３ 社 合 同 セ ミ ナ ー

異業種
3 社コラボ

「介護の実情と介護予防を考える」

日 時 | 2015 年 10 月 19 日(月) 10:00～12:00（受付 9:30～）
参加費無料

先着 30 名 ※終了後

個別相談会実施（希望者のみ）

場 所｜スポーツクラブ NAS 松戸
松戸市本町 4-1（松戸駅西口）

第１部

※JR 松戸駅から徒歩約 2 分

10:00～10:30（30 分）

「ご存知ですか？公的介護保険制度とお金の負担」
要介護認定者数は年々増加。日本を取り巻く介護の現状・公的介護保険制度など解説。
介護不安を和らげる生命保険活用術も具体的に紹介します。

講師／廣嶋

伸樹（朝日生命ファイナンシャルプランナー）

第2部

10:30～11:10（40 分）

「事業化が進む福祉・介護ロボットの動向」
ロボットと聞くと近未来を想像している方も多くいらっしゃいますが、その近未来が現実となり、
活躍しているロボットが沢山います。ロボットに触れ合って頂きながら、ご紹介させて頂きます。
講師／福田 泰介（大和ハウス工業（株）ヒューマン・ケア事業推進部 主任）

第3部

11:20～12:00（40 分)

「アクティブウォーキングで伸ばす健康寿命」
いつまでも若々しく元気に歩いて人生を楽しむためには何が必要なのか？手軽にできる
エクササイズも体験して頂きながらご紹介します。動きやすい服装でご参加下さい。

講師／後藤

真二（スポーツクラブＮＡＳ㈱

【お問い合わせ】朝日生命保険相互会社

船橋支社

〒277-0005 千葉県柏市柏 2-8-11

教育学博士

柏営業所

健康運動指導士）
【担当】

電話 04-7162-1153

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参加申込書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ふりがな

電話番号

お名前
生年月日
ご住所

昭・平
〒

年

月

日

お勤め先

－

当社では、お客様にご記入いただく個人情報は、以下の場合に利用させていただきます。
●当社または関連会社・提携会社の各種保険商品・金融商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
●当社業務の情報提供・運営管理、市場調査、商品・サービスの開発・研究
なお、各種保険商品・金融商品・サービスの詳細は、当社ホームページ（http://www.asahi-life.co.jp）をご覧下さい。

３社合同セミナー 「介護の実情と介護予防を考える」
第１部 朝日生命セミナーのご案内
日 時 | 2015 年 10 月 19 日(月) 10:00～ （受付 9:30～）
参加費無料 先着 30 名 ※終了後 個別相談会実施（希望者のみ）
場 所｜スポーツクラブ NAS 松戸
松戸市本町 4-1（松戸駅西口） ※JR 松戸駅から徒歩 2 分

第 １部

10:00～10:30（30 分）
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要介護認定者数は年々増加。日本を取り巻く介護の現状・公的介護保険制度など解説。
介護不安を和らげる生命保険活用術も具体的に紹介します。

講師／廣嶋

伸樹（朝日生命ファイナンシャルプランナー）

朝日生命セミナー内容
・高齢化に伴う要介護認定者の増加
・介護にかかる費用の自己負担について
・増加する認知症患者数
・介護をする人で一番多いのは？介護負担の現状
・介護不安を和らげる生命保険活用術
・民間生命保険会社の介護保険ご紹介
など

参加者プレゼント
ご参加いただいた方に、
朝日生命オリジナル介護読本

「なるほど介護 BOOK」
をプレゼントいたします。

【お問い合わせ】朝日生命保険相互会社

法人開発部

〒100-8103 東京都千代田区大手町 2-6-1

℡（03）4214-3180

担当

廣嶋

3社合同セミナー

ダイワハウスのロボットが悩みを解決します
福祉ロボットを見に来ませんか？セミナー会場で、ご覧いただけます
排尿でオムツが濡れて不快感
夜間の排泄ケアでお互いに眠れない

在宅（個人）
尿吸引ロボ ヒューマニー

排便したオムツで朝まで過ごしている
オムツが蒸れる、排泄臭がする

自動排泄処理ロボット マインレット爽
介護保険レンタル
（利用者1割負担）

耳が聞こえにくくなり、会話が減っている
テレビの音を大きくしないと聞こえない

会話支援装置 COMUOON®

ペットロス症候群
アニマルセラピー、動物の癒しがほしい

メンタルコミットロボット パロ

介助動作において腰部にかかる負荷を軽減
腰痛が原因でスタッフが減っている

施設（法人）
ロボットスーツHAL® （腰タイプ）

移動・訓練に伴うスタッフの身体負担の軽減
ベッドからの立ち上がり支援
転倒リスク軽減（日々の運動・訓練の実施）

免荷式リスト POPO
『ロボットスーツHAL』は、CYBERDYNE(株)の登録商標です。

スポーツクラブ

10月19日（月） 10：00～12：00 NAS松戸
要事前予約

セミナー参加された方には、『選べる特典』をプレゼント
Ａコース ：

（各先着5組）

会話支援装置COMUOON® 購入金額 5%オフ
メンタルコミットロボット パロ 購入金額 3%オフ
免荷式リフト POPO 購入金額 5%オフ
Ｂコース ： ホテル優待券
ダイワロイヤルホテルズ ファミリー宿泊優待券
Ｃコース ： ホームセンター優待券
ロイヤルホームセンター 購入代金 5%オフ
Ｄコース ： 注文住宅・分譲住宅（柏支社担当エリア）をご成約の方に 新生活応援 家電を1つプレゼント
※
※
※

