「RESONA Vert MEMBERS」のお問合せ
RESONA Vert MEMBERS 受付センター 0120- 965 - 612 （受付時間 10：00 〜 18：00／ 年末年始除く）

※受付センターご利用には、事前にRESONA Vert MEMBERS ログインページからの会員 登録が必要です。
登録方 法は P15をご確 認ください。 ※「RESONA Vert ME MBERS」はりそな銀行との業務 提携 により、
一部を除き株 式 会社リロクラブが 運営するサービスです。
2017 年 9月1日現在

「今を懸命に生きる女性ひとりひとりの人生を応援し続けたい」
RESONA Vert CARD はそんな想いをもとに生まれました。

新生活に嬉しいインテリアショップ、オフタイムを充実させるための
ホテルやレストラン、エステ、また自分磨きのためのスクールの優待など、

【はじめに】
りそな銀行からのメッセージ
頑張る女性を応援！
カードホルダー向けご優待

RESONA Vert MEMBERS（ RESONA Vert CARD 会員さま）
だけの

RESONA Vert MEMBERS ご利用方法

特典が満載です。

RESONA Vert MEMBERSならではのオリジナルカードと、
あなたを彩る様々な優待で、これからの生活を
素敵にお過ごしください。

【RESONA Vert MEMBERS 優待紹介①】
ホテルレストランのご優待
【RESONA Vert MEMBERS 優待紹介②】
グルメのご優待

2017 年９月吉日
りそな銀行

【RESONA Vert MEMBERS 優待紹介③】
レジャー施設のご優待

【RESONA Vert MEMBERS 優待紹介④】
宿泊施設のご優待

Card Designer

RESONA Vert CARD

デザインコンセプト

鏡に映るのは、前向きに人生を楽しむイキイキとした
女性の姿。そんな女性が、
更に輝き美しく魅力的な日々
を重ねていくのを応援したい。
そんな想いを込めて RESONA Vert CARD をデザイン
させていただきました。

【RESONA Vert MEMBERS 優待紹介⑤】
余暇を充実させるご優待
Movie・Museum・Beauty・Shopping・Learning

RESONA Vert MEMBERSご登録方法
GLAMOROUS co.,ltd. 代表／デザイナー
Photo by I.Susa

森田 恭通（もりた やすみち）

1967年大阪生まれ。
2001年の香港プロジェクトを皮切りに、
ニューヨーク、
ロンドン、
カ
タール、
パリなど海外へも活躍の場を広げ、
インテリアに限らず、
グラフィックやプロダクト
といった幅広い創作活動を行なっている。2013年婦人服・婦人雑貨フロアに引き続き
2015年にはリビング、
ベビー子供フロアの
「伊勢丹新宿本店本館 再開発プロジェクト」
が完成した。
2013年自身初の物件集
「GLAMOROUS PHILOSOPHY NO.1」
がパルコ
出版より発売。
2015年11月初の写真展
「Porcelain Nude」
をパリで開催。
SEGD Global Design Award、A' Design Award and Competition、Design For Asia
Awards、The International Hotel and Property Awards、THE LONDON LIFESTYLE
AWARDS、
The Andrew Martin Interior Designers of the Year Awards など、
受賞歴多数。
http://www.glamorous.co.jp

Q＆A
よくある疑問やご質問にお答えします

RESONA Vert メンバーズ会員規約

〜 頑張る女性を応援！ 〜
カードホルダー向けご優待

RESONA Vert MEMBERS

余 暇を充実させる全国のホテル・レストランなどの
割引優 待をはじめ、毎日の生活に役 立つお買い物 優 待など、
R ESO N A Vert M E M B E RSならではの
様々な特 典をご用意しました。

