのもおすすめです。

見頃：
5月中旬

北海道登別市中登別町
0143-84-3311 (一社)登別国際観光コンベンション協会

茨城県つくば市北条
029-301-2735
茨城県政策企画部 地域振興課
つくば駅から自転車で約50分

見頃：
4月上旬

道央自動車道登別東 ICより車で約2分

徒歩

大阪府

珍しい里桜が大集合

造幣局

見頃：
4月中旬

見頃：
4月中旬

毎年4月中旬頃の桜の開花時に、造幣局構内旧淀川沿いの全
長約560mの通路を一般花見客のために1週間開放します。
他では見られない珍しい里桜が集められ、現在では約130種

約340本の桜が植えられています。夜にはライトアップも開催
され、また違った雰囲気を楽しめます。
大阪市北区天満1-1-79
050-5548-8686（ハローダイヤル）
天満橋駅、大阪天満宮駅、大阪城北詰駅、それぞれの駅から徒歩約15分
開催期間：4月中旬から1週間
※詳細は平成31年3月中旬頃に決定予定。HPでご確認ください。
https://www.mint.go.jp/

ベ ニ

テ

マ リ

紅手毬

養老桜

二度桜

多数の花が枝の先に密生して咲き、 傘上に咲き、直径３cmの白色の中 一つの木の枝毎に2種類の花（一重
大きい手毬の状態となります。紅 輪で、花弁数は５～８枚の一重八重 と八重）が咲きます。八重は、一度
手毬は、花が赤い手毬の状態とな 桜です。造幣局で見られる非常に しぼんでから再び開花することから
るところからこの名前がつきまし 珍しい桜の一つです。
「二度桜」
と命名されました。二度咲
た。花は、中輪の淡紅色で花弁数
きするのは限られた花のみ。花の色
は20枚程度です。
は淡い紅色です。原木は岐阜県揖斐
郡大野町の古墳上にあります。

ぎ ょ

い

こ う

緑色の桜「御 衣 黄 」、
ご存じでしたか？

花弁は緑色で、だんだん薄くなり、黄緑色から黄色、そして中
心部が赤く変化していきます。見頃は、ソメイヨシノが散った
後の4月中旬～下旬頃。大阪造幣局はもちろん、都内では新宿
御苑など、沖縄県を除く全国各地で見られるそうです。

セラヴィリゾート泉郷で

楽しめる！
お得な料金でリゾートを

人気の“伊豆・城ヶ崎エリア”
に泊まろう
！

組合員の皆さんがお得な料金で利用できるセラヴィリゾート泉郷は、全国の人気リゾート地にホテルやコテージ、愛犬リゾートといった
多様な施設タイプをご用意。中でも都心からもアクセスしやすく人気の“伊豆・城ヶ崎エリア”の施設をピックアップしました。
静岡県

ホテルアンビエント
伊豆高原 本館

静岡県

素材にこだわった料理と温泉露天風呂が自慢

静岡県

0557-51-1666

一番小さなお部屋でも55㎡という一般的なホテル客室の約1.5倍
の広さ。全てのお部屋にキッチンが付いており、家族やグループな
どの大人数での利用も可能。温泉大浴場もあり、長期連泊や滞在型
リゾートとしてもおすすめです。

https://izu.izumigo.co.jp/hotel/

静岡県伊東市大室高原8丁目

ホテルアンビエント
伊豆高原 コテージ

静岡県

一戸建てタイプの“贅沢”な滞在スタイル

0557-51-1666

0557-51-5111

https://izu.izumigo.co.jp/annex/

Wan’
s Resort
城ヶ崎海岸

愛犬と一緒にワンクラス上の感動を

一棟貸切りなので隣のお部屋に気兼ねなく家族や友達同士でリ
ゾートを満喫できます。別荘地に点在する施設には温泉や温泉露天
風呂付の“贅沢仕様”もあり、また全棟キッチン付なので気軽に家
族や友達とのリゾートホームパーティも楽しめます。
静岡県伊東市大室高原3-490

