


●入会金
●月会費２ヶ月分 ※年一括の場合は一括料金
●登録手数料 3,000円（写真撮影料も含みます）
●本人確認書類（免許証・保険証・パスポート等） 

●会費引落口座の通帳 または キャッシュカード

●金融機関届出印（ご持参いただいた通帳の届け印）

※学生の方は、上記証明書の他に学生証が必要です
※外国人の方は外国人登録証明書が必要です

※個人会員の方は本人名義のものをご用意ください

※クレジットカードのご利用はできません

（個人・ファミリー会員様0円）水素水会員

1,000円／月額
※専用ボトルが必要です（有料）

★法人会員のオプションは契約ロッカー会員、タオル会員からの選択となります。

フリーレンタル会員

3,000円／月額

ご利用時に毎回全てのレンタ
ル用品(7点) を貸出します。

老化の元、活性酸素を抑えると言
われる高濃度水素水を利用制限な
しで自由にお飲みいただけます。 ご入会

申込み時に
必要なもの

レンタル料金
シューズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300円
ウェアー上下・・・・・・・・・・・300円
水着・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300円
バスタオル・・・・・・・・・・・・・・・200円

フェイスタオル・・・・・・・・・100円
スイミングキャップ・・100円
ゴーグル・・・・・・・・・・・・・・・・・・100円

※表示の価格には消費税は含まれておりません

満18歳以上で、入会規約に同意いただきマナーとルールを遵守いただける方。なお、現在妊娠中の方やタトゥーのある方はご入会いただけません。
外国人の方は永住権があり、日本語の入会・利用説明が理解出来る方。

期待できる効果
★バランス感覚の向上
★筋力アップや体幹の強化
★柔軟性アップ

★スタイルアップ
★身体の歪み・腰痛・
　肩こりの改善

ラストチャンス！

1,000円／月額

ご利用時に毎回タオル
セット（フェイス・バス）
を貸出します。

タオル会員 限定200名

1,200円／月額

無料のロッカーとは別
に自分専用のロッカー
を持つことが出来ます。

契約ロッカー会員 限定150名

オプション会員

フィットネスライフ
を充実させる

入会資格

Relax Spa
リラックススパ＆サウナ カラダを芯から温め、

疲労回復と美肌に“ハーブの湯”

おすすめプログラム

おすすめプログラム

体を一番柔軟にするとされる環境
で、体の代謝を高めるホットヨガ。
一番の魅力は驚くほどの大量の汗！
汗をかくことで新陳代謝がアップし
て体にたまった老廃物を排出する
デトックス効果が期待できます。そ
して何よりレッスン後の『爽快感』。
ぜひ体感してください。

Gymarea

北海道は長万部の
秘湯『二股温泉』。
地下から湧き出した純度の高い
温泉石灰華からつくられる自然
の力を生かした温泉水です。

水質は、FFCセラミックスを取り入れて塩素の害をカット。
体にやさしい健康的なプール環境です。 スタジオシャイン

Poolarea
大人だけの空間で
プチリゾート気分！

※お子様のスイミングプログラムは計画しておりません。

目指したのはホテルのようなホスピタリティ。
癒しを感じる落ち着いた高級ホテルのような
ゆったりとした佇まいで、経験豊富なスタッフが
笑顔であなたをお迎えいたします。

小牧地区
初登場！

Studioarea

25m×5コース

ジムエリア

マンツーマン指導 経験豊富な資格を持つトレーナーが、お客様の不安、
要望などをお聞きし、お客さまに合ったトレーニング
メニューの作成、スキルアップなど、幅広くサポート
致します。またダイエット・食事に関するご相談も管理
栄養士の資格を持つスタッフが対応致します。

パーソナル
トレーニング
(有料)

グループセンタージーグループセンタージー

クイナックスクイナックス

効果・効能
(厚生労働省承認)
あせも、荒れ性、
冷え性、しっしん、
しもやけ、リウマチ、
疲労回復、肩こり、
腰痛、神経痛

Lounge Staff会員専用ラウンジ

スタジオ ビナーレ

ニューヨーク発祥のアンティグラビティフィットネスは、世界６０カ国以上で大人気！ ハンモックを
使用した、重力に逆らわず受け入れて楽しむ全く新しいエクササイズです。※有料プログラムとなります。

