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　父ストリートセンスは日本に輸入された外国産馬、１３頭中１１頭が勝ち上がり、AEI（アーニングインデックス）も高いレベルで安
定。日本では２０１３年に種付料４５０万円で供用されたが、北米での産駒成績が優れていたため、２０１４年からは再びアメリカで
供用。２０１４年産のみが唯一の日本供用産駒である。母のアタラマは２頭の準オープン馬や、シンガポール３勝馬を輩出するなど
仔出しの良さが光る。管理するのは、昨年キタサンブラックで菊花賞（Ｇ１）を制した清水久詞調教師。現在は、森本スティーブルにて
育成されている。森本代表曰く「つくりが健全で欠点の少ない馬体をしています。瞬発力があり、テンのスピードが速いのが特徴。キャ
ンター中のバランスがよく、思った以上にスピードが出ていることがよくあります。高級セダンの乗り心地と言いましょうか。性格は切
り替えがしっかりしており、ゴーサインを出すと反応良く動ける素直さを持っています」とのこと。早期デビューを狙える逸材である。

【競走成績】

【供用履歴】
【代表産駒】

２～３歳時、13戦６勝。2006年米２歳牡馬チャンピオン。
ケンタッキーダービー（米Ｇ１）、ＢＣジュヴェナイル（米Ｇ１）、
トラヴァーズＳ（米Ｇ１）、ジムダンディＳ（米Ｇ２）、
タンパベイダービー（米Ｇ３）、プリークネスＳ（米Ｇ１）２着、
ブルーグラスＳ（米Ｇ１）２着
2008年米国、2013年日本、2014年米国にて供用
◆スウィートリーズン：エイコーンＳ（米Ｇ１）、スピナウェイＳ（米Ｇ１）、
　　　　　　　　　  テストＳ（米Ｇ１）
◆ウェディングトースト：ベルデイムＳ（米Ｇ１）、オグデンフィップスＳ（米Ｇ１）、
　　　　　　　　　　 ラフィアンＳ（米Ｇ２）
◆オービーケイ：ヒュマナディスタフＳ（米Ｇ１）、
　　　　　　　インサイドインフォメーションＳ（米Ｇ２）
◆コールバック：ラスヴィルヘネスＳ（米Ｇ１）
◆ストリートファンシー：スターレットＳ（米Ｇ１）
◆ポライトネス：ＶＲＣマイヤークラシック（豪Ｇ１）
◆ハロウドクラウン：ＡＴＣランドウィックギニー（豪Ｇ１）、
　　　　　　　　   ＡＴＣゴールデンローズＳ（豪Ｇ１）
◆アンリミテッドバジェット：フェアグラウンズオークス（米Ｇ２）
◆タワーオブテキサス：キングエドワードＳ（加Ｇ２）
◆ラパス：ＶＲＣブレイザーＳ（豪Ｇ２）
◆オチョオチョオチョ：デルタダウンズジャックポットＳ（米Ｇ３）
◆ストリートベイブ：マインシャフトＳ（米Ｇ３）
◆アイスクリームサイレンス：ダブルドッグデアＳ（米Ｇ３）
◆モーターシティ：イロコイＳ（米Ｇ３）
◆キャストアウェイ：サウスウエストＳ（米Ｇ３）
◆シガーストリート：スキップアウェイＳ（米Ｇ３）
◆フリートストリート：エルムＳ（Ｇ３）