ホテルアンビエント
伊豆高原 アネックス

全室キッチン付きの広々コンドミニアム

大室山の麓に位置するホテルアンビエント伊豆高原・本館。相模湾
で水揚げされた海の幸、高原ならではの栄養豊富な山の幸を使っ
た自慢のフレンチと和会席料理が味わえます。広々とした温泉露天
風呂も癒しの空間として好評です。
静岡県伊東市大室高原3-490
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相模湾を望む城ヶ崎海岸にWan's Resortが誕生。海のリゾートを
感じさせるお部屋は全室愛犬OK。心をこめたおもてなしとこだわ
りの料理に加え、
「 愛犬遊学リゾート」をテーマに愛犬と一緒に学ぶ
イベントを定期的に開催しているのも嬉しい限り。

https://izu.izumigo.co.jp/cottage/

静岡県伊東市八幡野1092-2

0557-54-2233

https://www.wansresort.jp/jogasaki/

お宿を満喫したら訪れたいおすすめスポット
る！
周辺で見

ぶ！
周辺で遊

大パノラマの眺望がのぞめる「大室山」

問合せ先 大室山リフト

べる！
周辺で食

静岡県伊東市新井２-４-１４
０５５７-３８-９１３３
（予約専用ダイヤル）
http://www.dolphin-fantasy.com/index.html

0557-51-0258

ぶ！
周辺で学

みずみずしい甘夏みかんを収穫

芸事の真髄に触れよう！

6月2日（日）までの週末、芸事について体験できるお座敷文化大学が開講。内容
は、女性限定でお化粧、衣裳着付けなど気軽に芸者を体験できるコース（授業料
12,800円～）
、男性限定で衣装レンタル、記念撮影などが楽しめる着物体験コース
（授業料4,000円）
などがあります。

温暖な気候に恵まれた伊東の東海岸にはみかん畑がたくさんあります。2月からは
甘夏みかんが最盛期を迎え、6月末頃までみかん狩りが楽しめます。
（畑に無くなり
次第終了）。料金は800円コースと1,000円コースの2種類。自分の手で収穫して食
べるみかんは格別です！
※料金は変更になることがありますので事前にご確認ください。
問合せ先 伊東観光協会

イルカと一緒に泳げる

「ドルフィンファンタジー伊東」では、イルカにえさを与えたり、歌やダンスの合図
をだして一緒に遊ぶ「イルカの触れ合い」、ウエットスーツに着替えて、イルカたち
と同じ目線で泳げる
「ドルフィンスイム」
など、豊富な体験プログラムをご用意。
要予約なので事前に電話かHPで確認してください。

お椀をふせたような形の大室山はカヤにおおわれ、柔らかな曲
線のシルエットが特徴です。標高580ｍで山頂に直径300ｍの
すり鉢状の噴火口を持つ休火山。有料ですがリフトに乗ればあっ
という間に山頂へ。相模湾に浮かぶ大島、富士山、箱根へ続く山
並など、360度の大パノラマの眺望を独り占めできます。

問合せ先 伊東観光協会

0557-37-6105

0557-37-6105

その他利用できる施設

山梨県

長野県

ネオオリエンタルリゾート八ヶ岳高原
山梨県北杜市大泉町谷戸字並木上8741
0551-38-2336

清里高原ホテル

長野県

静岡県

山梨県北杜市高根町清里3545
0551-20-8111

ホテルアンビエント蓼科 ホテル・コテージ
長野県北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野字女神湖975
0267-55-7711

