セール情報プレビュー
AORN のサイバーマンデーの販売開始前に、無料早期アクセスを提供します。
早期アクセス

Save BIG on AORN Membership
Choose the membership that is right for you.
AORN 会員の大幅割引
ご自身にピッタリのメンバーシップを選択ください。
Get the best AORN has to offer with a Standard Membership.* Includes 200+ free CNE CHs, AORN Journal,
Guideline implementation tools, career resources, and so much more.
標準メンバーシップで AORN が提供する最高のものを手に入れましょう。* 200 時間以上の無料 CNE（看護継続教育時間）、
AORN ジャーナル、AORN ガイドライン実装ツール、キャリアリソースなどが含まれています。

»AORN のリーダー会員は、ここでしか利用できないリーダーシップ教育とツールへの追加アクセスを希望する周術期の専門家に最
適です。*標準の AORN メンバーシップのすべての会員特典に加えて、無料のリーダーシップイベント、オンラインコース、ブログなど
が含まれます。

Expo 2022：パーティーパッケージを登録して入手！
2022 年 11 月 29 日に GlobalSurgical Conference＆Expo 2022 に登録すると、財団の「Night of Stars」ダンスパーティーの無
料チケットとパーティーT シャツを 60 ドル相当で受け取ることができます！

Save $$$ on Education
The best-in-class live education events from AORN can now be enjoyed from the comfort of your own
office or couch. Save big on some of our top offerings.
教育費用$$$の割引
AORN のクラス最高のライブ教育イベントを、快適なオフィスやソファで楽しむことができるようになりました。 私たちのトップ製品のい
くつかを大幅に割引して提供します。

OR Excellence 2022：勝つためにサインください。
無料の OutpatientSurgery Magazine オンラインアカウントにサインインし、OR Excellence Conference2022 への無料登録を獲
得するために入力する連絡先情報を確認してください。**

アカウントをお持ちではありませんか？ 無料でお申し込み頂けます！
Sign UP/Sign In

バーチャルリアリティ：バンドルで割引！
2021 年 12 月 31 日までに OR チームの"Fire in the OR コース"と"Malignant Hyperthermia(悪性高体温症）の VR コース"の
両方を購入すると、今年最大の節約になります。
バンドルを入手

早期注文―2022 AORN Guidelines と割引
12 月 31 日までにご発注いただくことで、2022 年版の AORN Guideline を 2021 年の価格で受け取ることができます。
発注

Make a Donation & Get it Matched
Make a gift to the AORN Foundation before Dec. 31, and Owens & Minor will match your gift
up to $30,000.
寄付とマッチングドネーション
12 月 31 日までに AORN 財団に寄付をいただくことで、Owens & Minor 社が$30000 ドルまでマッチングドネーションを行います。
(寄付金に対して、企業が同額を上乗せして拠出する寄付金)

ボーナス：30 ドル以上を AORN 財団に寄付し、30 周年記念ファニーパックを受け取りましょう！（在庫がなくなり次第終了しま
す）。
*Promo code not valid on New to Profession, Student, Retired memberships, or Membership Monthly Subscriptions,
and cannot be used on Periop 101 student renewal rate.
**Drawing for five (5) conference registrations, valued at $675 each, for the OR Excellence Conference will be held on
December 6, 2021. will be notified via email by December 13, 2021. Prizes not claimed within 7 days of notification will
be forfeited. Program rules and incentives are subject to change by AORN. Void where prohibited. Cash value may be
taxable income to the recipient.
注意事項：
*プロモーションコードは、New to Profession、Student、Retired

membership、または Membership Monthly Subscriptions お

よび Periop101 の学生向け更新価格での使用はできません。
** OR Excellence カンファレンスの 5 つのカンファレンス登録（それぞれ 675 ドル相当）の抽選は 2021 年 12 月 6 日に開催されま
す。当選者は 2021 年 12 月 13 日までにメールで通知されます。通知から 7 日以内に請求されなかった賞品は 没収されること
があります。 プログラムのルールとインセンティブは、AORN によって変更される場合があります。 禁止されている行為を行った場合
は無効になります。 景品は、受取人にとって課税所得となる場合があります。

Celebrate 2021: Year of the Health and Care Workers!
Copyright © 2021 Association of periOperative Registered Nurses (AORN), All rights reserved
2170 S. Parker Road, Suite 400
Denver, CO, 80231-5711

