
ルネサンス  【2023年4月1日現在】

利用可能施設一覧
ルネサンスの全国ネットワークで日本中でフィットネスが楽しめます。
あなたのライフスタイルに合わせて、いつでもどこでもご利用いただけます。

他のルネサンスの
ご利用について

施設名 休館日 住所 電話番号 最寄駅

東
日
本
エ
リ
ア

ルネサンス 札幌平岸24  ※1
ルネサンス・アリオ札幌
ルネサンス 函館24　※1
ルネサンス 山形24　※1
ルネサンス 仙台長町南24　※1
ルネサンス 仙台泉中央24　※1
ルネサンス 仙台南光台24　※1
ルネサンス 仙台宮町24　※1
ルネサンス 福島24　※1
ルネサンス 郡山24　※1
ルネサンス いわき
ルネサンス 水戸24　※1
ルネサンス 竜ヶ崎ニュータウン
ルネサンス 春日部
ルネサンス 蕨24　※1
ルネサンス 浦和24　※1
ルネサンス 北戸田24　※1
ルネサンス 北朝霞24　※1
ルネサンス イオンタウン吉川美南
ルネサンス・イオンタウンふじみ野24 ※1
ルネサンス 幕張24　※1
ルネサンス 稲毛24　※1
ルネサンス 土気あすみが丘
ルネサンス 野田24　※1
ルネサンス 佐倉
ルネサンス・ユーカリが丘
ルネサンス 浦安24　※1
ルネサンス 両国
ルネサンス 曳舟24　※1
ルネサンス 青砥24　※1
ルネサンス 北千住24　※1
ルネサンス 経堂
ルネサンス 三軒茶屋24　※1
ルネサンス 早稲田
ルネサンス 赤羽
ルネサンス 石神井公園24　※1
ルネサンス 富士見台24　※1
ルネサンス 光が丘
ルネサンス 仙川24　※1
ルネサンス 東伏見24　※1
ルネサンス ひばりヶ丘24　※1
ルネサンス 東久留米24　※1
ルネサンス 北砂
ルネサンス 亀戸24　※1
ルネサンス 国立24　※1
ルネサンス 西国分寺24　※1

北海道札幌市豊平区平岸2条11-3-7
北海道札幌市東区北七条東9-2-20 アリオ札幌スパ&レジャー館1F
北海道函館市鍛冶2-6-15
山形県山形市幸町18-33
宮城県仙台市太白区長町8-22-5
宮城県仙台市泉区泉中央4-4-3
宮城県仙台市泉区南光台7-1-86
宮城県仙台市青葉区宮町4-7-3
福島市鳥谷野字日野2-1
福島県郡山市桑野3-12-30
福島県いわき市平谷川瀬3-20-11
茨城県水戸市柵町1-9-2
茨城県龍ヶ崎市小柴5-2-2
埼玉県春日部市粕壁3-8-1 わいわい春日部パーク4F
埼玉県蕨市中央1-19-11
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-20
埼玉県戸田市新曽2160
埼玉県朝霞市西原1-2-2 リーヴ北朝霞ビル2F
埼玉県吉川市南3-25-1 イオンタウン吉川美南 東街区3F
埼玉県ふじみ野市福岡2-1-6 イオンタウンふじみ野1F
千葉県千葉市花見川区幕張町4-544-41
千葉県千葉市稲毛区小仲台1-1-15
千葉県千葉市緑区あすみが丘1-18-1
千葉県野田市野田394-2
千葉県佐倉市大崎台1-21-6
千葉県佐倉市ユーカリが丘4-1-1 スカイプラザ3･4F
千葉県浦安市北栄2-6-18
東京都墨田区両国2-10-14
東京都墨田区京島1-46-2
東京都葛飾区青戸6-2-1
東京都足立区千住旭町5-2
東京都世田谷区宮坂3-1-45
東京都世田谷区三軒茶屋2-2-16
東京都豊島区高田1-19-24
東京都北区赤羽西1-6-1 パルロードⅡ 4Ｆ
東京都練馬区石神井町2-14-14
東京都練馬区貫井3-12-33
東京都練馬区高松5-8 J.CITYビル1F
東京都調布市仙川町2-19-6
東京都西東京市東伏見3-4-1 東伏見STEP22
東京都西東京市ひばりが丘北2-8-23
東京都東久留米市本町3-3
東京都江東区北砂2-16-1
東京都江東区亀戸2-1-1 2F～4F
東京都国立市東1-7-1
東京都国分寺市泉町2-9-2
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011-815-6060
011-748-1611
0138-30-1311
023-615-7123
022-246-2671
022-772-3001
022-388-3455
022-217-7751
024-544-1245
024-991-5411
0246-21-1333
029-224-6969
0297-60-2161
048-753-7070
048-431-0110
048-825-8355
048-434-5151
048-485-2200
048-984-1301
049-278-1050
043-296-7750
043-255-1006
043-294-0450
04-7122-9000
043-486-0450
043-463-2800
047-304-6133
03-5600-5400
03-5655-3676
03-5629-3923
03-5284-2333
03-5426-5080
03-5481-8500
03-5950-3500
03-5924-0031
03-5910-3977
03-5987-2433
03-5372-4400
03-5313-8400
0424-51-5353
042-438-3636
042-476-7654
03-5635-9880
03-5836-1301
042-580-4100
042-300-2459