三重県

ホテルアンビエント安曇野 ホテル・コテージ
長野県安曇野市穂高牧2230
0263-83-5550

浜名湖グランドホテル さざなみ館
静岡県浜松市西区舘山寺町260-1
053-487-3373

ホテルアルティア鳥羽

フレンチコース

ホテルアンビエント
伊豆高原に行ってきました！
キャスター木原
実
天気

ムの過ご
タイ
フ vol.10 し

お

方

ＳＦ映画の空中都
市みたいです。中庭の
自然とのマッチングも
絶 妙 。 年 以 上 前の
建 築とは思えないオ
シャレな設計でした。
なのに！お風 呂は露
天風呂というニッポン
人大喜び外国人観光
客もワンダホーなお・も・て・な・しです！
またまたお食事が素敵。私、
スタッフの結
婚披露宴以来というフレンチのコースをいた
だきましたが、
シェフのこだわりが地産地消、
オードブルは
伊 豆の漁 港
から 仕 入 れ
ている魚のカ
ルパッチョと
美 味 鶏 のス
モーク、真鯛
のポアレは皮
目がパリパリ
に仕上がって
いて 旨い。メ
インは 彩 美
牛のサーロイ
ンステーキで
決まった！デザートはフランボワーズのティ
ラミスでやられた！付け合わせの野菜が生
き生きしている上に全体に料理の香りがい
いと思ったら、
自前のハーブ畑まで持っていた
か！降参です。
お土産はなかなか手に入らない「いとう
ＴＨＥ ＭＩＫＡＮ
１ ０ ０ ％ 」静 岡 県
伊 東 市 で 育った み
かんだ け と 謳 われ
て ま す 。酸 味 が 苦
手 なこの私 もご く
ごく 飲める美 味 し
さでした。
３０

春うらら、芸術家が愛する
伊豆高原へ。

伊豆高原駅前 足湯

露天風呂

いとうＴＨＥ ＭＩ
ＫＡＮ １００％

●特別提携施設

三重県鳥羽市安楽島町1061-9
0599-25-7711

１０

外観

山中湖・八ヶ岳・伊豆高原・高山・鳥羽・松阪・蓼科・安曇野

角館・裏磐梯・猪苗代・当間・那須・北軽井沢・加西・淡路島・
吉野山・南紀白浜・南紀勝浦・宮島・小豆島・原鶴・石垣島

あなたがもし伊豆高原へ行くのなら、ぜ
ひタ オルを 持って 行 き ま しょう 。な ぜ な
ら・
・
・駅 前に無 料の足 湯があるからです！
もちろん温 泉です！東 京 駅からスーパー
ビュー踊り子号で約２時間です！さて足ぽ
かぽかで今 回 向かうのは「ホテルアンビエ
ント伊 豆 高 原 」。駅 前から送 迎バスで 分
ほど高原の坂道を登ります。見晴らしがい
い！あたりを見 回しているうちにいろいろ
面 白そうな 建 物 を 発 見 。聞 けばこのあた
りに移住してくる芸術家が多いとか。はは
～ん、
アトリエねえいいわねえ～。隠れ家的
な飲食店もありまして、自家用車だったら
車をとめてそぞろ歩きたくなりますな。で
も「バスは止 めない！」あ！話 題になった
映 画「カメラを止め
るな！ 」のセリフを
パクってし まいま し
た。そして大 室 山の
ふ も と 近 くにあ り
ましたよ、
ホテルが。
「 あ～ 、し まった 空
色のオープンカーで
来 るんだった！ 」と
思ってしまうそのた
たずまい。
四角い近代的なホ
テルもいいけれどポ
ストモダンやねえ～。
特に 私のお 気に
入りはロビーですの。
ご覧くださいませ！
ロビー

●愛犬リゾート施設
Wan’
s Resort ／わんわんパラダイス

オ

山梨県

「安・近・楽」
お手軽旅
～春の号～

1960年7月17日東京都大田区池上
にて誕生。2歳の時、神奈川県藤沢
市に転居。日本大学芸術学部演劇
学科を卒業後、声優・神谷明氏の事
務所に所属する。
レポーター、声優の
かたわら、小劇場活動も続行。1987
年より日本テレビ系「news every.」
のお天気コーナーを担当、翌1988
年には劇団『花組芝居』旗揚げ公演
『ザ・隅田川』
に参加、
その後、神谷
明氏の事務所を辞して劇団『花組芝
居』
の座員となる。現在は、木原実事
務所の代表。気象予報士の資格に
続き、2004年に防災士の資格を取
得。2013年7月より、一般財団法人
防災検定協会理事に就任。2016年
度より日本防災士会参与に就任。