ロボット購入割引

上記『選べる特典』は予告なしに変更する場合がございます。有効期限2015年11月30日（各先着5名）
Dコース、プレゼントの家電は、当社指定家電の中からお一つお選びいただけます。
注文住宅の場合、平成27年10月16日～平成27年11月30日の期間に当社と建築請負契約を締結していただき、
平成28年3月31日までにお引渡しいただける方を対象とさせていただきます。
分譲住宅の場合は平成27年10月16日～平成27年11月30日の期間に当社と売買契約を締結していただき、
平成27年12月31日までにお引渡しいただける方を対象とさせていただきます。

資料のお申し込みは

FAX：03-5214-2271

（24時間受付）

※お申込み方法…下記の4項目にご記入いただき、この用紙を03-5214-2271までFAXしてください。
①お名前

②住所

③電話番号

④FAX番号

【送信元】大和ハウス工業株式会社

ヒューマン・ケア事業推進部

〒102-8112

東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号

※大変申し訳ございませんが、今後FAX不要の場合、右の空欄へ御社FAX番号をご明記の上、03-5214-2271
（弊社FAX）まで、ご返信ください。いただいた個人情報は第三者に渡すことはございません。

FAX：

粗品をプレゼント
こちらのチラシを展示場にお持ちいただければ、粗品をプレゼントさせていただきます。
※ 各展示場にて、簡便なアンケートにご協力をお願いさせていただきます。
※ 有効期限2015年11月30日

住宅展示場
ハウジングプラザ松戸展示場
所在地
松戸市八ケ崎８２５－１

電話番号

営業時間

定休日

047-347-6433 10:00〜18:00 火曜日、水曜日

➡ 展示場のみどころ
家族が心からくつろげる空間と、気持ちよくゲストをもてなすことができる空間を両立させたアクティブで感度の高いライフスタイ
ルを提案しています。さらに耐久性の高さや省エネなどの住まいの基本性能を高めライフサイクルコストの低減も実現!

我孫子展示場
所在地

電話番号

営業時間

我孫子市つくし野４丁目８０－１ 04-7185-2600 10:00〜18:00

定休日
火曜日、水曜日

➡ 展示場のみどころ
ジーヴォ∑の２世帯住宅です。１Ｆはシックモダンテイスト、２Ｆは北欧テイストと２パターンの全く異なるインテリアがご覧頂けま
す。かつてない「強さ」と「広さ」を是非ご体感ください。

柏の葉展示場
所在地
柏市新十余二１５番２号

電話番号

営業時間

定休日

04-7132-2015 10:00〜18:00 火曜日、水曜日

➡ 展示場のみどころ
家族のコミュニケーションをコンセプトに設計しております。家族の絆を深める『つながり』。 そんな理想をこの空間で感じとってい
ただければと思います。

千葉県
分譲住宅情報は
コチラ

※ 分譲住宅には、
常設スタッフはおりませんので、ご留意ください。

朝日生命 × 大和ハウス × スポーツクラブ NAS 松戸

3 社合同イベント

記念

10.31

（土）まで

キャンペーン
現在の入会特典に追加して

レンタル品無料の

手ぶらパス1ヶ月 プレゼント！
※入会お申込みの際にチラシをご持参下さい。※ＮＡＳ松戸店のみの特典となります。

入会を迷っている方は

体験料 通常 2,000 円が

※体験ご希望の方は事前にお問い合わせください。

主な
会員種類

正

会

員

月会費

平 日 昼 会 員

月会費

1,000円
9,800 円

利用時間
全営業日・全営業時間

8,600 円

利用時間
火〜金 10:00 〜 18:00
（祝日は除く）

入会時に必要なもの（通常）
入会事務手数 3,000 円 月会費 2 ヶ月分
ご本人確認が出来るもの

松戸

お引き落とし口座のキャッシュカード
●料金はすべて消費税別

TEL.047-361-2188
松戸市本町4-1（松戸駅西口千葉銀行横）

＜営業時間＞
火〜金曜日/10:00〜23:00
土 曜 日/10:00〜21:00
日曜・祝日/10:00〜20:00
＜休館日＞
毎週月曜日・年末・その他工事等