※有料プログラムとなります。

音と光で盛り上がる 
楽しみながら美ボディに

スタジオエリア

プールエリア

スタジオShine

スタジオ美ナーレ

ジムエリア

フリーウエイトエリア

パーソナルエリア

クイナックス

2F

パウダールーム

ロッカールーム

ロッカールーム

プールエリア
ハーブの湯

ハーブの湯

ラウンジ

サウナ

サウナ

フロント

1F

アンティグラビティフィッ
トネス

代謝を高めるホットヨガと話題の新感覚エクササイズ「アンティグラビティ」ができる！

有料プログラム料金不要で
おトクに通える！

ハーブは
ゆとりの２フロアで
多彩なプログラムを
ご用意しています

Hospitality

有酸素運動から筋力トレーニングマシン、楽しみな
がらできるクイナックスなど、最新機器であなたが目
指すカラダのために効率的なトレーニングを実現！

最新の音響×照明を取り入れたスタジオ空間で、
初心者から経験者まで楽しめる多彩なプログラムを
盛り上げます。

炭酸
カルシウム
人工温泉

90台以上の
ハイグレード機器が充実！

解放感あふれる空間と透明度の高い水のプール。
大人だけの空間でゆったり泳げば、まさにプチリゾート気分！

塩素
臭くない！

本格ホットヨガスタジオ開設！

 トレーニングや毎日の疲れは温泉+ジャグジーでカラダの芯から
ときほぐしてリラックス。お肌にうるおいを与え、美肌づくりとともに
あなたの心も癒します。

広 ！々
ゆとりの
800㎡

女性に

人気！

◇リフレッシュ＆リラックス系
◇ボディメイク＆ビューティー系
◇脂肪燃焼系

カラダを
芯から温める

深層筋肉に
アプローチ 代謝アップ

遠赤外線
効果

柔軟性 発汗

美しく痩せられる
太りにくい体に
美容効果

肉体改造効果
リラックス効果
体質改善に

ホットヨガ予定プログラム

Yogaホットヨガスタジオ

area

営業時間内いつでも利用可能

無料　※一部有料（ホットヨガ 300円・アンティグラビティ 500円）となります 無料※ 500円／回 ※

3,000円

6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 20,000円 20,000円

平日（土曜・祝日含む）
10：00～17：00

0円 0円 0円 0円

会員区分

ご利用内容

ご利用時間

入会金

年一括払い
（１１ヶ月分）

★

施設利用料
登録手数料

マスター ファミリー デイタイム Ｕ－２９ 法人Ａ 法人Ｂ
スタンダードな会員区分です。
営業時間内全施設利用可能

同居する家族2人以上で入会
が可能。おトクな会員区分です

平日の日中のご利用が多い方
におすすめです

営業時間内全施設利用可能
（30歳未満で30歳誕生月まで適用）

ご利用方法（選択制）
無記名カード1枚発行 または利用チケットを月10枚発行

10,000円10,000円

7,000円11,500円2,500円2,000円5,900円3,800円
9,800円

5月分 5月分 5月分 5月分 5月分 5月分 5月分

8,900円 8,000円 8,500円 14,000円
法人会員は50％OFF
0円
月会費

ファミリー・法人会員は3,000円オフ
5月分6,000円オフ

今だけ特別料金

10,000円

107,000円151,000円87,500円82,000円94,900円101,800円
107,800円 97,900円 88,000円 93,500円 154,000円 110,000円

営業時間内いつでも利用可能

無料
3,000円

6,000円 6,000円 6,000円

スケジュール表により事前予約で参加でき、
サウナ・お風呂の利用が可能です

月フリー
ホットヨガ会員

ホットヨガ会員

月４ 美ナーレ
ホットヨガレッスン
がフリーで受講可能
※但し、１日２レッスン
まで

ホットヨガレッスン
が月４回受講可能
※但し、１日１レッスン
まで

ホットヨガ月４回とア
ンティグラビティ（ハン
モックエクササイズ）
月３回がセット

0円 0円 0円

5,000円 2,000円 6,000円
11,000円 8,000円 12,000円

115,000円 82,000円 126,000円

121,000円 88,000円 132,000円

6,000円

0円

マスター プラス
マスター会員に月１回のパーソナ
ルトレーニングをセット

8,000円
14,000円

148,000円
154,000円

オープン直前キャンペ
ーン実施中

フィットネスクラブハーブ
会員料金表

年一括払いならおトク！
1年分を一括でお支払いいただくと、
１ヶ月分が無料になります。
★一括払いは、1年の同一会員区分在籍を条件としてい
ますので、途中退会は1ヶ月分の違約金が発生します。

（料金はすべて税別表記です）

ライフスタイルにあわせて
お選びいただける
豊富な会員プランをご用意しています。

水素水会員キャンペーン実施中

オープン前
会員なら

オープン前
会員なら

オープン前
会員なら

会員区分

ご利用時間

ご利用
内容

入会金

年一括払い
（１１ヶ月分）

施設利用料

登録手数料

月会費

今だけ

5月分 5月分 5月分

 ハーブ 誕生！！2017年5月6日[土]  いよいよ
大人のためのフィットネスクラブ

専用ボトルプレゼント  
&

5月、6月分水素水料金０円
＊3ヵ月の継続が条件

１０：００～２３：００

営業時間

平 日

土 曜

日曜・祝日

１０：００～２2：００

１０：００～19：００

ジム・プール22:30  最終チェックイン 22:30

ジム・プール21:30  最終チェックイン 21:30

ジム・プール18:30  最終チェックイン 18:30

休 館 日 毎週 木曜日／ゴールデンウィーク／夏季／年末年始
※他に施設点検などで休業する事があります




