
データはＡ４サイズで作成しています。 

※ページ設定は変更しないでください。 

印刷の際は 
・『用紙サイズに合わせて印刷する』 
にチェックを入れて印刷してください。 

使用目的以外での使用、転用はＮＧです。 

『データをきれいに作るには』 
■拡大して作業しましょう。 

■基本は揃えて配置する！ 
  （図形の調整のツールバー⇒配置/整列でオブジェクトを揃えることができます。） 

■余白をとる。（オブジェクトの周りには余白を均等にとるとスッキリ見えます。） 

■ワードアートの文字を使用するときは、文字の変形を極力しない。 
  （文字がつぶれると読みにくいです。見る方のことを考えたサイズで。） 

■『Ctrl』を押しながら移動すると、位置が微調整できます。 

【SK-2】 

手続き完了メールの送付のご案内 

●お手続き翌日に手続き完了メールを登録アドレスへ送付します。 

※メールにはお手続き内容の他にも、お客様に確認頂きたい事項が 

 記載されている場合もございます。メールが届きましたらご確認の程 

 お願いいたします。 

※万が一、お客様の申請内容と相違があった場合は、お問合せください。 

※休会期間短縮のお手続きや各種手続き内容の取消手続きに関しては 

  メールは送付されませんので、予めご了承ください。 

※メール配信停止の希望をされている方へは送付されません。 

  予めご了承ください 

 

【SＫ-2】 

●マイページから手続き内容の確認ができます。 

マイページ登録のお願い（未登録の方のみ） 

※初回のみ初期登録が必要となります。 
 （初期登録の際はメールアドレスの登録が必要となります。） 
 
※初期登録はこちらから  （QRコード） 
 
 
 
 
 
 
マイページ登録においてご不明な点等ございましたら、スタッフまで 
お問合せください。 



チェックイン時間のご案内 

駐車場・駐輪場のご案内 

●チェックインはレッスン開始30分前からとなります。 

 

※土8：30から開始レッスンのスクール生はチェックインは8:10からとなります。 

 
※土日9:30から開始レッスンのスクール生はチェックインは9：00からとなりま

す。 

 

※開館準備の関係上、土曜日のみイオンタウン南出入口が8:10~8:30で開錠
し、その後9:00まで一旦施錠されます。（イオンタウンが営業前の為） 
遅刻する場合は、欠席とさせて頂きますのでご了承の程お願いいたします。 

土曜日以外は9：00より前に館内に入場いただくことはできません。 

予めご了承ください。 

エレベーターの3Fへの稼働開始時間は9：00からとなります。 

▼レンタルオプション 

チェックイン時のお渡し方法や返却方法は、ク
ラブの実態にあわせて修正してください。 

●駐車場（250台） 
ルネサンスご利用時に限り、入庫後3時間まで無料となります。 
以降、60分300円、最大料金600円が必要となります。 
※入庫後10分以内は割引処理必要なく出庫いただけます。 
 
●駐輪場 
ルネサンスご利用時に限り、自転車、バイクいずれも入庫後3時間まで
無料となります。 
以降、 自転車 → 24時間100円 
 バイク → 24時間200円 
の料金が必要となります。 

9：30前のレッスンの
チェックイン時間等は、 
あった方が良いかもで

すね。 

●駐車場ルネサンスご利用時に限り、 
入庫後3時間まで無料となります。 
以降、60分300円 
最大料金600円が必要となります。 
※入庫後10分以内は割引処理必要なく出庫いただけます。 
 
●駐輪場(420台) 
自転車、バイクいずれも 
入庫後3時間まで無料となります。 
以降、 
自転車→24時間100円 
バイク→24時間200円 
の料金が必要となります。 

●チェックインは9:30から開始となります。 

※開館準備の関係上、9：30より前に館内に入場いただくことはできません。 

 予めご了承ください。 

エレベーターの3Fへの稼働開始時間は9：40からとなります。 

 