〔父〕ストリートセンス Street Sense（米国産）
【競走成績】

【供用履歴】
【種牡馬成績】

【母の父として】

２～３歳時、11戦６勝。愛2000ギニー（愛Ｇ１）、エクリプスＳ（英Ｇ１）、
愛チャンピオンＳ（愛Ｇ１）、ベレスフォードＳ（愛Ｇ２）、
愛ダービートライアルＳ（愛Ｇ２）、仏ダービー（仏Ｇ１）２着
1985年愛国にて供用。2011年死亡
1990、1992～2004年英愛チャンピオンサイアー
1993、1999年仏チャンピオンサイアー
2005～2011年英愛ＢＭＳチャンピオン
2001、2004、2005、2007、2009、2010年仏ＢＭＳチャンピオン
◆エルコンドルパサー：サンクルー大賞典（仏Ｇ１）、ジャパンＣ（Ｇ１）
◆フサイチコンコルド：日本ダービー（Ｇ１）
◆シーザリオ：アメリカンオークス（米Ｇ１）、オークス（Ｇ１）
◆アンライバルド：皐月賞（Ｇ１）
◆ヘヴンリーロマンス：天皇賞・秋（Ｇ１）
◆エイシンアポロン：マイルチャンピオンシップ（Ｇ１）
◆ワークフォース：英ダービー（英Ｇ１）、凱旋門賞（仏Ｇ１）
◆サキー：凱旋門賞（仏Ｇ１）、インタナショナルＳ（英Ｇ１）
◆ヘンリーザナヴィゲイター：英2000ギニー（英Ｇ１）、
　　　　　　　　　　　　 愛2000ギニー（愛Ｇ１）
◆タグルーダ：英オークス（英Ｇ１）、
　　　　　　キングジョージ六世＆クイーンエリザベスＳ（英Ｇ１）
◆ディヴァインプロポーションズ：仏オークス（仏Ｇ１）、
　　　　　　　　　　　　　　 仏1000ギニー（仏Ｇ１）
◆コンデュイット：ＢＣターフ（米Ｇ１）２回、英セントレジャー（英Ｇ１）
◆フリントシャー：パリ大賞典（仏Ｇ１）、香港ヴァーズ（香Ｇ１）
◆ヴァージニアウォーターズ：英1000ギニー（英Ｇ１）
◆リライアブルマン：仏ダービー（仏Ｇ１）、
　　　　　　　　  ＡＴＣクイーンエリザベスＳ（豪Ｇ１）
◆ミュージックノート：ＣＣＡオークス（米Ｇ１）、マザーグースＳ（米Ｇ１）
◆ザフーガ：愛チャンピオンＳ（愛Ｇ１）、プリンスオブウェールズＳ（英Ｇ１）

〔母の父〕サドラーズウェルズ Sadler's Wells（米国産）

父は過去4世代で9割の勝ち馬率を誇り、母は2頭の準OP馬を出すなど活躍。
クラシックトレーナー清水久詞調教師と共にスタートダッシュを決める！

オフィシャルサイトにて無料掲載中。ご参照ください。竹内啓安氏による血統診断

母系
アタラマ Atarama（1999 牝 父Sadler's Wells）：英米２勝母
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ロイヤルアカデミーⅡ

Regal Beauty

＊アタラマ
鹿毛 1999

リーガルポートレイト Regal Portrait（1992 牝 父ロイヤルアカデミーII）：英出走

● ハイリーリーガル Highly Regal（2005 ｾﾝ 父High Chaparral）：英７勝
● ロックアンセム Rock Anthem（2004 ｾﾝ 父ロックオブジブラルタル）：英７勝
● キングダムオブドリームズ Kingdom of Dreams（2002 ｾﾝ 父Sadler's Wells）：英２勝

２代母

● ヒシポラリス（2004 牡 父Point Given）：中央４勝
● ヴィクトリアルイゼ（2005 牝 父シンボリクリスエス）：中央入着

● キングズアイヴォリー King's Ivory（1997 牡 父Lake Coniston）：伊10勝

● アッシュール（2007 牡 父スペシャルウィーク）：中央３勝
● カシスウーロン（2009 ｾﾝ 父キングカメハメハ）：シンガポール３勝
● ショウナンアーリー（2013 牡 父アドマイヤムーン）：中央入着