Resort

Leisure

国内約20,000軒の
ホテル・旅館が

全国約700ヶ所の
遊園地・テーマパークが

最大90％OFF

最大75％OFF

※VIP会員がホームページ限定
「タイムセール」企画500円の宿を
ご利用の場合

※VIP会員の場合

Gourmet

Beauty
キレイを磨く
エステ・スパが

全国約13,000店以上の
飲食店や宅配ピザなどで

最大50％OFF

会員優待価格

Shopping

Learning

インテリアなどの
ショッピングが

資格取得・
趣味のスクールが

会員優待価格

※VIP会員とは、月額500円（税別）のお支払いで、さまざまなサービスがスタンダード会員よりも
お得にご利用いただける会員スタイルです。

会員優待価格

※画像はすべてイメージです。

カードホルダー向けご優待

RESONA Vert MEMBERS

ご 利 用 方 法

「RESONA Vert MEMBERS」ホームページへ アクセスし、お好きなメニューを検索
りそな ヴェール

http://www.club-oﬀ.com/resona

スマホはこちら▶▶▶

ログイン
各サービスの「申し込み」
「購入」
「予約」などをする際
はログインをしてください。

カテゴリ一覧

※初回のみご登録が必要になります。
詳しくはP15をご確認ください。

宿泊やレジャー、
グルメなど気 に なる
カテゴリから検索した
いときはこちらから。

マイページ
お 客 様 の 登 録 情 報・
お申し込み状況の確認・
変更ができます。

メルマガ登録
登録無料のメールマガ
ジンはこちらから。お得
情報の配信はもちろん、
登 録しておくだけで毎
月かわるプレゼントに自
動エントリー機能付き！

※バナーデザインは変更
になる場合があります。

特集エリア

各メニューのアイコンにそって、ご利用ください
画面提示クーポン

スマートフォンなどのモバイル機器にて「RESONA Vert MEMBERS」ホーム
ページへアクセスし、クーポン画面を表示してご利用当日施設にご提示ください。

印刷クーポン

「RESONA Vert MEMBERS」ホームページへアクセスし、事前に印刷クーポンを
プリントアウトのうえ、ご利用当日施設にご提出ください。

金券

要予約

「RESONA Vert MEMBERS」ホームページで事前に金券（送料1件390円）を
購入し、ご利用当日施設にご提出ください。金券の発送には1週間程度かかります。
一部送料無料もあります。
各施設へ事前に予約が必要になります。

「パートナーサイト」「RESONA Vert MEMBERS」ホームページよりパートナーサイトへ移動し、
パートナーサイトからご予約・お申し込みください。

「宿泊予約」 「RESONA Vert MEMBERS」ホームページへアクセスし、宿泊施設へ

お申し込み後、メールまたは郵送で「予約確認書」が届き、予約が完了します。
チェックイン当日、
「予約確認書」を宿泊施設へご提示ください。

期 間 限 定 メニュー や
季 節のおすすめ情 報
を随時更新中
！
毎月わくわくプレゼント！
毎月何度でもご応
募 可能！映 画 鑑 賞
チケットから季節限
定の逸品まで、バラ
エティ豊 かな賞品
を随時更新中。
こま
めにチェックを♪

イメージ

ご応募はこちらの
バナーをクリック！

RESONA Vert MEMBERS 優待紹介① ホテルレストランのご優待

RESONA Vert MEMBERS 優待紹介① ホテルレストランのご優待

Hotel Restaurant

心温まるおもてなし、厳選された食材、そしてシェフこだわりの味。
憧れホテルのレストランも、会員優待価格でお楽しみいただけます。
東京 赤坂エクセルホテル東急
要予約
赤坂 「赤坂スクエアダイニング」

印刷

クーポン

東京 帝国ホテル 東京
画面提示 印刷
日比谷 「パークサイドダイナー」 クーポン クーポン

イメージ

人気のローストビーフなど季節の味覚
がバラエティ豊かに並びます。
【ランチブッフェ】
大人
平 日
土日祝
60歳以上 土日祝のみ
小学生
4歳以上未就学児

2,800円→2,180円
3,800円→2,980円
3,300円→2,980円
1,800円→1,400円
800円→ 500円

■ご利用期間：〜2018年3月31日
■利用時間：
【1部】11:30〜13:00【2部】13:30〜15:00
※90分制・要予約
■除外日：年末年始、特別催事期間
※中学生は通常料金となります。
（会員特典はありま
せん）※3歳以下無料 ※食物アレルギーをお持ちの
お客様は、予約時にお申し出ください。

東京 ホテル椿山荘東京
要予約
（GARDEN）
目白 石焼料理「木春堂」

印刷

クーポン

兵庫 ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸
要予約
神戸 「カジュアルダイニング ザ・テラス」

イメージ

早朝から深夜まで、お客様が思い思い
にお楽しみいただける帝国ホテル流
ダイナースタイルを追求しました。
プリフィクススタイルのコースをお楽
しみください。
【選べるランチ＆ディナー】
5,500円〜7,000円相当→3,800円
■ご利用期間：〜2018年3月31日
■利用時間：11:00〜23:00
■除外日：クリスマス期間、年末年始、特別催事期間
※予約は承っておりません。

神奈川 横浜ロイヤルパークホテル
要予約
横浜 「スカイラウンジ シリウス」

印刷

クーポン

【石焼ランチ】
6,050円→3,880円
【4名様以上のご利用で】

スパークリングワイン1杯付き（人数分）
■ご利用期間：〜2018年3月16日
■利用時間：平日11:30〜14:30(LO)／
土日祝11:30〜15:00(LO)
■除外日：クリスマス期間、年末年始、特別催事期間

最上階
（70階）
から港町ヨコハマを眼下
に望む広大なパノラマが満喫できる天
空のラウンジ。
【スカイブッフェ（平日限定）】
大人

4,276円→3,500円

■ご利用期間：〜2018年3月31日
■利用時間：11:30〜14:30（L.O.14:30）
■除外日：土日祝、12月、年末年始

紹介したメニュー以外にも、200,000 カ所以上の充実の
りそな ヴェール
ご優待をご用意！詳しくはホームページでご確 認ください。 http://www.club-oﬀ.com/resona