南北線南平岸駅より徒歩5分

JR苗穂駅より徒歩10分

ＪＲ函館駅からバス「白百合学園前」すぐ

JR山形駅前

市営地下鉄長町南駅より徒歩8分

市営地下鉄泉中央駅より徒歩2分

「南光台小前」バス停より徒歩2分

東照宮駅より徒歩3分

「鳥谷野入口」バス停より徒歩2分

JR郡山駅からバス「福島放送前」すぐ

市内循環バス「スーパーセンター」前

JR水戸駅より徒歩8分

竜ケ崎ニュータウン中央バス停すぐ

東武伊勢崎線春日部駅東口より徒歩5分

JR蕨駅西口より徒歩8分

JR与野駅より徒歩8分

ＪＲ埼京線北戸田駅より徒歩3分

JR武蔵野線北朝霞駅前

JR武蔵野線吉川美南駅より徒歩2分

東武東上線「上福岡駅」より徒歩15分

JR幕張駅より徒歩8分

JR稲毛駅東口より徒歩8分

JR土気駅より徒歩1分

東武野田線野田市駅より徒歩3分

JR佐倉駅より徒歩2分

京成ユーカリが丘駅より徒歩3分

東西線浦安駅より徒歩5分

JR両国駅より徒歩2分

京成曳舟駅より徒歩1分

京成青砥駅より徒歩3分

JR北千住駅より徒歩3分

小田急線経堂駅北口から徒歩約2分

東急田園都市線三軒茶屋駅より徒歩4分

都電荒川線面影橋駅より徒歩2分

JR赤羽駅西口前

西武池袋線石神井公園駅北口より徒歩1分

西武池袋線富士見台駅北口より徒歩2分

地下鉄大江戸線光が丘駅より徒歩10分

京王線仙川駅より徒歩3分

西武新宿線東伏見駅より徒歩1分

西武池袋線ひばりヶ丘駅北口より徒歩4分

西武池袋線東久留米駅西口より徒歩5分

都営新宿線「西大島駅」から徒歩約10分

JR亀戸・錦糸町駅より徒歩5分

JR国立駅より徒歩3分

JR西国分寺駅南口より徒歩2分

●利用料  ・ 全国マスター会員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ： 無料
　　　　　・ 正会員、ファミリー会員、フルタイム会員 、レギュラー会員、ペア・トリオ会員 ： 550円（税込）／回
　　　　　・ その他会員  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　： 1,650円（税込）／回
●東日本・西日本・その他マスター会員は、指定エリアのクラブを無料でご利用いただけます。
　また、指定エリア以外のクラブは550円（税込）／回にてご利用いただけます。
●ご利用の際は、フロントにて会員証をご提示ください。
●各施設によって休館日・営業時間等が異なります。電話・ホームページにて確認の上、ご利用ください。
●年末年始など、記載の休館日以外の休館情報につきましては、電話・ホームページにてご確認ください。
●一部、事前予約が必要な設備、有料の設備がございます。
●ご利用につきましては、各施設の利用規約を厳守くださいますようお願い致します。
●法人会員はご契約により利用対象施設・料金が異なります。

◇「テニススクール」「ジム＆スタジオ」は対象外となります。

施設名 電話番号住所

東
日
本
エ
リ
ア

西
日
本
エ
リ
ア

休館日 最寄駅

Lite! ルネサンス 横浜24  ※1
ルネサンス 天王町
ルネサンス 港南台24　 ※1
ルネサンス 港南中央24　 ※1
ルネサンス 淵野辺
ルネサンス 相模大野
ルネサンス 橋本
ルネサンス 大和24　 ※1
ルネサンス 久里浜24　 ※1
ルネサンス 五月台24　 ※1
ルネサンス海老名ビナガーデンズ24 ※1
ルネサンス蒔田24　 ※1
ルネサンス 松本
ルネサンス 長岡24　※1
ルネサンス・トーア沼津
ルネサンス 静岡24　※1
ルネサンス 新所沢
ルネサンス 吉川
ルネサンス 銚子
ルネサンス 八日市場
ルネサンス 岐阜LCワールド24 ※1
ルネサンス 名古屋熱田24　※1
ルネサンス 名古屋小幡
ルネサンス 甚目寺24　※1
ルネサンス・イオンタウン山科椥辻
ルネサンス 登美ヶ丘
ルネサンス 住之江
ルネサンス 豊中
ルネサンス・アルザ泉大津
ルネサンス 久宝寺24　※1
ルネサンス 伊丹24　※1
ルネサンス 神戸
ルネサンス 姫路
ルネサンス 広島東千田24　※1  
ルネサンス 広島ボールパークタウン24 ※1
ルネサンス 広島緑井
ルネサンス 福山春日
ルネサンス 福山多治米
ルネサンス 東広島24　※1
ルネサンス 玉島
ルネサンス 徳山24　※1
ルネサンス 小倉
ルネサンス 福岡香椎24　※1
ルネサンス 福岡大橋24　※1 　 　  
ルネサンス 福岡西新24　※1
ルネサンス 春日24　※1
ルネサンス・イオンモール福岡24 ※1
ルネサンス 佐世保 
ルネサンス 長崎ココウォーク
ルネサンス 熊本南24　※1
ルネサンス 熊本学園大通24　※1
ルネサンス おおいた24　※1
ルネサンス 宮崎24　※1
ルネサンス・ライカム24　※1