ご予約方法
●お電話の場合 :

●WEB予約の場合 :

050-5846-1234

●営業時間 : 10：00～18：00

https://www.izumigo.jp/

●企業ID : 7213992

●休業日 : 日・祝日

●パスワード : pumpkin

●契約団体名 : セブン＆アイ労連、またはイトーヨーカドー労働組合

今さら
聞けない！
シリーズ
vol.6

Part.1

セラヴィリゾート泉郷の春夏におすすめしたいプラン2選
期間限定プラン
1日30組
限定

日本が西暦を正式に取り入れたのは
明治5年だって知ってました？

天皇陛下の退位と皇太子さまの即位が行われることで、注目
を集めている改元。平成から何に変わるのか巷の話題にあがっ
ています。日本の元号の始まりは645年の
「大化」
。これまでは天
災・事変・即位などによって度々改元されていましたが、明治以後
一世一元と制定されました。現在は元号法により皇位の継承が
あった場合に限り元号を改めると規定されました。
元号とそれに続く年数によって年を表現する方法を
「和暦」
と
いい、日本の役所などの官公庁が発行する文書、官公庁に提出
する書類は、和暦を記載する場合が多いです。一方でパスポート
や気象観測機器の製造年などは西暦を使うことが多いです。
西暦は、1872年
（明治5年）
に天保暦
（太陰太陽暦）
からグレゴ
リオ暦
（太陽暦）
へ移行が決まってから正式に使われるようになり
ました。歴史の年号を覚えるとき
「なくよ
（794年）
うぐいす平安
京」
などの語呂合わせを覚えていたものですが、西暦が正式に使
われるようになったのは明治５年
（1872年）
からだったのです。

ご宿泊者数2,000万人カウントダウン謝恩企画

2,000円割引プラン
2019年4月26日（金）
まで（宿泊日）

例えば・
・
・ ●3/31までのご利用料金は
1泊2食付 8,200円～

6,200 円〜

●4/1からのご利用料金は
1泊2食付 8,500円～

6,500 円〜

基本プラン
（お手軽・通常・グレードアップ）
からお1人様2,000円割引します。
ご予約の際は、2,000円割引プラン利用とお申出ください。

[プランの注意事項]
「Wan’
s Resort 城ヶ崎海岸」
と特別提携施設では2,000円割引プランをご利用いただけません。お子様の割引額は小学生800円、
4才
以上の未就学児500円となります。各プランの詳細につきましてはセラヴィリゾート泉郷予約センターまたはHPにてご確認ください。写真はイメージです。

1日10組
限定

ホテルアンビエント伊豆高原 限定宿泊プラン

春夏のおいしいプラン

2019年3月1日（金）～2019年8月31日（土）
和食一例

1泊2食付 大人ひとり

10,800 円

和会席／フレンチ
洋食一例

Part.２

なぜ「4月1日生まれ」と「4月2日
生まれ」で学年が変わるの？

（消費税・サービス料込）

10,000円相当のご夕食が満喫できる、伊豆
ならではの春夏の恵みと旬の味覚が味わえ
ます。旬の素材を仕入れ、その日の良いもの
を厳選してご提供。和食または洋食からお選
びいただけます
（コース内容は一例です）
。
こちらの日程において以下の料金がプラスされます。
土曜・休前日：5,400円、3/24～29・31、8/4～8：2,160円、3/17～22、7/22～26・29～31、8/1・2・18～23：1,080円
除外日：3/16・23・30、4/27～5/5、7/13・14、8/3・9～17・24 ご利用可能施設：ホテルアンビエント伊豆高原
（本館・アネックス・コテージ）
※お子様料金につきまして、小学生はご予約日の大人料金の70%、4歳以上の未就学児はご予約日の大人料金の50%になります。