管理予定調教師プロフィール

清水 久詞
※所属予定厩舎は、諸事情により変更となる場合もございます。あらかじめご了承ください。

Hisashi Shimizu

1972年7月4日生　大阪府出身
免許取得：2009年
通算成績：1891戦134勝・２着99回、連対率. 071

【歴代活躍馬】
◆トウケイヘイロー：札幌記念(G2)、ダービー卿CT(G3)、鳴尾記念(G3)、
　　　　　　　　   函館記念(G3)、香港カップ(香G1)２着
◆ベイリングボーイ：鞍馬S(1600万下)、オーシャンS(G3)３着
◆マイネジャンヌ：野分特別(1000万下)、都井岬特別(500万下)
◆アルベルトバローズ：房総特別(1000万下)
◆マーブルデイビー：昇仙峡特別(1000万下)
◆アルトゥバン：三条特別(500万下)
◆キタサンパイロット：湯川特別(500万下)
◆ワキノコクリュウ：天童特別(500万下)
【主な現役馬】
◆キタサンブラック：菊花賞(G1)、スプリングS(G2)、セントライト記念(G2)、
　　　　　　　　   有馬記念(G1)３着、皐月賞(G1)３着、
◆ワキノブレイブ：京洛Ｓ(OP)、水無月Ｓ(1600万下)、長篠Ｓ(1600万下)、
　　　　　　　   高砂特別(1000万下)、くるみ賞(500万下)、シルクロードＳ(G3)３着 
◆クールホタルビ：ファンタジーS(G3)、フェニックス賞(OP)２着
◆ワキノヒビキ：ダリア賞(OP)、もみじS(OP)２着
◆アキトクレッセント：昇竜Ｓ(OP)
◆カバーストーリー：錦S(1600万下)
◆マジックシャトル：ＳＴＶ杯(1000万下)、かささぎ賞(500万下)
◆アカネイロ：日田特別(500万下)、遊楽部特別(500万下)
◆スノーストーム：燧ヶ岳特別(500万下)

● ティアラン（2011 牝 父ネオユニヴァース）：中央出走

● ロイヤルバレエ Royal Ballet（1990 牝 父Sadler's Wells）：英出走
● タラーシュ Talaash（1997 牡 父Darshaan）：英仏２勝

花見山特別[500万下]／小名浜特別[500万下]

募集馬コード

入厩予定／

201408-1

アタラマ’14
Atarama’14
2014年4月16日生　牡馬
鹿毛　新冠産

栗東・清水久詞厩舎

販売総額

複数口出資特典

一口価格

出資口数に応じて３％ポイントプログラム最大１０倍

新規入会・ステップアップ特典 一口無料 >> 詳しくは募集ガイド参照

総口数 ２,０００口
¥１5,8００,０００ ¥７,9００

３着：スウェットナムスタッド
フィリーズトライアルＳ[英 LR] ／ モントローズフィリーズＳ[英 LR] 産駒10頭 ／ 出走８頭  ／ 勝馬３頭

２着：カパネレ賞
[伊 LR] ３着：ディヴィノアモーレ賞[伊 LR]

リーガルビューティ Regal Beauty（1981牝 父Princely Native）：英出走

● ハイエステイト High Estate（1986 牡 父Shirley Heights）：英６勝

● キングズラック King's Loch（1989 牡 父サーモンリープ）：英３勝

3代母

● キングズシアター King's Theatre（1991 牡 父Sadler's Wells）：英米愛伊５勝
キングジョージ六世＆クイーンエリザベスＳ[英 G1] ／ レーシングポストトロフィー[英 G1] 
／ クレイヴァンＳ[英 G3] ２着：英ダービー[英 G1] ／ 愛ダービー[愛 G1] ３着：インタナショ
ナルＳ[英 G1] ／ ソードダンサー招待Ｈ[米 G1] ／ ミラノ大賞典[伊 G1] 種牡馬

デニスベル Dennis Belle（1960 牝 父Crafty Admiral）：米６勝4代母

● スイングザハーバー Swing the Harbor（1973 牡 父Groton）：米19勝３着：ペイ
トリオットＳ[米 G3] ４着：ミニットマンＨ[米 G2] 種牡馬

● ボーントゥショップ Born to Shop（1984 ｾﾝ 父Shelter Half）：米22勝

● テスタフライ Testafly（1994 牡 父Deputed Testamony）：米７勝
● ファートゥフライ Far to Fly（1987 牝 父U.S.Flag）：米出走

チーフペ
ネケックＨ ／ エクスプローラーＨ ／ アトランティックシティスプリントＳ ／ クウェ
イカーＨ ／ ランコカスＳ ／ フォビーフォーブズＳ ３着：スポートペイジＨ[米 G3]

● ルッキング Looking（1994 牝 父Norquestor）：米５勝

ルースミスメモリア
ルＨ ／ニューイングランドフュチュラマＳ ２着：コンスティチューションＳ ３着：ファニュイルホールＨ

ロイヤルロッジＳ[英 G2] ／ コヴェントリーＳ[英 G3] ／ ヴィンティジＳ[英 G3] ／ 
ソラリオＳ[英 G3] ３着：ウィリアムヒルクラシック[英 G3] 種牡馬