大阪 大阪マリオット都ホテル
要予約
大阪 「ライブキッチン COOKA」

イメージ

出来立てのお料理を次々ご用意。
ご家族
のお集りにお気軽にご利用いただけます。
【ランチブッフェ（大人）】
平 日
3,000円→2,500円
土日祝
3,500円→3,000円
【ディナーブッフェ
（大人）
】
平 日
4,000円→3,500円
土日祝
4,500円→ 4,000円
■ご利用期間：〜2018年3月31日
■利用時間：ランチ11:30〜14:30(LO14:15)／
ディナー平日17:30〜21:00(LO20:45)、ディナー
土日祝17:30〜21:30(LO21:15)
■除外日：X mas、
お正月期間、
その他、
特別料金にての営業日
※5歳未満無料

京都 ザ・リッツ・カールトン京都
要予約
京都 「ザ・ロビーラウンジ」

イメージ

昭和モダンな店内で、
音や香り、
味覚を
満足させる石焼きを堪能ください。

印刷

クーポン

印刷

クーポン

イメージ

野菜をテーマにした内装がポップで明るく、
調理の音や香りを楽しめるオープンキッチン。
【ディナーブッフェ+アルコール＆ソフトドリンク飲み放題】
平 日
大 人
5,800円→4,980円
中高生
4,600円→3,980円
小学生
2,800円→2,380円
幼児（4歳以上）1,200円→ 880円
土日祝
大 人
6,300円→5,480円
中高生
5,100円→4,480円
小学生
3,100円→2,580円
幼児（4歳以上）1,200円→ 880円
■ご利用期間：〜2018年3月31日
■利用時間：平日17：00〜22：00
（LO21：30）
、
土曜日2部制、
日祝 窓側2部制 内側120分制 17:00〜22:00(LO21:30)
繁忙時は2部制の場合あり(1)17:00〜19：00(2)19:30〜22：00
■除外日：クリスマス期間、年末年始、特別催事期間
※4歳未満無料※アルコール類のご提供は成人の方
のみとなります。

大阪 ホテルニューオータニ大阪
大阪 中国料理「大観苑」

要予約

画面提示

【アフタヌーンティー】
5,492円→ 4,800円

■ご利用期間：〜2018年3月31日
■利用時間：12:00〜17:00（L.O.14：30）
お席は2時間制
■除外日：年末年始,特別なイベント等がある日

印刷

クーポン クーポン

イメージ

ピエール・エルメ氏のデザートを中心と
したアフタヌーンティーほか、
ブランチに
最適な軽食もご用意。

印刷

クーポン

イメージ

黒を基調に洗練を極めた店内でお愉しみ
いただく本格上海料理。ほかほかの土鍋
御飯に、
名物のふかひれあんがたっぷり！
【土鍋ふかひれあんかけ
ご飯と北京ダックの贅沢ランチ】
7,128円→3,900円

■ご利用期間：〜2018年3月31日
■利用時間：11：30〜14：30
■除外日：12/31〜2018/1/3

※ご利用の際は必ず会員登録のうえ掲載の利用方法・特典を十分にご確認いただき、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。※掲載内容は2017年9月末時点の情報です。特
典内容は予告なく変更もしくは中止する場合がございます。詳しくはRESONA Vert MEMBERS ホームページで
ご確認ください。※上記特典の画像はすべてイメージです。

RESONA Vert MEMBERS 優待紹介②

グルメのご優待

RESONA Vert MEMBERS 優待紹介③

Gourmet

カフェ、ファミリーレストラン、宅配ピザなど、
身近で気軽に使える人気チェーン店もさらにお得にご利用ください。
関東／東海
近畿／中国
四国／九州・沖縄

ドミノ・ピザ

画面提示

印刷

クーポン クーポン

関東／
bills
九州・沖縄

画面提示

印刷

クーポン クーポン

１ドリンクサービス

※ご注文の際にクーポン番号「LS-15」と必ずお申し
出ください。※ご注文はピザ・ホットサブ・リゾット・
パスタのいずれかを含む合計1,000円(税抜)以上の
お支払金額より承ります。

※1回または1枚のご提示でグループ4名様まで適用可
※フードメニューのご注文1品につきドリンク1杯サービス
※1ドリンクサービス：ソフトドリンク全種
（アルコール除く）
※ドリンクのみのご注文には特典適用ができません。

画面提示

印刷

クーポン クーポン

いけすの活魚を調理した、
寿司・刺身・天
ぷらなど、
とことん鮮度にこだわった料理
をご用意。

【店内ご飲食代】

5％OFF
※1回もしくは1枚のご提示につき1会計まで特典適用可

東京
サンシャイン水族館
池袋

金券

印刷

全国 クア・アイナ

世界初の展示である天空のペンギンを
含む5つの新展示や、
ペリカンフィーディ
ングタイムなどのパフォーマンスも充実。
【入場券】
高校生以上
2,200円→VIP会員
スタンダード会員