セラヴィリゾート泉郷公式アプリ誕生！

▲

詳細はコチラから

セラヴィリゾート泉郷をより便利でお得にご利用いただける公式アプリが誕生。
アプリからの予約やクーポンの配信、スタンプカードなどお得情報も盛りだくさん。今なら初回ダウンロード特典をプレゼント！
アプリの詳細は公式HPからもご確認いただけます。https://www.izumigo.co.jp/app/

お問い合わせ、お申し込みはパンプキン事務局へ

☎ 03 -6238-3939 IY本部内線 3939
ホームページ

www.7ip.jp

fax 03-3263-6003

WEB会員ならメリットいっぱい！

e-mail offtime@pumpkintv.co.jp

★お得情報満載のメルマガが届く！
★キャンペーンやクイズに参加でき、素敵な賞品が当たるチャンスも！
★旅行やチケットのお申込みがカンタン手軽に！

パンプキンWEB TOPページに、
パン君とプキンちゃんは何体隠れているでしょうか。

【応募方法】パンプキンWEB専用ページからご応募ください！
【商品】木原さんが伊豆で見つけてきてくれた
「いとう THE MIKAN 100％」
３０本
【応募締切】
２０１９年４月３０日
（火）
まで
お申込者多数の場合は抽選とし、当選発表は商品の
！
（５月下旬予定） 今すぐパンプキンWEBサイトへGO！
発送をもってかえさせていただきます。

春号で気に入った記事を教えて！！
WEB会員登録したら、面白いと思った記事
を教えてください。 編集部が今後の参考
にさせていただきます。

」で
の投稿
「みんな ます！
い
待って

会員登録方法

時間／9:30～18：30 土・日休、1/1～3休

春号プレゼントクイズ
問題

自分より西暦が1年遅い４月１日生まれの同級生がいた！とい
う方、なぜ同じ学年にいるの? 1年遅い４月１日生まれなんだか
ら一つ下の学年じゃないの？と疑問を持ったことありませんか。
年齢の計算方法を定める日本の法律と
「民法第143条」
による
と、
「誕生日の前日が終了するとき
（深夜12時）
に年をひとつとる
（＝満年齢に達する）」
とされています。つまり、4月1日生まれの
人は、法律上では3月31日の深夜12時に年をとることになって
います。そのため、4月1日生まれの場合は早生まれ扱いとなり、
1つ上の学年にあがります。
そもそも
「当日の0時」
ではなく
「誕生日の前日が終了する24
時」
として、年を重ねる大きな理由は、2月29日生まれの人への
配慮だそう。年を重ねるタイミングを
「当日の0時」
にしてしまう
と、法律上2月29日生まれの人は4年に1回しか年を取らないこ
とになってしまいますが、
「 誕生日の前日が終了する24時」
にし
ておくことで、毎年2月28日の24時にきっちり年をとっていく計
算になるためです。

OFFTIMEのWEB会員登録方法

（イメージ）
検索

・スマートフォン
・パソコン・タブレット

どこからでも カンタン登録！

空メールを送る

offtimeregist@7ip.jp に空メールを
送信してください。QRコードからアクセス➡︎

次号は6月上旬発行の夏号です。

「夏になったら訪れたくなる
穴場スポット」を教えてください。

親子で訪れる場所、友人同士で行きたくなる
避暑地など、あなたの投稿が採用されるかも！？
※情報の投稿にはWEB会員登録が必要です。右記を参照の上、ご登録ください。
WEB会員登録
「マイページ」
⇒
「みんなの投稿」
から投稿できます。

カンタン4項目入力

メールに書いてある専用フォームから
『会社コード、社員No、名前、誕生日』
を入力してください。

登録完了

パンプキンのWEBサイトは
随時更新しております！お楽しみに！

お得情報
ん！
盛りだくさ

東京ディズニーリゾート
コーポレートプログラム 利用券

補助チケット

東京ディズニーリゾート1デーパスポート

大人料金7,400 円が
数
募集枚 大！
過去最

東京宝塚劇場

宝塚歌劇 月組公演
鑑賞チケット優待キャンペーン
キャンペーン料金

S席（一般料金）

円 100
5,400円に！ 8,800円 5 313,800
13:30
公演日程／2019年

月

日（金）

限定
枚

開演

公演名／グランステージ『夢現無双-吉川英治原作「宮本武蔵」より-』
レビュー・エキゾチカ
『クルンテープ 天使の都』

公演場所／東京宝塚劇場

枚! !