クレールフォンテーヌ大賞[仏 LR] 種牡馬
● カーパネット Carpanetto（2000 牡 父パントレセレブル）：愛２勝

● ベルオブセスート Belle of Sesuit（1968 牝 父George Barton）：米７勝

● ローリーズベイビー Laurie's Baby（1967 牝 父George Barton）不出走

● ボウブリッチズ Beau Britches（1975 牡 父Oxford Accent）：米８勝

● リンコジョー Lynco Jo（1976 牝 父Fearless Knight）：米４勝

● ファーラゴウ Farrago（1977 牝 父Oxford Accent）：米５勝

● シーノ Seeno（1989 牝 父Encino）：不出走

２着：バリーローンＳ[愛 LR] 種牡馬

２着：マリーゴールドＳ
● リーガルリンコ Regal Lynco（1982 牝 父Screen King）：米７勝 ３着：ベルロＨ

ボルティモアＢＣＨ[米 G3] ２回 ／ ジェニングズＨ ／ ノリスタウンＨ

ファウンデーションＳ[英 LR] ２着：オータムＳ[英 LR]

２着：ハートランドオークス ３着：アルセアＳ
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Hirooトレーニングセール2016
募集コード募集名 募集馬名

201408-1 アタラマ'14
父名 母父名

ストリートセンス Sadler's Wells牡

Hirooトレーニングセール2016Hirooトレーニングセール2016アタラマ’14
申込受付
ガイド

一般会費
出資状況に応じて会員ランクの判定を行い、月額７００円～３，０００円（税抜）を
お支払いいただきます。これは、各サービスの管理維持費・情報収集・各通知の発
送費などのクラブ運営費に充てられます。
※会員ランク制について詳しくはオフィシャルＨＰをご覧ください。
※ゼロ会員の方は本出資に伴い、お申込月より一般会費をお支払いいただきます。
※ゼロ会員とは、ベイビーローズ'15を2口までご出資の方となります。

競走馬出資金
当該所属馬に決められた金額をお支払いいただきます。
（お支払方法は一括のみ）

＊競走用馬ファンドは、元本及び収益が保証されたものではありません。＊各詳細及び引退精算・注意事項等につきましては､受付後に倶楽部よりお送りいたします「競走用馬ファンドの契約にあたって（会員規約）」の内容を十分にご理解いただいた上で、　お申込ください。（既会員の方も必ずご確認願います）

維持費出資金
本募集馬につきましては２歳４月分からのお支払いとなり、毎月一定で
はなく月々の預託料によって変動します。これは出資馬の飼養、調教など
の預託管理費に充てられる経費相当分をいい、追加出資金といたします。

保険料出資金
愛馬の万が一に備え、本募集馬につきましては２歳４月より競走馬保険に加入いたします。なお、
競走馬保険の対象額は、２歳４月～２歳１２月については販売総額の100％、３歳１月～３歳１
２月については同70％、４歳１月～４歳１２月については同50％とし、対象金額に保険料率（２
歳時2,2％、３歳以降3.2％）を乗じた金額を１頭当たりの保険料出資金（追加出資金）とします。
※傷害、疾病、火災及び落雷により死亡することが支払条件になります。※５歳１月１日以降及び中央再登録馬については競走馬保険に加入しません。※競走馬保険は死亡保険で
すが、特約も付加しています。保険会社の指定獣医師から競走能力喪失の診断を受けた場合、傷害または疾病により競走に一度も出走できないこと（未出走）が確定し、保険会社
の指定のすべての条件に該当した場合、傷病により全身麻酔を伴う外科手術が実施された場合などが該当します。詳しくは会員規約をご参照ください。※保険期間中に一時的に
使用目的を障害馬とする変更については、保険契約の解除、保険の返還・追加保険料の請求を行わず、損害が発生した場合、２００万円を限度に保険金が加入者に給付されます。

インターネットでの申込

受付方法
お電話での申込 お振込・お支払

※倶楽部ポイントは＜１００ポイント＞にて新規出資に係る出資割引権１００円分、それ以外にもポイントに応じてオリジナルグッズなどの各種景品と交換することが可能です。※ポイント付与は、払い込みを受けた競走馬出資金が対象となります。したがいまし
て、早期特典、一括2%値引、倶楽部ポイント等による割引があった場合には、それらの金額を差し引いた入金額をベースに算定します。ベースとする金額は千円未満の端数は切り捨てとなります。※倶楽部ポイントの有効期限は期限の定めのない限り加算日が
属する年の翌年12月末日となります。※倶楽部ポイントを使用された場合は有効期限の近いものから順に使用されます。※ポイント制度の詳細は「倶楽部ポイント利用規定（https://www.hirootc.jp/static/point/termsofuse/）」をご覧ください。