神奈川県横浜市西区岡野2-15-1

神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-45-12

神奈川県横浜市港南区港南台5-9-1

神奈川県横浜市港南区港南中央通12-31 gooday place 3F

神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-9-15

神奈川県相模原市南区相模大野7-19-1

神奈川県相模原市緑区橋本3-3-1 SING橋本5F・6F・B1

神奈川県大和市大和東3-2-1

神奈川県 横須賀市久里浜4-3-10

神奈川県川崎市麻生区五力田1-20-1

神奈川県海老名市めぐみ町3-1 ビナガーデンズパーチ8-10Ｆ

神奈川県横浜市南区花ノ木町3-48-1 ビエラ蒔田3F

長野県松本市渚1-7-1 なぎさライフサイト

新潟県長岡市千秋2-221-1

静岡県沼津市大岡1431

静岡県静岡市駿河区稲川2-1-32 7階

埼玉県所沢市美原町2-2966

埼玉県吉川市吉川1445

千葉県銚子市長塚町3-652

千葉県匝瑳市八日市場ハの967-2

岐阜県本巣市政田字上市場1404LCワールド本巣内1F

愛知県名古屋市熱田区五本松町9-33

愛知県名古屋市守山区小幡南1-9-25

愛知県あま市甚目寺上沖田36-4

京都府京都市山科区椥辻草海道町15-1イオンタウン山科椥辻3F

奈良県奈良市中登美ヶ丘6-3-3 リコラス登美ヶ丘5F

大阪府大阪市住之江区新北島1-2-1オスカードリーム6・7F

大阪府豊中市岡上の町2-1-8 とよなか Heart Palette 3階

大阪府泉大津市旭町18-6アルザ泉大津3F

大阪府八尾市龍華町2-2-4 ゼビオスポーツタウン久宝寺内

兵庫県伊丹市東有岡1-20

兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-2-1 兵庫アルバビル

兵庫県姫路市東郷町1454-3 リオス4F

広島県広島市中区東千田町1-1-26

広島県広島市南区南蟹屋2-3-3

広島県広島市安佐南区緑井1-5-2

広島県福山市春日町5-17-13

広島県福山市多治米町1-14-15

広島県東広島市西条町御薗宇上戸6100

岡山県倉敷市玉島745

山口県周南市青山町3-1

福岡県北九州市小倉北区浅野1-1-1

福岡県福岡市東区御島崎2-6-1

福岡県福岡市南区大橋1-6-1

福岡県福岡市早良区祖原1-1 テングッドシティ2Ｆ・3F

福岡県春日市春日7-60

福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1

長崎県佐世保市名切町2-38

長崎県 長崎市茂里町1-55 ココウォーク内4F 

熊本県熊本市中央区南熊本1-9-25 MRRくまもと3F 

熊本県熊本市中央区大江2-1-71

大分県大分市要町3-23

宮崎県宮崎市宮崎駅東2-6-1

沖縄県中頭郡北中城村字ライカム640

045-316-8622
045-333-3737
045-835-2202
045-840-5635
042-753-5461
042-702-0303
042-775-6600
046-265-3222
046-834-0363
044-981-6071
046-232-6670
045-711-0851
0263-24-8811
0258-29-5529
055-952-2233
054-654-0501
042-942-6360
048-983-0450
0479-24-0450
0479-73-2292
058-320-1120
052-681-2202
052-758-6606
052-449-6601
075-582-5010
0742-40-2200
06-6684-2323
06-6850-3344
0725-31-3000
072-923-1888
072-773-8160
078-574-0909
0792-84-4188
082-545-3723
082-890-1018
082-831-2820
084-945-1777
084-953-5333
082-431-0333
086-522-7666
0834-27-2770
093-513-2222
092-663-0566
092-512-5556
092-834-0650
092-588-3500
092-939-9155
0956-25-4711
095-840-9555
096-375-6040
096-375-7355
097-513-3700
0985-35-2670
098-931-1231
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JR横浜駅西口より徒歩10分