【お食事された方】

15％OFF

関東／
にぎり長次郎
近畿

Leisure

水族館や日帰り湯など、週末気軽に遊びに行けるレジャー施設。
全国各地の魅力あふれるスポットは、旅先での観光にもおすすめです。
神奈川 横浜みなとみらい
横浜 万葉倶楽部

画面提示

印刷

クーポン クーポン

イメージ

イメージ

厳選された新メニューのほか、
サラダや 「世界一の朝食」と称されたスクランブ
ドリンク類も豊富にご用意。
注文後30
ルエッグやリコッタパンケーキをお楽
分ほどで指定の場所にお届けします。
しみください。
【ご注文商品金額より】

レジャー施設のご優待

クーポン

100％ビーフのプレミアムパティと、
濃 厚完 熟アボカドを使ったアボカド
バーガーが人気 No.1！
【ハンバーガーおよびサンドウィッチご注文の方】

無料

チーズトッピング（118円相当）

※他のセット・クーポン・割引サービスとは一緒にご
利用頂けません。
※クア・アイナ全店でご利用頂けます。

紹介したメニュー以外にも、200,000 カ所以上の充実の
りそな ヴェール
ご優待をご用意！詳しくはホームページでご確 認ください。 http://www.club-oﬀ.com/resona

肌をうるおし、心と身体を解き放つ、熱海・湯
河原温泉の豊かな天然の恵みを、地上８階
建てののびやかな空間でお楽しみください。
【入館料(全日)】

1,540円
1,980円

■販売期間：〜2018年3月15日
■有効期限：〜2018年3月31日
※特別営業時等ご利用いただけない場合がございます。
※2017年9月28日〜11月5日は夜間特別営業のため、
通常営業は18:00
（最終入場17:00）
までとなります。

兵庫
神戸市立須磨海浜水族園
神戸

金券

大人(中学生以上)
小学生

2,700円→2,484円
1,512円→1,404円

※３歳未満は無料（浴衣貸出しの場合は518円かか
ります）※大人（中学生以上）は別途100円の入湯税
があります。

大阪
大阪

スパワールド
世界の大温泉

画面提示

印刷

クーポン クーポン

間口24mの大水槽では、サメやエイな 世界11カ国、
16種類のお風呂と、
8カ国
どが優雅に泳ぐ姿が楽しめます。イル の岩盤浴が楽しめる大型温泉リゾート。
カライブや世界最大の淡水魚ピラルク
【入館料(通常期間)】
がいるアマゾン館も必見。
大人（12歳以上）
200円OFF
小人（12歳未満）

【入園券】
18歳以上
15歳〜17歳
小・中学生
※幼児(6歳未満)無料

1,300円→1,170円
800円→ 720円
500円→ 450円

100円OFF

【特別日入館料（お盆等特別期間）】
大人（12歳以上） 3,000円→2,000円
小人（12歳未満）
1,700円→1,000円
※岩盤浴利用は別途費用必要 ※00：00〜5：00に入
館及び在館のお客様は別途深夜料金1,300円必要
※特別期間については施設にお問い合わせください。

※ご利用の際は必ず会員登録のうえ掲載の利用方法・特典を十分にご確認いただき、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。※掲載内容は2017年9月末時点の情報です。特
典内容は予告なく変更もしくは中止する場合がございます。詳しくはRESONA Vert MEMBERS ホームページで
ご確認ください。※上記特典の画像はすべてイメージです。

RESONA Vert MEMBERS 優待紹介④

宿泊施設のご優待

Resort

選りすぐりのホテルや旅館を、日本全国20,000軒以上ご用意。
忙しい日常から離れて、心が解き放たれる贅沢な時間をお過ごしください。
神奈川
富士屋ホテル
箱根

千葉
ヒルトン東京ベイ
舞浜

歴史と伝統に彩られた日本を代表する
クラシックリゾートホテル
【オリジナルプラン】 素泊り
VIP会員
スタンダード会員

6,400円〜
7,400円〜

■大人お一人様／1泊
平日・休日(サービス料・消費税込）
■1室3名利用

世界中に名高いヒルトンホテルならではの
品格と壮麗な外観を誇る
【オリジナルプラン】 素泊り
VIP会員
スタンダード会員

5,900円〜
6,900円〜

■大人お一人様／1泊
平日・休日(サービス料・消費税込）
■1室4名利用

RESONA Vert MEMBERS 優待紹介⑤

余暇を充実させるご優待

Movie

お気に入りの映画館でリラックスして鑑賞したいときは、
送料無料の映画観賞チケット。
有効期限内ならば対象劇場で上映中のどの作品にもご利用可能です。
全国 イオンシネマ ＡＣカード

金券

極上のエンターテイメント空間で、
極上の
映画体験をお楽しみください
【映画鑑賞チケット】
一般 1,800円→1,300円
※チケットの有効期限をご確認のうえ、
ご購入ください。
※オンライン予約システム
［e席リザーブ］
で事前にご予約
いただけます。
お手元に届いたチケット裏面の
「チケット
購入番号」と「暗証番号」にて、事前予約が可能です。
※お1人様1作品に限り有効
（大人小人シニア共通）※映
画以外のコンテンツにはご利用いただけません。※特別
興行、
特別席等一部ご利用いただけない場合、
また追加
料金が必要となる場合がございます。※3D映画は追加
料金が必要となります
（別途3Dメガネ代も必要です）
。