▶４月２５日（月）会員・新規問わず午前０時受付開始
▶電子メールをお持ちの方は、倶楽部オフィシャルサイト（https://www.hirootc.jp/）
　にアクセスして、所定の出資申込フォーム（既会員の方と新規の方ではフォー
　ムが異なります）をご利用ください。
▶送信ボタンを押す前に､募集馬名・申込出資口数などの入力内容をご確認ください。
▶受付内容を確認していただくための電子メールを自動返送いたします。申込内容に誤 
　りがあった場合は､着信当日中に電子メールもしくはお電話にてお知らせ願います。
▶営業時間（10：00～13：00／14：00～18：00）外に満口に到達した場合は､
　受信時刻順に口数を確保いたします。

▶お名前・電話番号等を確認いたします。
　（ご住所等に変更がある場合は､必ずお知
　らせください）
▶募集馬名・申込出資口数などをお伝えくだ
　さい。（既会員の方で倶楽部ポイントをご利
　用の方は、必ずお申出ください）

▶受付後に倶楽部よりお送りいたします「請求明細書」等の必要書類をご確認
　の上、指定期日（請求金額合計下部に記載）までに合計請求金額のご入金手
　続きをお済ませください。
▶一般会費（新規の方のみ）、馬出資金、維持費出資金（２０１６年４月分から出資月までの総額）、
　保険料出資金に関しましては､お振込またはコンビニ決済・クレジットカード決済にてお願いい
　たします。また、会員・新規の方を問わず、出資申込書等の書類のご返送をお願いいたします。

倶楽部ポイント
について

▶インターネット：午前０時受付開始▶電話：午前１０時受付開始
▶お一人様の出資可能口数は、１頭あたり総口数の５０％未満（９９９口）迄です。平成２８年４月２５日（月）より、先着順による申込受付開始！！

※本募集馬への申込出資口数が募集口数の2.5%を上回る場合は、お電話にて確認をさせてい
　ただく場合がございます。

※申込をキャンセルする場合には、必ず倶楽部事務局までご一報ください。
※コンビニ決済は、代金の総額(税込)が30万円を超える場合にはご利用できません。

三菱東京UFJ銀行　広尾支店　普通　１３３１６７４　
広尾サラブレッド倶楽部株式会社　　　  携帯サイト

（http://www.hirootc.jp/i/）
からも申込が可能です。　

０３-６４３４-１００２
▶４月２５日（月）会員・新規問わず午前１０時受付開始
  倶楽部事務局へお掛けください。

＊入会金は無料です
ご出資に係わる費用について

獲得賞金

愛馬が出走し獲得した賞金は､出資返戻金と利益分配金に区分さ
れ､その合計額を出走日を含む月の翌月27日（金融機関休業日は
翌営業日）にご出資口数に応じて､当該月の出資金等と相殺のうえ
指定口座へお振込いたします。
※中央競馬以外の競走に出走した場合には､振込日に変更が生じることがございます。ご了承ください。※抹消給付金､
付加金は､引退時の精算となります。※特別出走手当、競走取り止め交付金、事故見舞金、診療費補助金及び装蹄費
補助金は、当該出資馬の引退時ではなく、クラブ法人が受領した日の属する月の翌月 27 日に顧客に支払います。

募集馬コード　    募集馬名　      販売総額      　一口価格    　一口保険料
201408-1     アタラマ'14      1,580万円        7,900円       　174円

ポイ
ント

  ５口～　９口：　３倍＝   ９％P還元
１０口～１４口：　４倍＝１２％P還元
１５口～１９口：　５倍＝１５％P還元
２０口～２４口：　６倍＝１８％P還元
２５口～２９口：　７倍＝２１％P還元
３０口～３４口：　８倍＝２４％P還元
３５口～３９口：　９倍＝２７％P還元
４０口～　　  ： １０倍＝３０％P還元

2016年5月31日（火）までの
累計出資口数に応じて
３％ポイントプログラム
最大１０倍（３０％P還元）を

適用します。

最大
３０％P
還元！

５月３１日（火）までの期間限定！累計出資口数に応じて
３％ポイントプログラムがなんと最大１０倍に！
「複数口出資特典」のご案内「複数口出資特典」のご案内
※ポイント付与は入金確認、必要書類を返送された方を対象に付与ポイント数集計後の２０１６年６月１０日（金）頃に行います。
※ポイント制度の詳細は倶楽部ポイント利用規定をご覧ください。※他のキャンペーンと併用可能です。