相鉄線天王町駅より徒歩2分

JR港南台駅より徒歩7分

市営地下鉄港南中央駅より徒歩1分

ＪＲ淵野辺駅南口より徒歩3分

小田急線相模大野駅南口徒歩3分

JR横浜線・相模線・京王橋本駅徒歩5分

小田急線・相鉄線大和駅より徒歩3分

京急久里浜駅東口前

小田急多摩線五月台駅　徒歩1分

小田急線・相鉄線 海老名駅 徒歩1分

市営地下鉄蒔田駅より徒歩3分

JR松本駅より徒歩15分

ＪＲ長岡駅より車で10分

JR沼津駅三島方面行きバス「トーアスポーツ前」下車

JR静岡駅南口より徒歩3分

西武新宿線新所沢駅東口より徒歩10分

東武バス法務局入口下車徒歩3分

ＪＲ松岸駅より徒歩3分

ＪＲ八日市場駅より徒歩10分

JR穂積駅より車で10分

地下鉄名城線西高蔵駅前

名鉄瀬戸線小幡駅南口より徒歩1分

名鉄甚目寺駅より徒歩10分

地下鉄東西線椥辻駅より徒歩2分

私鉄学研奈良登美ヶ丘駅前

地下鉄四ツ橋線住之江公園駅前

阪急宝塚線「豊中」駅南改札1番出口徒歩約5分

南海電車泉大津駅前

JR久宝寺駅より徒歩4分

JR伊丹駅より徒歩3分

JR兵庫駅北口より徒歩1分

JR姫路駅より車で7分

広島電鉄ﾊﾞｽ「日赤病院前」徒歩5分

JR広島駅より徒歩10分

JR可部線・緑井駅前

JR東福山駅より車にて

JR福山駅より車にて

JR西条駅より車にて

JR新倉敷より車にて

ＪＲ徳山駅より徒歩15分（「青山町」バス停すぐ）

JR小倉駅北口構内

JR香椎駅より徒歩8分/西鉄香椎駅より徒歩5分

西鉄大牟田線大橋駅より徒歩1分

地下鉄西新駅より徒歩3分

JR春日駅より車8分

JR香椎線酒殿駅より徒歩10分

JR佐世保駅より車で5分

長崎電気軌道「茂里町」電停より徒歩1分

春竹町バス停前

JR水前寺駅より車で5分

JR大分駅から徒歩5分

JR宮崎駅徒歩1分

北中城村民体育館併設

※1 ルネサンス24のクラブは通常営業時間のみ相互利用が可能です。無人営業時間の相互利用は対象外です。
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ルネサンスフィットネス会員・法人会員



◇ご利用につきましては、各施設の利用案内を厳守くださいますよう、お願いいたします。　
◇ご利用の際は、フロントにて会員証をご提示ください。
◇各施設によって休館日・営業時間等が異なります。電話・ホームページにて確認の上、ご利用ください。

ルネサンス ベトナムのご利用について
●利用料  330,000ベトナムドン（税込）／回

施設名 住所 電話番号

フィットネス&ヨガ
ルネサンス イオンモールビンズオンキャナリー
スイミング&フィットネス　
ルネサンス ジャパン イオンモールロンビエン

F27-A, 1F, Aeon Mall-Binh Duong Canary, Binh Duong Boulevard, 
Binh Hoa Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province
T123 AEONMALL Long Bien, 27 Co Linh Road, Long Bien Ward, 
Long Bien district, Hanoi city 

0084-650-368-9898

0084-4-3202-6633

※フィットネス利用は14歳以上の方が対象です。
※Vitalityプラン会員は除きます。　

http://rns.com.vn/

ルネサンス 鷹之台テニスクラブのご利用について
●利用料（料金はレンタルコート 1面1時間の料金です）
　・15歳以上のフィットネス会員（会員種別問わず）： 平日／2,200円（税込） ｜ 土日祝／3,300円（税込）

●レンタルコートは予約制です。事前にお電話にてご予約ください。
●ご利用につきましては、施設の利用案内を遵守くださいますよう、お願いいたします。

施設名 住所 電話番号 最寄駅

ルネサンス 鷹之台テニスクラブ 千葉県千葉市花見川区横戸町810 043-259-8281 京成電鉄「勝田台駅」よりバスで12分
「上横戸バス停」より徒歩2分

https://www.s-re.jp/takanodai/

※法人会員、Vitalityプラン会員は除きます。

※マスター会員とは特定のエリア内のルネサンスを利用できる会員種別です。ご利用可能な店舗はフロントにてご確認ください。

コクール ルネサンスのご利用について
●利用料：15歳以上のフィットネス会員（会員種別問わず）

https://coqul.s-re.jp/

施設名 休館日 住所 電話番号 最寄駅

コクール ルネサンス 名古屋JRゲートタワー 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 JRゲートタワー 13・14F 052-589-2919 JR名古屋駅直結第1・第3木曜日

2,200円（税込）／回

●ご利用の際は、フロントにて会員証をご提示ください。
●施設・サービス内容について、電話・ホームページにて確認の上、ご利用ください。
●年末年始など、記載の休館日以外の休館情報につきましては、電話・ホームページにてご確認ください。
●一部、事前予約が必要な設備、有料の設備がございます。
●ご利用につきましては、施設の利用規約を厳守くださいますようお願い致します。

※Vitalityプラン会員は除きます。
※法人会員は、ご契約により利用対象施設・料金が異なります。



提携クラブ  【2023年4月1日現在】

●ご利用につきましては、各施設の利用規約を厳守くださいますようお願い致します。
●各施設によって休館日・営業時間等が異なります。電話・ホームページにて確認の上、ご利用ください。
●ご利用の際はフロントにて会員証をご提示ください。
●法人会員はご契約により利用対象施設・料金が異なります。

提携クラブの
ご利用について

045-595-1091東急スポーツオアシス港北　　　　　神奈川県横浜市都筑区中川中央2-7-1港北みなも 3F東急スポーツオアシス 新宿 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1F  　
東京都健康プラザ「ハイジア」内5F  03-3200-0109