東北／関東／
東海／近畿／
中国

ＭＯＶＩＸ
＆松竹系映画館

金券

最新の話題作はもちろん、家族みんな
で楽しめる映画が揃っています
【映画鑑賞チケット】
一般 1,800円→1,300円
※チケットの有効期限をご確認のうえ、
ご購入ください。
※1回のお申し込みにつき、
おひとり様6枚まで ※3Ｄ作品
はチケット売り場にて別途追加料金が必要です。※新
宿ピカデリー、
東劇、
丸の内ピカデリー、
神戸国際松竹で
もご利用いただけます。※大阪ステーションシティシネ
マ・なんばパークスシネマではご利用いただけません。
※特別興行はご利用できない場合がございます。

Museum

兵庫
ウェスティンホテル淡路
淡路島

大阪 ホテル京阪
ユニバーサル・タワー

ユニバーサル
シティ

お住まいのエリアで、旅先で、のんびりと美術鑑賞はいかがですか。
感性がとぎすまされる、癒しのひと時をお過ごしください。
東京 森美術館
画面提示 印刷
六本木 ＆東京シティビュー クーポン クーポン

緑の森が美しい
「淡路夢舞台」
の広大な
敷地に建つリゾートホテル
【オリジナルプラン】 素泊り
VIP会員
スタンダード会員

5,700円〜
6,700円〜

■大人お一人様／1泊
平日・休日(サービス料・消費税込）
■1室3名利用

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
【オリジナルプラン】 素泊り
VIP会員
スタンダード会員

4,900円〜
5,900円〜

■大人お一人様／1泊
平日・休日(サービス料・消費税込）
■1室4名利用

紹介したメニュー以外にも、200,000 カ所以上の充実の
りそな ヴェール
ご優待をご用意！詳しくはホームページでご確 認ください。 http://www.club-oﬀ.com/resona

目の前には東京タワー、
レインボーブリッジ、
お台場、
天気のよい日は千葉の房総半島まで
見渡せる絶景と、
アートをお楽しみください。
【入館料】
大人 1,800円→1,600円

※展望台東京シティビューに入館いただけます。
※４歳未満は無料 ※森アーツギャラリー及びスカイ
デッキ（屋上）は別途料金が必要な場合があります。
※森美術館は企画展によって別途料金を頂く場合が
ございます。

ミュージアム
近畿 ぐるっとパス・関西２０１７

金券

美術館・博物館など約90施設の無料入場
券または割引券が綴られたお得なパスブック
【ミュージアムぐるっとパス・関西2017】
1,000円→ 900円
[普及版]
[プレミアム版] 1,800円→1,600円
■販売期間：〜2018年2月28日
■有効期限：［普及版］最初に利用した日から3ヵ月
間［プレミアム版］最初に利用した日から6ヵ月間 ・
最終有効期限は2018年3月31日
※送料込 ※パス利用開始日を含め普及版は3ヶ月、
プ
レミアム版は6ヶ月で各館・1展示が1回ずつご利用いた
だけます。
(最終有効期限は2018年3月31日) ※お一人
様につき1回のお申し込みで10冊までとなります。

※ご利用の際は必ず会員登録のうえ掲載の利用方法・特典を十分にご確認いただき、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。※掲載内容は2017年9月末時点の情報です。特
典内容は予告なく変更もしくは中止する場合がございます。詳しくはRESONA Vert MEMBERS ホームページで
ご確認ください。※上記特典の画像はすべてイメージです。

RESONA Vert MEMBERS 優待紹介⑤

余暇を充実させるご優待

Beauty

爪先からリフレクソロジーまで、さまざまなビューティーメニューで
女性のキレイを応援。毎日頑張っている自分へ、癒しと美しさをプレゼント。
全国 HAIR＆MAKE EARTH

印刷

クーポン

全国約230店舗展開！美と健康をテーマ
にトータルな提案を行うヘアサロン。

関東／東海／
近畿／
九州・沖縄

ネイルクイック・
印刷
スパネイル・ネイルパフェ クーポン

日常のお手入れから特別な日のネイル
アートまで、お気軽にご相談ください。

【ネイル施術メニュー】

【カット（シャンプー・ブロー付）】

5％OFF

※指名料・ランク料は別途いただきます。※その他
のメニューは各店におたずねください。※クーポン１
枚につき１名様のご利用とさせていただきます。

※武蔵小杉店、小牧店および海外店舗は、特典適用
対象外です。※商品、回数券、ギフト券の購入は特典
適用対象外です。

金券

全国

リラクゼーションスペース
Raﬃne

金券

Shopping
北海道／東北／
関東／東海／
近畿／九州・沖縄

IDC大塚家具

画面提示

【てもみんグループチケット】
1,080円→VIP会員
スタンダード会員

ラフィネで、
カラダとココロを解放させる
ストレスフリーの旅にでませんか。
【ラフィネギフトカード】

890円
950円

※チケットの有効期限をご確認のうえ、ご購入くださ
い。※チケットは全国のてもみんグループおよびグ
ローバル治療院全店でご利用可能です。※店頭で
は会員特典による販売は行いません。