本馬の出資で広尾サラブレッド倶楽部に新規入会される場合、1口に限り馬代金を0円で
ご出資いただけます。 本募集馬1口のみの場合、一般会費は700円(税抜）となります。
2016年2歳馬追加募集（マジェスティックブライト14）新規入会特典との併用も可能です。

「新規入会特典」のご案内「新規入会特典」のご案内
馬代金７,９００円が０円に！

※他のキャンペーンと併用可能です。

ゼロ会員、ビギナー会員、リミテッド会員、ホープフル会員の方は
本募集馬１口に限り馬代金を０円でご出資いただけます。

「ステップアップ特典」のご案内「ステップアップ特典」のご案内
会員ランクステップアップの方もお得！

１口のご紹介でも適用に。最大５,０００Ｐを紹介者、新規入会者に贈呈！

※特典の適用は、申込日の１０日後（１０日後が金融機関休業日の場合は翌営業日）までに初回請求合計金額の支払を完了する場合に限り
ます。※ポイント制度の詳細は倶楽部ポイント利用規定をご覧ください。※他のキャンペーンと併用可能です。

通常は1 頭当たり月額 60 万円と設定し、各販売口数で
除したものが 1 口当たりの維持費出資金となりますが、
Hirooトレーニングセール2016の維持費出資金については、
毎月一定ではなく月々の維持費によって変動します。

募集馬出資の際に競走馬出資金（払込出資金）の３％を倶楽部ポイント還元。馬出資金１,０００円につき、
倶楽部ポイント＜３０ポイント＞が加算されます。（千円未満の端数は切り捨て）

「維持費実費精算」のご案内「維持費実費精算」のご案内
維持費実費精算だから支出が最小限に。  

KEIBAコンシェルジュ棟広良隆氏による広尾TC所属馬出走レースの見解と推奨馬を配信！
広尾っ仔が走るレースの推奨馬情報で愛馬の競馬がもっと楽しくなります。
出資申込手続きが完了した週末からの配信となりますので、早期の出資がお得です。

「広尾TC所属馬出走レースの見解と推奨馬」のご案内「広尾TC所属馬出走レースの見解と推奨馬」のご案内

「３％ポイントプログラム」のご案内「３％ポイントプログラム」のご案内

※他のキャンペーンと併用可能です。

ご出資後、みんなの推しウマに投稿し、掲載された投稿のうち、
他の方の参考になると倶楽部が判断した投稿をされた方に
５００ポイントを進呈。

「みんなの推しウマ投稿」のご案内「みんなの推しウマ投稿」のご案内

棟広氏の有料予想が購読できる！

※地方交流競走、海外レースは対象外となります。※モバイルメールサービス（通称MMS）にご登録のメールアドレスにお送りいたします。
MMSを受信拒否されている場合は送信されません。※他のキャンペーンと併用可能です。

対象期間
2016年１月～
2016年
中央競馬
開催終了迄

棟広良隆氏による

もれなく

ゲット！

※他のキャンペーンとの併用は可能です。
※詳しいルールはWebをご参照ください。

お一人のご紹介につき最大5,000ポイントを進呈。ご紹介人数は無制限！ビギナー会員（700円/月）からホープフル会員（2,200円/月）のご紹介は1,000ポイント、
上記新規入会者がクラシック会員以上にステップアップされた場合は1,000ポイントに加えて4,000ポイント
合計5,000ポイントを紹介者、新規入会者それぞれに贈呈！
初めからクラシック会員以上（3,000円/月）となった方のご紹介は5,000ポイントを紹介者、新規入会者それぞれに贈呈！

お一人のご紹介につき最大5,000ポイントを進呈。ご紹介人数は無制限！ビギナー会員（700円/月）からホープフル会員（2,200円/月）のご紹介は1,000ポイント、
上記新規入会者がクラシック会員以上にステップアップされた場合は1,000ポイントに加えて4,000ポイント
合計5,000ポイントを紹介者、新規入会者それぞれに贈呈！
初めからクラシック会員以上（3,000円/月）となった方のご紹介は5,000ポイントを紹介者、新規入会者それぞれに贈呈！

新規会員ご紹介キャンペーン新規会員ご紹介キャンペーン

※他のキャンペーンと併用可能です。

５００