◆東急スポーツオアシス 利用料：1,650円（税込）／回

利用料：2,200円（税込）／回

施設名 住所 電話番号 施設名 住所 電話番号

※東急スポーツオアシスRAFEEL恵比寿は対象外となります。
※24Plusの店舗は営業時間のみ相互利用が可能です。セルフ利用時間の相互利用は対象外です。

東急スポーツオアシス 青山 東京都港区北青山2-8-44 TEPIA内 03-5770-6109
東急スポーツオアシス 聖路加ガーデン 東京都中央区明石町8番 聖路加タワーB2F 03-3545-0109
東急スポーツオアシス 多摩川 東京都大田区矢口3-28-7 東急ドエルアルス多摩川内 03-3756-0109
東急スポーツオアシス 雪谷24Plus 東京都大田区北嶺町43-18 03-6425-0109
東急スポーツオアシス 本駒込 東京都文京区本駒込2‐28‐12 03-5940-0109
東急スポーツオアシス 武蔵小金井     東京都小金井市本町5-38-36 042-388-0109
東急スポーツオアシス 金町24Plus 東京都葛飾区金町6-9-5 03-5876-0109
東急スポーツオアシス 十条24Plus 東京都北区上十条2-13-1 ガーデニアビル2Ｆ 03-5948-1091
東急スポーツオアシス 赤塚24Plus 東京都板橋区赤塚新町2-6-2 03-5967-0109
東急スポーツオアシス 南大沢24Plus 東京都八王子市南大沢5-4  042-670-3109
東急スポーツオアシス 武蔵小杉24Plus 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 044-722-5222
東急スポーツオアシス 相模原24Plus  神奈川県相模原市中央区中央2-12‐18  042-707-0091
東急スポーツオアシス 戸塚       神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4253-1

サクラス戸塚B2F　　　　　　　            045-869-1090
東急スポーツオアシス 横須賀24Plus 神奈川県横須賀市平成町2-14-1 VISPO3F 046-820-0109
東急スポーツオアシス 上大岡　 神奈川県 横浜市港南区上大岡西3-9-1   045-353-7109

東急スポーツオアシス 浦和24Plus 埼玉県さいたま市浦和区東仲町2-21 048-887-4109
東急スポーツオアシス 川口       埼玉県川口市本町3-2-7 　　　　

東急ﾄﾞｴﾙﾃﾞｭｱﾙｺｰﾄ川口ｳｴｽﾄﾋﾞｭｰ1F 048-226-0109
東急スポーツオアシス 習志野24Plus  千葉県習志野市東習志野7-1-22 047-409-5109
東急スポーツオアシス 松戸24Plus   千葉県松戸市矢ケ崎2-8-1 テラスモール松戸1･2F 047-710-4016
東急スポーツオアシス 桂川24Plus 京都府京都市南区久世高田町376-1

（イオンモール京都桂川併設）　  075-924-0109
東急スポーツオアシス もりのみやキューズモール　大阪市中央区森ノ宮中央2-1-70 　

もりのみやキューズモールBASE内  06-6944-0109
東急スポーツオアシス 江坂24Plus 大阪府吹田市江坂町1-22-12  06-6330-6780
東急スポーツオアシス 梅田       大阪府大阪市北区曽根崎新地2-3-21 axビル7F 06-6348-0109
東急スポーツオアシス 狭山24Plus 大阪府大阪狭山市東くみの木4丁目1419-1  072-365-8000
東急スポーツオアシス あべの24Plus 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1

あべのルシアスビル3F   　　　　  06-6641-6109
東急スポーツオアシス 茨木24Plus 大阪府茨木市舟木町2-25 エルボスク1 072-635-0109
東急スポーツオアシス 住道24Plus 大阪府大東市住道2-3-1 アルビ住道2F 072-889-1091
東急スポーツオアシス 住吉24Plus 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-1-2 078-821-8109
東急スポーツオアシス 三宮24Plus  兵庫県神戸市中央区北長狭通3-1-15 

トアロードスクエア4F　　　　  078-333-8109

施設名 住所 電話番号

ジェクサー・フィットネス&スパ24 新潟  新潟県新潟市中央区天神1丁目12-7         025-288-6947
ジェクサー・フィットネスクラブ 四谷　東京都新宿区四谷1丁目無番地 外濠公園内  03-3355-2415
ジェクサー・フィットネスクラブ&スパ 戸田公園 埼玉県戸田市本町4-10-3 048-432-5060
ジェクサー・フィットネスクラブ&スパ 大井町  東京都品川区大井1-2-1 アトレ大井町店7F  03-3772-5014
ジェクサー・フィットネス&スパ 大宮 埼玉県さいたま市大宮区錦町91-4 048-662-8880
ジェクサー・フィットネス&スパ 赤羽 東京都北区赤羽南2-9-47 03-3598-8871
ジェクサー・フィットネスクラブ メトロポリタン池袋  東京都豊島区西池袋1-6-1ホテルメトロポリタン4階   03-5985-1500
ジェクサー・フィットネスクラブ 東神奈川  神奈川県横浜市神奈川区東神奈川1-29