印刷

クーポン クーポン

国内、
海外から選りすぐった約70,000種
以上のインテリアを揃えています。
【商品ご購入の方】

ご購入額の3%相当の
ギフト券プレゼント

2,160円→1,940円

■有効期限：チケット発送日から5ヶ月
※チケットの有効期限はお申し込み時にご確認くだ
さい。※一度に複数枚ご利用できます。※一部ご利
用いただけない店舗がございます。購入前に各店舗
へご確認の上お申し込みください。

紹介したメニュー以外にも、200,000 カ所以上の充実の
りそな ヴェール
ご優待をご用意！詳しくはホームページでご確 認ください。 http://www.club-oﬀ.com/resona

全国

眼鏡市場

画面提示

印刷

クーポン クーポン

全品レンズ付き価格の眼鏡ショップ、
だか
ら安心。30種類以上のレンズからお選
びいただけます。
【メガネ・コンタクトレンズ・サングラス】

5％OFF
※補聴器・備品は除く

Learning

大人になってからの学びは、自分自身を高めるための贅沢な時間。
幅広い資格取得やスキルアップ、趣味のメニューでお手伝いします。
全国 生涯学習のユーキャン

疲れた時が受ける時！ てもみん独自の
手技で健康と美のお手伝いをいたします。

余暇を充実させるご優待

素敵なアイテムに囲まれる心地よい暮らし。
お得な特典を利用して、毎日を楽しみましょう。

※ご購入時に、
クーポンをご提示いただき
「特典申込書」
を
ご記入ください。事後のお申し出は特典の適用ができませ
ん。※特別催事品、
一部羽毛布団、
リユース品、
配送日・取
付費などの実費は特典の対象外です。※特典のギフト券
は、
1,000円単位とし、
端数は切捨てとなります。
※ギフト券のお届けは家具お届けの翌々月末頃となります。
なおギフト券は、
お届け月ごとに手配させていただきます。
月
をまたいだお届けの合算はできかねます。
ご了承ください。

3,000円→2,500円

全国 てもみん

RESONA Vert MEMBERS 優待紹介⑤

パートナー
サイト

「学ぶよろこびをあなたに」をモットー
に、役立つ資格から、趣味、実用講座
など160以上の講座でスキルアップを
サポート。
【会員特典】

当クラブより
会員特別ご優待進呈

全国 ABCクッキングスタジオ

印刷

クーポン

全国約28万人が通う料理･パン･ケーキ
が学べる料理教室です。
明るく楽しい雰
囲気の中で、
基礎からしっかり学べます。
【入会金】
12,960円→ 6,480円
体験レッスンご予約受付中。
■参加費：500円（材料費・税込）
※ＡＢＣはじめてご来店の方 ※身長130㎝以上、か
つ小 学 4年生以上の方がご参加できます。※体験
レッスンは入会説明をさせていただくため、18歳未
満および高校生以下の方は保護者同伴でご参加を
お願いいたします。

※ご利用の際は必ず会員登録のうえ掲載の利用方法・特典を十分にご確認いただき、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。※掲載内容は2017年9月末時点の情報です。特
典内容は予告なく変更もしくは中止する場合がございます。詳しくはRESONA Vert MEMBERS ホームページで
ご確認ください。※上記特典の画像はすべてイメージです。

RESONA Vert MEMBERS ご登録方法

ご利用いただくにあたって、会員登録（お名前・ご住所等）が
必要となります。
会員登録にはログイン IDとパスワードが必要です。
ログイン ID
初期パスワード

RESONA Vert CARD 裏面に記載の10桁の会員 ID

resona

Q&A

Q&A
よくある疑問やご質問にお答えします。

※初回の会員登録時にパスワードはご自身で変更いただきます。

凛 next

RESONA Vert MEMBERS の優待は誰でも使えますか ?

http://www.resonabank.co.jp/
women/service/linnext/
まずは、
りそな銀行ホームページ内「凛 next 」
ページ
にアクセスし、
「RESONA Vert メンバーズの方は
こちら」のバナーをクリックください。

RESONA Vert MEMBERSは、りそな銀行にて対象のお取引き（女性
向け住宅ローン「凛 next」のご利用）をしていただいている方がご利用
いただける会員限定優待サービスです。
また、家族や友人など、会員様とご一緒の場合はどなたでも会員優待が
適用されます。
※特典によって利用人数に上限がある場合がございます。

「RESONA Vert MEMBERS」ログインページにて、
「ログイン ID」と「初期パスワード」を入力し、
ログインします。
※ここからは、りそな銀行と業務提携によりRESONA Vert MEMBERS
を運営している株式会社リロクラブのホームページとなります。

