
2021年 
10月～ 
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2021年 
5月～ 

スタート 
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スマートスイミングレッスン  

 ご登録ありがとうございます。 

マイカルテ 
ログインページ 

パスワードを再設定したい場合 
 「パスワードをお忘れの方?」をクリック 
 ⇒会員番号、メールアドレスを入力すると 
   再度マイカルテ利用案内 
   仮パスワード発行のメールが届きます。 

ご利用前のマイカルテへの登録 

お手続き完了後、登録いただいているメールアドレスへ 

マイカルテ利用案内・仮パスワード発行のメールが届きます。 

  （@s-renaissance.co.jpよりメールが受信できるように 設定ください） 

手順に沿ってパスワードの設定をお願いいたします。 

マイカルテご利用手順 

マイカルテ 
ログイン 

Ｍｙルネ  
レッスンの 

目当て・お手本   
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「スマートスイミングレッスン」サービスの導入に伴う個人情報等の取扱いにつきまして 

株式会社ルネサンス（以下「当社」）が運営するスポーツクラブ ルネサンス・イオンタウン山科椥辻
（以下「当クラブ」）では、ジュニアスイミングスクールにおいて、ジュニアスイミング会員様（以下「ジ
ュニア会員様」）の心身の発育発達を促すことや楽しみながら安全で効果的な運動機会を提供し続けるこ
と、お子様、保護者様、コーチ間のコミュニケーションを豊かにすること等を目的とし、スマートスイ
ミングレッスンサービス（以下「本サービス」）を導入いたします。 
当社は、本サービスにより、ジュニア会員様の個人情報、ジュニア会員様の肖像を含む画像、動画（以

下「本情報」）を取得し、また、本情報を当社が管理運営する専用のアプリ WEB ページ （以下「専用ペ
ージ」）を通じて配信し、ジュニア会員様及び保護者様へ提供いたします。 
つきましては、ジュニア会員様及び保護者様に、本情報の利用目的、利用範囲等をご確認いただき、

本情報の利用についてご同意いただきたく存じます。 
本書にご同意いただけない場合は、お手数ですが、2021 年 9 月 10 日（金）までに当クラブフロント

にて不同意のお手続きをいただく必要がございます。 
当該期日までにお手続きをされない場合は、本書にご同意いただいたものとみなしますので、あらか

じめご了承ください。不同意のお手続きをされたジュニア会員様につきましては、本サービスにおける
進級テスト及びレッスン風景の撮影時は、撮影を行っている場所からご移動いただき、レッスンを受講
いただきます。 
 

１．利用目的、及び利用範囲 

本情報の利用目的、及び利用範囲は、次の通りです。 

（１）本サービスの運用、及び提供 

本サービスでは、進級テスト、レッスン風景等を画像や動画の形式で撮影いたします。 

これらの画像や動画は、ジュニア会員様及び保護者様へ、専用アプリを通じて配信し、提供い
たします。 

（２）本サービスの検証、改善 

本サービスのサービスレベルの検証や改善、社内研修、本サービスのお客様満足度等の確認を 

行います。 

（３）本サービスに関するアンケート、ご意見、お問い合わせ 

   本サービスをご利用いただくジュニア会員様、及び保護者様へのアンケート実施、頂いたご意
見やお問い合わせに利用いたします。 

（４）個人を識別できない形式に加工した統計データの作成 

    個人情報や画像・動画は、個人を識別できないように加工したうえで、統計データを作成する
ことがございます。 

 （５）防犯、安全管理 

    プール全体の防犯、及び安全管理のために利用いたします。 

 

２．本情報の利用期間 

 本情報の利用期間は、ジュニア会員様のジュニアスイミングスクールご契約期間となります。 

また、本情報は、ジュニア会員様がジュニアスイミングスクールのご利用を終了した場合であっても 

１．利用目的、及び利用範囲における（２）～（５）の目的で利用する場合がございます。  

 

３．本情報の保存期間 

本情報はジュニアスイミングスクールご利用期間後も６ヶ月間保存し、当該期間を経過後破棄いたし 

ます。但し、ジュニア会員様及び保護者様は、ジュニアスイミングスクールのご契約を終了した場合、  

ご契約期間中に当社が配信した本情報を閲覧等することができなくなります。 

また、ご契約終了月から６ヶ月以内に、新たにジュニアスイミングスクールのご利用契約を締結され
た場合は、終了した契約に基づき当社が取得した本情報を閲覧等することが可能です。 

 保存期間中に本情報の破棄をご希望される場合は、山科椥辻クラブ（TEL：075-582-5010）まで 

お問い合わせください。なお、本サービスの性質上、全ての本情報の破棄が困難である場合がござい 

ます。あらかじめご了承ください。 

 

４．その他 

 本サービスの運用、及び提供に際し、次の事項につき、あらかじめご承諾ください。 

（１）撮影の際、画像、又は動画に、他のジュニア会員様が映り込むことがあります。 

（２）撮影した画像及び動画は、専用アプリを通じ、ジュニア会員様及びその保護者様のみご覧 

いただけます。 

（３）進級テスト、及びレッスン風景等の撮影は、レッスン中の一部の時間のみとなります。  

（４）本サービス、本情報のお問い合わせ先は次の通りです。  

山科椥辻クラブ（TEL：075-582-5010） 
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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。 
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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。 
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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 
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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
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