シァルプラット東神奈川4階　　　　　　         045-450-8081
ジェクサー・フィットネス&スパ 亀戸 東京都江東区亀戸5-1-1 アトレ亀戸店6F 0570-00-3535
ジェクサー・フィットネス&スパ 大塚 東京都豊島区南大塚3-33-1 JR大塚南口ビル5F 03-5928-0491
ジェクサー・フィットネス&スパ24 川崎  神奈川県川崎市幸区大宮町1-5   

JR川崎タワー商業棟3～5F  044-589-3852
ジェクサー・フィットネスクラブ&スパ 新川崎  神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-3 新川崎スクエア4F  044-201-1661
ジェクサー・フィットネス&スパ24 横浜 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町     

1-66-9 JR鶴屋町ビル2-3  045-620-9911
ジェクサー・フィットネス&スパ 浦和 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-16-12

浦和駅西口ビル内5・6・7階　　　　　　        048-813-5630
ジェクサー・フィットネス&スパ24 板橋 東京都北区滝野川7-4-1 

JR板橋東口ビル3-5  0570-00-3535

施設名 住所 電話番号

ジェクサー・フィットネススタジオ リリア川口 埼玉県川口市川口3-1-1　　　　
川口総合文化センター リリア 8・9F 048-240-3336

ジェクサー・フィットネススタジオ モザイクモール港北 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1-2 
モザイクモール港北6Ｆ　　　　　  045-482-3077

ジェクサー・フィットネススタジオ マチノマ大森店 東京都大田区大森西3-1-38マチノマ大森3階　　  03-3763-6551
ジェクサー・フィットネススタジオ グレンデュオ蒲田店 東京都大田区西蒲田7-68-1         

グランデュオ蒲田 西館 RF（屋上階）　　            03-5710-8505
ジェクサー・ライトジム秋田店     秋田県秋田市中通7-2-1                        

ホテルメトロポリタン秋田ノースウイング2F     018-853-5466
ジェクサー・ライトジム&スパ仙台店  宮城県仙台市青葉区五橋1-1-1 

JR仙台支社ビル1F（一部）・2F                     022-796-5330
ジェクサー・ライトジム アーバン保土ヶ谷  神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町1-7アーバン5Ｆ 045-453-8058
ジェクサー・ライトジム 吉祥寺店   東京都武蔵野市吉祥寺本町3-7-3              

紀ノ国屋吉祥寺2階  0422-67-9219
ジェクサー・ライトジム 等々力店   東京都世田谷区等々力3-5-2           

ヒューリックビル B1  03-5760-6031
ジェクサー・ライトジム 大宮店     埼玉県さいたま市大宮区錦町630番地 048-780-2988
ジェクサー・ライトジム セレオ国分寺店  東京都国分寺市南町3-20-3 セレオ国分寺8F 042-312-0120
ジェクサー・ライトジム&スパ 東小金井店  東京都小金井市梶野町5-9-12 042-316-6962
ジェクサー・ライトジム シャポー市川店  千葉県市川市市川1-1-1 シャポー市川B1 047-712-7790
ジェクサー・ライトジム 高円寺店  東京都杉並区高円寺南4-52 03-5327-8511

◆ジェクサーフィットネスクラブ 利用料：1,980円（税込）／回

※Fitness Lounge THE JEXER TOKYO・THE JEXER TOKYO Annexは相互利用対象外です。
※各店舗の相互利用可能時間は、営業時間と異なる場合がございますので、ご利用の前にご確認ください。
※ジェクサー・フィットネススタジオの対象店舗は、女性専用店舗です。
※相互利用では、一部予約制のスタジオプログラムはご利用できませんので、予めご了承ください。

ジェクサー・フィットネス&スパ 新宿 東京都渋谷区代々木2-1-5 JR南新宿ビル1F 0570-00-3535ジェクサー・フィットネス&スパ 上野 東京都台東区上野7-1-1 0570-00-3535
利用料：2,310円（税込）※券売機での購入価格です／回

◆セントラルスポーツ　https://www.central.co.jp/club/list.html?type=2 利用料：2,200円（税込）／回
施設名 住所 電話番号 施設名 住所 電話番号

セントラルウェルネスクラブ24札幌 北海道札幌市中央区南4条西10-1005‐4  5F 011-208-5750
セントラルウェルネスクラブ琴似 北海道札幌市西区琴似4条1-1-1コルテナ1-2F 011-633-1000
ＫＧセントラルフィットネスクラブ山鼻 北海道札幌市中央区南22条西12-1-1プロム山鼻2F 011-512-2220
セントラルフィットネスクラブ24東苗穂  北海道札幌市東区東苗穂4条2-5-1      

アクロスプラザ東苗穂2F              011-789-1181
セントラルフィットネスクラブ24恵み野  北海道恵庭市恵み野里美1-2-1            0123-36-0077
セントラルフィットネスクラブ八戸 青森県八戸市諏訪2-21-5 0178-24-2131
セントラルフィットネスクラブ弘前 青森県弘前市大町1-1-2シティ弘前5F 0172-35-1611
セントラルフィットネスクラブ24盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前通15-20  