会員規約をお読みいただき、同意後、会員スタイル
を選択します。
※会員スタイルの詳細は画面でご確認ください。

どんな優待があるのですか？
人気のホテル、有名旅館、レジャー施設、ホテルレストランなどの
多彩なサービスが優待価格にてご利用いただけます。
限定のイベントやお得情報の配信など、その時限りの情報もありま
すので、お見逃しなく！

RESONA Vert MEMBERS のパスワードを忘れてしまったのですが。
RESONA Vert MEMBERS ログインページの「ログイン ID、パスワード
を忘れた方へ」からご確認ください。

RESONA Vert CARD を紛失してしまいました！
必要な情報を入力します。入力後「登録」を
クリックして会員登録は完了です。

「 凛 next 」をお申し込みまたは、ご契約されたローンプラザ、営業
店までお問合せください。

※株式会社リロクラブにてお客様の個人情報をご登録していただくこと
になります。
（個人情報の取得にご同意いただいた方のみ、サービスの
ご提供が可能です）

RESONA Vert MEMBERS に有効期間はありますか？

e-mail

登録完了後、登録完了通知メールが送信されます。
登録完了後は「ログイン ID」とご自身で設定した
パスワードでいつでもご利用いただけます。
※掲載の Web 画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合がございます。

「RESONA Vert MEMBERS」ログインページへ直接アクセスもできます。
りそな ヴェール

http://www.club-oﬀ.com/resona

RESONA Vert MEMBERSは、
「 凛 next 」をお借入れの期間ずっと有
効となります。なお、
「 凛 next 」を完済した時点で無効となり、新
たな特典のお申し込みはできなくなります。