1 , 5 00

●東京メトロ「日比谷」駅、JR「有楽町」駅

申込枚数／お一人様２枚まで

※申込人数によっては、
お席が離れる場合もございますのでご了承ください。

©Disney

補助額面
申込枚数
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00名様

限定2

50FF%

2,000円
お一人様2枚まで

©宝塚歌劇団

【クリーニング ＋ 最大９カ月間】大切に保管します！

特別優待キャンペーン

O

263

東京宝塚劇場 １階正面ロビー

ここがポイント
！

自宅の収納スペースを有効活用／
最大９カ月（来シーズン）まで大切に保管／
往復の送料無料込み／電話一本で自宅まで集荷

● ロングコート
（女性）
×２着

手順に沿って
ご利用ください

【注意事項】※クリーニングできない衣類・皮革、毛皮、合成皮革／着物、和服類／急なご入用を必要とする衣類（礼服、制服など）／その他クリーニング
不可と判断された衣類 ※クリーニングできないもの：ムートン製の革製品／その他クリーニング不可と判断されたもの※指定の専用バッグの容量を上限
とし、指定数をクリーニング及び保管をするサービスです。 ※対象地域全国（一部離島を除く）※シミ・汚れにつきましては落ちない場合もございます。
あらかじめご了承ください。※お支払いはクレジットカードのみとなりますのでご注意ください。
※画像はすべてイメージ

税
込

3
1

第

5,832円 に！！

❹
ご自宅へ
商品セットをお届け

季刊発行

＋保管付

❸
クレジットカード
にてお支払い

日

50％OFFで…

❷
当選通知

月

11,664円

ご利用の流れ
❶
お申込み

ライフサポート倶楽部会員料金

2
0
1
9

年

● ダウンコート
（女性）
×２着

税
込

収容！

530円

● ダッフルコート
（女性）

● ジャンパー
（男性）

ゆったり

１点当たり

● ビジネスコート
（男性）
×3着 ● ダウンジャケット（女性）
● ブルゾン
（男性）

準備が整っ
たら自宅に
集荷に来て
もらうだけ！

オフタイム・春 号

衣類のクリーニング＆長期保管で
かさばるクローゼットをスッキリ！

11点パック 中身の具体的な内容
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号

14

プ
ッ

［WEB専用］

お申込み
方法

わたしの
オフタイム

検索

www.7ip.jp

❷「ライフサポート倶楽部」バナーをクリック！
❸ ページ中段の『INFORMATION』バナーをクリック！

受付期間
利用手順

2019年

4月21日 日 まで

お申込み

>>

抽選

>>

当選通知

>>

ご入金

>>

チケット・
商品送付

●応募者多数の場合は抽選となり、当選された方にのみ書面にてご案内します。
●枚数限定でのキャンペーンのため、当選後のキャンセルはご遠慮ください。

パンプキンＯＦＦＴＩＭＥをご覧いただきありがとうございます。編集担当の中川勇樹です。
「平成」の元号があとわずかで終了し、新しい元号がスタートを予定しています。そんな中で、
「 西暦」
と
「和暦」を使い分けている
日本の暦の文化に興味が湧いたため、今号の「今さら聞けない！シリーズ」は暦にまつわる内容を取り上げました。
歴史にまつわる深い内容となったため、是非ご家族、ご友人との会話のきっかけにしていただければと思います。

編集人／中川勇樹

編集後記

❶

発 行 人 ／ 石 合 弘二

タン３ス
テ
カン

中川勇樹

