ポラスサポーターズ倶楽部より毎月一回お届けいたしますニュースレター
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ポラスサポーターズ倶楽部は「ポラスのお客様限定の会員制倶楽部」です。
ご入会の皆様へ各種イベント・セミナー情報や、最新の活動状況等のお役立ち情報を配信致します。
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浦和レッズ選手トークショー & ランチイベント（有料） 【締切 :11/11（日）
】
参加者大募集
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浦和レッズ選手による

武藤 雄樹選手

柏木 陽介選手

2018.11.25（日）開催
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【 柏木 陽介選手、武藤 雄樹選手（予定）】浦和レッズ選手 2 名のトークショー＆撮影会を開催！
ポラスサポーターズ倶楽部会員様に限り、70 名様の大募集です。
柏木 陽介選手、武藤 雄樹選手（予定）をお迎えしての「浦和レッズ選手トークショー & ランチイベント（有料）」。
今回はポラスサポーターズ倶楽部会員様限定の特別価格にてご参加いただけます。
イタリアンレストラン「ステッラポラーレ」にてランチをご堪能いただいた後、柏木 陽介選手（MF：10）、武藤 雄樹選手（FW：
9）（予定）をお迎えしての楽しいトークショーを開催します。クイズコーナー＆質問コーナーもご用意 !! 司会は浦和レッズホー
ム戦スタジアム DJ の岩沢慶明氏に担当いただきます。
さらに撮影会では、選手との記念撮影に、選手との握手、サインをもらえたりと、近い距離で会うことができるプレミアム感満
載なイベントです。沢山のご応募お待ちしております。
参加費用
・大人（中学生以上）2,000 円
・小学生
1,000 円
・未就学児 無料

開催日時
■開催日：２０１８年１１月２５日 ( 日 )
■受付開始：12 時 00 分〜（予定）
■会場：リストランテ・ステッラポラーレ
埼玉県草加市柿木 750-1

※今回はポラスサポーターズ倶楽部会員様限定の特別価格にて
ご参加いただけます。

ご招待人数
■合計 70 名様 (1 組 2 〜 5 名様 )

続きはイベントページをご覧ください。

※応募者多数の場合は抽選となります。
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浦和レッズフェアプレーキッズ体験 2018＆最終戦観戦チケット付き！【締切 :11/25（日）
】
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浦和レッズ戦のフェアプレーキッズ体験をサポーターズ倶楽部会員様限定で 11 組 44 名様ご招待しま
す！！
大観衆が見守る中、浦和レッズ選手と入場時に手をつないでエスコートするフェアプレーキッズになれるチャンス！
ご家族分 (1 家族 4 枚まで ) の観戦チケット付きだから、観戦席からピッチにあがるお子様の雄姿をご覧いただけます。
※フェアプレーキッズの対象は「小学生男女」に限ります
開催日時
■開催日：２０１８年１２月１日 ( 土 )
■集合時間：12 時 30 分（予定）
■集合場所：埼玉スタジアム２○○２
埼玉県さいたま市緑区美園 2-1

ご招待人数
■合計 11 組 44 名様 (1 組 4 名様まで )
※応募者多数の場合は抽選となります。

続きはイベントページをご覧ください。

ポラスのきずな広場

モデルハウス見学会 & 浦和レッズ最終戦観戦バスツアー !!【締切 :11/20（火）
】
新越谷から大型バスでモデルハウスへ楽々移動！

見学会

ご見学するモデルハウス「パレットコート北越谷 フロードヴィ
レッジ」は敷地面積全邸 135 ㎡以上全 64 邸の大型分譲プロジェ
クト。見学後は、サッカー観戦となります。浦和レッズの試
合を盛り上げましょう！
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ご友人様と一緒のご参加大歓迎 !!
沢山のご応募をお待ちしております！
開催日時
■開催日：２０１８年１２月１日 ( 土 )
■集合時間：10 時 20 分集合（ 〜 17：30 到着予定）
■集合場所：㈱中央住宅 戸建分譲第一事業部
埼玉県越谷市南越谷 1-20-9 イーストサンビル
ご招待人数
■合計：40 名様
対象者：きずな会員様とご友人様限定
※応募者多数の場合は抽選となります。

ポラスのきずな広場

【無料】クリスマスリースづくり教室 ご友人様と一緒のご参加大歓迎 !!【締切 :11/25( 日 )】
人気イベント♪
クリスマスリースづくり教室を開催します！

きずなクラフト教室

ご友人様一緒の
ご参加大歓迎

数種類の針葉樹をベースに、姫リンゴや松ぼっくりを飾って
リースを作ります。全て生の素材を使う贅沢なリースです。
自作のクリスマスリースを飾って、今年のクリスマスを楽し
まれてはいかがですか。
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開催日時
■開催日：２０１８年１２月９日 ( 日 )
■開催時間：午後 14 時 00 分〜 17 時 00 分（予定）
■会場：ポラテック㈱本社ビル ウッドスクェア 2 階大会議室
埼玉県越谷市新越谷 1-71-2
ご招待人数
■合計：40 名様
対象者：きずな会員様とご友人様限定
※応募者多数の場合は抽選となります。
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「新築お披露目パーティーモニター」12 月開催分受付中！
ポラスがあなたのパーティーをお手伝いします！
料理の準備要らずで新築パーティーを開きません
か！
新しいお住まいのご入居祝いとして、ポラスが新築お披露目
パーティーをお手伝いします！パーティー時のお食事 10 名様
分（2 万円相当）を毎月 2 組様へご提供させて頂きます。
「せっかくご友人を招待したのに、キッチンにこもりっき
り・・・」にならずに、ゆっくりとお住まい自慢をしてください！
ぜひ、この機会にお友達をお誘い合わせのうえ、ご参加くだ
さい！

【今月のプレゼント】
「パナソニック 脱臭ハンガー 電気脱臭機 」を 2 名様へ
毎月変わる豪華プレゼント。
11 月のプレゼント応募は 11/30 までです！
『今月のプレゼント』のお知らせです。
11 月のプレゼントは、
『パナソニック 脱臭ハンガー 電気脱臭機 MS-DH100』を 2 名様に！
「ナノイー X」搭載ハンガーで、スーツなどの衣類に付着した
ニオイを分解脱臭します。
20Ｐで一口応募が可能！応募がまだの方はお急ぎください！

こんにちは。ポラスサポーターズ倶楽部事務局の進士（シンシ）です。
いつもニュースレターをご覧いただきまして、誠に有難うございます。
日に日に秋が深まる季節となりました。冬の準備はもうお済みでしょうか？
現在ポラスでは、「冬の BIG プレゼント 2018」を開催中です！
簡単なアンケートにお答え頂くだけで、抽選で総勢 500 名様に豪華賞品が当たります！
またその中で、お得なリフォーム・設備のメンテナンス・クリーニング等のご案内を差し上げております。
年末のご準備に是非チェックしてみてください！
ポラスサポーターズ倶楽部ですが、イベントも続々とご案内しております。
12/9（日）に「クリスマスリースづくり教室」を開催！毎回大人気の企画で、今回が 11 回目となります。
自分で作ったクリスマスリースを、是非お宅の玄関にも飾って頂ければと思います。
イベントに沢山の会員様にお越し頂き、スタッフも嬉しく思っております。引き続きご応募・ご参加お待ちします。
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