RESONA Vert メンバーズ会員規約

会員制サービス「RESONA Vert メンバーズ」は、次の要領で取り扱います。
第１条 会員
（1）株式会社りそな銀行（以下｢当社｣といいます。
）が提供する会員制サービス｢RESONAVert メ
ンバーズ｣（以下「メンバーズ」といいます。
）の会員は、当社で女性向け住宅ローン「凛 next」
を利用している方（以下「会員」といいます。）とします。
第２条 会員証
（1）会員には、当社所定の会員証「RESONA Vert カード」
（以下「会員証」といいます。）を発行し、
貸与するものとします。
（2）本規定に定める会員制サービス（以下｢会員サービス｣といいます。
）の解約、退会、会員資
格の取消・喪失その他の理由により会員でなくなった場合、会員証は当然に無効となるものと
します。この場合、会員はすみやかに会員証を当社に返却するものとします。
第３条 会員サービス・会員特典
（1）会員はメンバーズが定める会員サービスを利用することができます。当該会員サービスの
内容等は当社ホームページに掲載するものとします。
（2）当社と提携している株式会社リロクラブ（以下｢サービス提供会社｣といいます。
）が提供す
るサービスで、会員が一定期間利用することができる特典（以下｢会員特典｣といいます。
）を景
品として提供する場合があります。
（3）会員特典は、サービス提供会社が一切の責任を持って提供するものであり、その遅延、中
断または廃止その他の理由により会員とサービス提供会社との間でトラブルが生じたとしても、
当社は一切の責任を負わないものとします。
（4）会員特典の利用にあたっては、サービス提供会社の規約に従うものとします。
第４条 会員登録および会員資格の取消・喪失
（1）会員が会員サービスや会員特典を利用するためには、事前にサービス提供会社が運営する
ホームページにおいて、会員登録を行うものとします。
（2）当社は、会員登録後であっても、会員が以下の各号のいずれかに該当していることが判明
した場合は、事前に会員に通知することなく、会員資格を取り消すことがあります。会員資格
を取り消した場合には会員登録は自動的に抹消されるものとします。当社は、会員登録の抹消
後その旨を会員に通知するものとします。
① 会員が本規定に違反した場合
② その他当社が会員として不適切と判断した場合
③ 本メンバーズ申込にあたり登録した内容に虚偽があった場合
（3）入会後毎月末において会員が下記の①〜③のいずれかに該当する場合には当該会員は、第
１条（1）項に定める基準を充たさないものとし、当然に会員資格を喪失し、会員登録は自動
的に抹消されるものとします。当社は会員登録の抹消後その旨を会員に通知するものとします。
①住宅ローンを完済した場合
②当社以外の金融機関にて住宅ローンの借りかえを行った場合
③延滞・事故などが発生した場合
（4）会員が本条（2）項において会員資格を取り消された場合および本条（3）項において会員
資格を喪失した場合、メンバーズは会員サービスについて以下のように取扱います。
① 会員登録が抹消された場合、会員は以後会員サービスや会員特典を申し込むことはできなく
なります。会員登録抹消前に申し込みがなされた会員特典については、既に受け付けられてい
た会員特典についても、会員特典の提供が開始されていたか否かに関わらず全て無効となり、
これを利用することはできなくなります。
第５条 会員 ID
（1）会員は、金融サービスまたは会員特典を利用するために交付された会員 ID およびパスワー
ドの管理、使用について一切の責任を負うものとし、会員 ID の管理、使用に起因して会員また
は第三者に損害が生じた場合は、すべて当該会員が責任を負い、当社は一切責任を負わないも
のとします。
（2）会員は、会員 ID およびパスワードを第三者に対して譲渡、貸与、使用許諾、共用、開示し
てはならないものとします。
第６条 登録料、会費等
会員サービスにかかる登録料、会費は無料とします。但し、サービス提供会社が会員特典とは
別に有料で提供するサービスを会員が利用する場合には、別途費用がかかる場合があります。
第７条 会員サービス内容の改廃および規定変更
（1）当社は任意に会員サービスの内容・第１条（１）に定める当社所定の基準、会員特典等に
ついて追加、変更、一時的な中断または停止等を行うことができるものとします。
（2）会員特典は当社の都合で終了することがあります。会員特典の内容変更および終了により、
会員に万一なんらかの損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
（3）当社は本規定の内容を追加、変更することができ、会員はこれを承諾するものとします。
（4）前３項の場合、当社は変更等の内容について、当社ホームページへの掲載により告知する
ものとします。
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第８条 会員の禁止事項等
（1）会員は会員サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはならないものとします。
① 公序良俗に反する行為、あるいは公序良俗に反する情報を他の会員に提供する行為
② 他の会員または第三者を誹謗中傷する行為
③ 他の会員または第三者に不利益を与える行為
④ 他の会員または第三者の著作権その他知的財産権および保護されるべき法的権利（以下｢著作
権等｣といいます。）を侵害する行為
⑤ 他の会員または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
⑥ 自己または第三者の営利を目的とする行為
⑦ 法令に違反しまたは違反のおそれのある行為、あるいは法令に違反しまたは違反のおそれの
ある情報を他の会員に提供する行為
⑧ 会員サービスの運営を妨げるような行為
⑨ 会員サービスの信用を毀損するような行為
⑩ その他、当社が不適切と判断する行為
（2）会員が前項記載の禁止行為に違反し、当社、他の会員または第三者に損害を与えた場合には、
会員は損害を被った者に対して当該損害を賠償する責任を負うものとし、当社は管理責任者と
しての損害賠償義務を免責されます。また、会員が会員サービスで公開した情報に起因して第
三者と紛争が生じた場合には、会員は自己の負担と責任でその負担の一切を解決するものとし、
当社にいかなる迷惑もかけないものとします。
第９条 会員による情報の取り扱い
（1）会員は、自己使用の範囲で複製する場合を除き、会員サービスを通じて入手したいかなる
情報も、当社が事前に承認（当該情報等に関して権利を持つ第三者がいる場合には、当社を通
じ当該第三者の承認を取得することを含む）
しない限り、第三者への提供のために複製、頒布、
送信、ホームページ等へのアップロードを行わず、また第三者に対して使用させないものとし
ます。
（2）会員は会員サービスを通じて入手したいかなる情報に対しても、改変、翻訳、修正、デー
タベース化等を行ってはならないものとします。
第 10 条 会員提供情報の取り扱いについて
（1）当社は、個人情報への不正アクセスや、個人情報の紛失、改ざんおよび漏洩等を防止する
ために、必要かつ適切な組織的・人的・技術的な安全管理措置を実施して、会員の個人情報を
適切に管理するものとします。
第 11 条 著作権等
（1）当社が提供する情報の著作権等は、会員が修正、改変、提供等を行ったものを含め当然に
当社に帰属し、会員は著作権等（著作者人格権を含む）を主張してはならないものとします。
（2）会員は、当社から提供された情報を私的使用に限り利用できるものとし、私的使用以外の
利用を行った場合には、当社は会員に対し、いつでも情報提供の中止、提供情報を利用する行
為の差止および損害賠償等を請求することができるものとします。
第 12 条 権利譲渡の禁止
会員は、会員資格、会員サービスを利用することができる権利および会員証を第三者に譲渡そ
の他処分してはならないものとします。
第 13 条 会員登録内容の変更、退会
会員は当社所定の退会手続に従いメンバーズを退会することができます。また、当社に口座を
開設するにあたり登録した内容およびメンバーズ入会申込にあたり登録した内容に変更が生じ
た場合は、会員は当社所定の方法により、速やかに変更登録をしなければならないものとし、
当該変更登録がなかったことで会員が不利益、損害等を被ったとしても、当社は会員に対して
一切責任を負わないものとします。
第 14 条 当社の免責
会員特典を含む会員サービスの利用により、会員が被害を被ったとしても、それが当社の故意・
重過失により発生したものでない限り、当社は当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
第 15 条 準拠法・管轄
本規定に基づく諸取引の準拠法は日本法とします。また、当社と会員の間に訴訟の必要が生じ
た場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 16 条 本規約の範囲
当社が会員サービスに関して定める一切の規約、運用規定、通知等は本規約と一体のものとして、
会員はこれを遵守する義務を負うものとします。