●ジュニアスイミングスクール土日9:30クラス開講日のジュニアスイミングス

クール生のチェックインは9:00から開始となります。 

その他の会員さまのチェックインは通常通り9:30からとなります。 

※開館準備の関係上、9：00より前に館内に入場いただくことはできません。 

 予めご了承ください。 

エレベーターの3Fへの稼働開始時間は9：00からとなります。 



駐車場の精算方法 

① 入庫時に駐車券は発券され
ません。そのままゲートを通り、
入庫してください。 
ルネサンスのお客様は３時間ま
で駐車料金が無料となります。 
駐車場をご利用のお客様は、フ
ロントでお申し出いただき、ルネ
サンス専用サービス券をお受け
取りください。 
精算機は 
南出入口 ： 出入口内側に無料
時間内専用が1台、出入口を出
てすぐ左手に通常精算機が１台
あります。 
東出入口 ： 出入口内側に無料
時間内専用が2台、出入口を出
て左手に通常精算機が1台あり
ます。 
 
お帰りの際は、ご利用時間に関
わらず入口精算機でサービス券
をかざして出庫をお願いします。 
 
 

② 料金精算機の画面『精算開
始はココをタッチ！』をタッチしま
す。 
③ ナンバープレートの４桁を入
力し、『確定』をタッチします。 
④ 駐車料金が表示されますの
でＱＲコード読取部にサービス券
をかざします。残り駐車料金が
表示されます。3時間以内の場
合は0円、3時間を超過している
場合や以前の駐車時に精算して
いない場合は残り料金が表示さ
れます。 
ご精算後、15分以内にご出庫し
てください。 

南出入口 

無料時間内専用精算機 

東出入口 

無料時間内専用精算機 

南出入口 

通常精算機 

東出入口 

通常精算機 

通常精算機 

無料時間内専用精算機 無料時間内専用精算機 

無料時間内専用精算機 



サービス券も適用できます。
スマホのカメラでサービス券を読込

クレジットカード、QR決済が可能です。
決済手段は随時追加されます。詳しくはアプリの
案内をご確認ください

1

2

Android　版TMiPhone版

今すぐ
ダウンロード　！

※スマートパーク設置の施設内、もしくは駐車場内でしかアクセスできません。
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confidential精算方法② スマートフォンで精算 [スマパアプリ]

スマパアプリの利用方法

4桁の車両
ナンバーを入力
して、ご自身の
車両を選択

スマパアプリを
スマートフォンに
ダウンロード

サービス券をお持ちの方は、
スマートフォンでサービス券
を撮影

駐車料金が発生
している場合は
支払いを選択

精算完了

【 業界初 】 スマートフォンアプリでいつもの駐車場の精算が可能になる新機能をリリース！

これまでも「検索型」駐車場アプリで、限られた登録済み駐車場で精算できるものはありましたが、

駐車場システムの付加機能として、スマホアプリで精算可能になるのは業界初のサービスです。
スマートパークの精算機に立ち寄ることなく、精算機と同じ画面の流れで操作できるので、すぐにご利用いただけます。

また、現在停めている駐車場以外では車両検索ができない機能や、

同一ナンバーで複数回の検索ができない機能など、ストーカー対策なども万全です。

支払方法を選択

・LINE Pay

・クレジットカード

※スマートパーク設置の施設内、もしくは駐車場内でしかアクセスできません。 ※今回のリリースに続き、新たな機能も随時リリース予定です。

2020年9月21日リリースしました。
対象店舗は順次拡大中！

サービス券を撮影



❶ ❷ ❸
ご契約名やご利用開始月が
ご確認いただけます

ご契約内容 ご請求内容 物販の購入履歴
対象月のご請求金額が
ご確認いただけます。

ルネサンスのショップで購入された
履歴がご確認いただけます。

確認したい期間を選んで表示します。確認したい年月を選んで表示します。ご請求内容

ご登録いただいたメールアドレスに情報を配信させていただく場合がございます。
配信停止・アドレス変更は、マイページよりお手続できます。

Myルネサンスの
マイページから
ログイン!