東日本不動産盛岡駅前ビル201 2F  019-653-9011
セントラルフィットネスクラブ24秋田広面 秋田県秋田市広面字蓮沼81番地 018-835-2131
セントラルスポーツクラブ24秋田土崎 秋田県秋田市土崎港中央6丁目16-16 018-846-8688
セントラルスポーツクラブ横手 秋田県横手市駅前町7-12 0182-32-7880
セントラルフィットネスクラブ24仙台 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 022-266-8855
セントラルウェルネスクラブ北仙台 宮城県仙台市青葉区昭和町1-37JACビル2F 022-275-8411
セントラルフィットネスクラブ24仙台泉中央 宮城県仙台市泉区泉中央1-1-2 022-375-0301
セントラルウェルネスクラブ24仙台南小泉 宮城県仙台市若林区遠見塚3-2-1 022-788-4777
セントラルフィットネスクラブ24名取南仙台   宮城県名取市上余田千刈田289-1        022-381-6039
セントラルフィットネスクラブ東根 山形県東根市中央1-13-1 0237-42-5555
セントラルウェルネスクラブ24福島 福島県福島市栄町1-31 024-526-0017
セントラルフィットネスクラブ郡山 福島県郡山市中町12-2ホテルプリシード郡山３Ｆ 024-921-3111
セントラルフィットネスクラブ日立 茨城県日立市幸町1-20-1セントラルビル５Ｆ 0294-24-3345
セントラルスポーツクラブ南宇都宮 栃木県宇都宮市吉野2-8-23 028-651-6766
セントラルスポーツクラブ宇都宮 栃木県宇都宮市今泉町887 028-624-5012
セントラルフィットネスクラブ宇都宮 栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6西口ビル10Ｆ 028-627-1321
セントラルスポーツクラブ佐野 栃木県佐野市上台町2143-2 0283-20-1477
セントラルウェルネスクラブ高崎 群馬県高崎市東町6番地 027-345-7611
セントラルウェルネスクラブ24前橋 群馬県前橋市天川大島町1-2-1 027-225-0217
セントラルスポーツ ジムスタ イオンモール川口前川 埼玉県川口市前川1-1-11イオンモール川口前川 1F 048-264-7101
セントラルスイムクラブ川越 埼玉県川越市富士見町8-6 049-225-2005
セントラルフィットネスクラブ東松山高坂  埼玉県東松山市あずま町3-1-2 C棟     0493-35-3715
セントラルウェルネスクラブ24桶川北本 埼玉県北本市二ツ家4-103-1 048-590-5651
セントラルウェルネスクラブ24越谷 埼玉県越谷市瓦曽根1丁目20-35 048-966-5312
セントラルウェルネスクラブ大宮宮原 埼玉県さいたま市北区宮原町1-855-3

（ステラタウン向かい）　　　　  048-661-8600
セントラルスポーツクラブ岩槻 埼玉県さいたま市岩槻区加倉1-1-8 048-757-1871
セントラルウェルネスクラブ志木 埼玉県志木市本町5-16-21 048-471-8118
セントラルフィットネスクラブ24新三郷 埼玉県三郷市さつき平2-1-1 048-959-3033
セントラルフィットネスクラブ24小手指 埼玉県所沢市小手指町1-6番　　　　　

小手指タワーズ ディアスカイタワー2F・3F 04-2929-1761
セントラルフィットネスクラブ越谷レイクタウン 埼玉県越谷市レイクタウン7丁目2-8 048-961-6210
セントラルスポーツジムスタ ハレノテラス東大宮 埼玉県さいたま市見沼区島町393ハレノテラスB棟２F 048-682-5111
セントラルスポーツ ジムスタ さいたま中央(大宮)  埼玉県さいたま市中央区上落合8-3-32 

HOME'Sさいたま中央2F　　　　               048-851-1221
セントラルウェルネスクラブ我孫子 千葉県我孫子市我孫子1-10-2 YSビル 4F 04-7179-2550
セントラルフィットネスクラブ市川 千葉県市川市市川1-3-184F・5F 047-323-2211
セントラルフィットネスクラブ本八幡 千葉県市川市八幡3-4-1 アクス本八幡 B1F 047-325-8821
セントラルウェルネスクラブ新浦安 千葉県浦安市入船1-4-1イオン新浦安店4F 047-350-2255
セントラルウェルネスクラブ24柏 千葉県柏市末広町6-1 5F 04-7142-0180
セントラルスポーツクラブ24館山 千葉県館山市館山83-2 0470-22-6655
セントラルフィットネスクラブ稲毛海岸 千葉県千葉市美浜区高洲3-23-2稲毛海岸ビル 3F 043-278-4747
セントラルウェルネスクラブ長沼 千葉県千葉市稲毛区長沼町330-50ワンズモール３Ｆ 043-215-2615
セントラルフィットネスクラブ千葉 千葉県千葉市中央区新町18-14千葉新町ビル 1F 043-243-8800
セントラルフィットネスクラブ千葉みなと 千葉県千葉市中央区問屋町1-50千葉ポートタウン７Ｆ 043-245-6161
セントラルフィットネスクラブ24蘇我   千葉県千葉市中央区南町2-6-10          043-261-3715
セントラルフィットネスクラブ24袖ケ浦駅前   千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前1-39-10 