マイページご利用ください！

WEBでご登録情報が
  確認できます！

物販の購入履歴

ご契約内容



休館日のご案内 

祝日営業のご案内 

営業時間 

休館日 

会費のお支払い 

※休館日とは別に休講日がございます。Myルネサンスからジュニアスイミングスクール掲示板で休

講日をご確認ください。休館日には各種手続をお受けできませんので、予めご了承ください。 

営業時間 

休館日 

会費のお支払い 

●フロント営業時間・電話受付時間は下記の通りとなります。 

●火曜日定休・年末年始 

●引落日    ：翌月２日 

●通帳表示 ：イオンクレジットサービス 

※引落し日が金融機関休業日の場合、翌営業日に引落しとなります。 

※収納代行の引落し日は当月2日となります。 

ご出席の有無に関わらず、会費は毎月自動引き落としになります。

予めご了承ください。 

オプションのみの解約手続き 
●契約終了月の最終営業日までにフロントでお手続きください。 

※変更により会費に差額が生じる場合、月会費の差額をご精算ください。 

お電話・郵送・FAX・Eメール及びインターネット等でのお手続きはお受け

できません。 

フロント営業時間・電話受付時間 

月・水～金 11：00～20：00 

土曜日 10：00～19：00 

日・祝 10：00～18：00 



退会手続き 

変更手続き 引落し日について イオンルネサンスカードの方 

休会手続き 
●休会開始月の前月10日までにフロントでお手続きください。 

但し、怪我・病気等の場合に限り、休会開始月の前月最終営業日まで承り

ます。 

（11日以降のお手続きの場合で、休会終了と同時に退会される場合は、手

数料1,100円(税込)が必要となります。） 

休会費1,100円（税込・１ヶ月あたり）をお引落し、またはフロントにて頂戴し

ております。 

休会期間は最長2ヶ月間となります。怪我・病気等の場合に限り、再延長、

再々延長で最大6ヶ月間休会可能となります。 

お電話・郵送・FAX・Eメール及びインターネット等でのお手続きはお受けで

きません。 

休会手続を完了されませんと、ご出席の有無に関わらず、会費は毎月自

動引き落としになります。 

変更手続き（ｵﾌﾟｼｮﾝの変更も含む） 
●変更希望月の前月最終営業日までにフロントでお手続きください。 

※変更により会費に差額が生じる場合、月会費の差額をご精算ください。 

お電話・郵送・FAX・Eメール及びインターネット等でのお手続きはお受

けできません。 

退会手続き 
●在籍終了月の10日までにフロントでお手続きください。 

お電話・郵送・FAX・Eメール及びインターネット等でのお手続きはお受けで

きません。 

※退会手続時に入館証を、ご返却ください。残りの期間がある場合のご入

館は、一時入館証をご活用ください。 

退会手続を完了されませんとご契約は自動的に更新されます。その場合、

ご出席の有無に関わらず、会費は毎月自動引き落としになります。 



入館証のご案内 

ルネサンスでは、お子様に安心して通っていただけるよう、ギャラリー等
にご入場いただく皆様に入館証のご提示をお願いしております。 

皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

●中学生以上の方で、本証をお持ちでない場合は、ギャラリー等にご入館
いただけません。 

 

●複数名でのご観覧をご希望の場合は、フロントにてお申し出ください。 

 

●ご入館時以外にも、ギャラリー等でご観覧されている際にスタッフが本証
のご提示をお願いする場合がございます。 

 

●退会される場合には、退会受付時に入館証をご返却いただきます。残り 

の期間の入館は、一時入館用をご利用ください。 

 

●再発行は基本無料ですが、繰り返し紛失するなど、度が過ぎる場合には
再発行をお受けできかねます。 