ゆりまち袖ケ浦駅前モール内                          0438-63-8108
セントラルウェルネスクラブおおたかの森 千葉県流山市おおたかの森南1-5-1

流山おおたかの森Ｓ・Ｃ 3Ｆ　　  04-7156-7350
セントラルフィットネスクラブ24流山 千葉県流山市平和台3-6-1 04-7159-0450
セントラルフィットネスクラブ八千代台 千葉県八千代市八千代台東1-1-10

ユアエルム レストラン街5F　  047-487-4466

セントラルフィットネスクラブ谷津(ラボ・トレーニングセンター)   千葉県習志野市谷津3-1-1 047-452-6149
セントラルフィットネスクラブ24茂原    千葉県茂原市小林1740-1 0475-20-5351
セントラルスポーツ ジムスタ 飯田橋サクラテラス 東京都千代田区富士見2‐10-2　　　　

飯田橋グラン・ブルーム サクラテラス1F 03-3263-1586
セントラルウェルネスクラブ24葛西 東京都江戸川区中葛西3-33-12 03-5667-1070
セントラルフィットネスクラブ竹の塚 東京都足立区竹の塚5-7-3ＪＯＹぷらざビル5F 03-5851-0050
セントラルウェルネスクラブ24西新井 東京都足立区西新井栄町１-17-10 03-5888-3561
セントラルウェルネスクラブ24南千住 東京都荒川区南千住4-7-1BiVi4Ｆ 03-3807-4545
セントラルウェルネスクラブ24ときわ台 東京都板橋区前野町2-17-6 カリーノときわ台5F 03-5914-4001
セントラルフィットネスクラブ西台 東京都板橋区蓮根3-7-10 03-5392-4545
セントラルウェルネスクラブ大森 東京都大田区大森北1-8-2icot大森5F 03-5753-5211
ラヴィセントラルフィットネスクラブ蒲田 東京都大田区西六郷1-3-15 03-3733-3911
セントラルフィットネスクラブ青砥 東京都葛飾区立石6-39-8  03-3838-0781
セントラルフィットネスクラブ亀有 東京都葛飾区亀有3-26-1リリオ館8Ｆ 03-3838-0781
セントラルウェルネスクラブ24京成小岩 東京都葛飾区鎌倉4-2-1タナベビル 03-5612-5071
セントラルウェルネスクラブ24東十条 東京都北区東十条1-24-5 03-5959-7900
セントラルフィットネスクラブ天王洲 東京都品川区東品川2-2-8スフィアタワー天王洲24F 03-5462-2355
トーアセントラルフィットネスクラブ阿佐谷 東京都杉並区阿佐谷北2-12-2 03-3338-6336
セントラルフィットネスクラブ24下北沢 東京都世田谷区北沢1-46-5 03-5738-5420
セントラルウェルネスクラブ成城 東京都世田谷区千歳台3-20-2カリーノ千歳台 03-5429-1631
セントラルフィットネスクラブ24用賀 東京都世田谷区用賀2-41-11平成ビル用賀3F 03-3700-6116
セントラルウェルネスクラブ24上池袋 東京都豊島区上池袋1-37-16 03-5961-7730
セントラルウェルネスクラブ保谷 東京都練馬区南大泉3-27 03-3978-2200
セントラルフィットネスクラブ24南青山 東京都港区南青山6-1-3コレッツィオーネB1F 03-5468-1191
セントラルフィットネスクラブ24自由が丘 東京都目黒区中根1-14-17 03-5729-0550
セントラルフィットネスクラブ24目黒 東京都目黒区中央町2-26-7 03-3712-2121
セントラルフィットネスクラブ西東京 東京都青梅市新町9-1-1 0428-31-2411
セントラルウェルネスクラブ24清瀬 東京都清瀬市元町1-7-3 042-493-2211
セントラルフィットネスクラブ八王子 東京都八王子市新町2-5西野ビルディング1F 042-648-6789
セントラルフィットネスクラブ府中 東京都府中市八幡町1-9 042-366-8513
セントラルフィットネスクラブ24福生 東京都福生市本町46 042-551-0228
セントラルウェルネスクラブ成瀬 東京都町田市成瀬が丘2-28-1 042-788-1300
セントラルフィットネスクラブ新川崎 神奈川県川崎市幸区小倉1-1パークシティ新川崎内 044-555-7751
セントラルフィットネスクラブ24溝ノ口 神奈川県川崎市高津区溝口2-10-22 044-813-4455
セントラルフィットネスクラブ24武蔵小杉 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1159 044-455-0201
セントラルフィットネスクラブ湘南平塚 神奈川県平塚市宝町3-1ＭＮプラザ4F 0463-21-2300
セントラルフィットネスクラブ湘南ライフタウン 神奈川県藤沢市大庭5254-1 0466-87-2553
セントラルフィットネスクラブ24藤沢 神奈川県藤沢市鵠沼東2-3-101 0466-27-1093
セントラルフィットネスクラブ24市ヶ尾 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町1162-7 045-974-1992
セントラルウェルネスクラブトレッサ（大倉山） 神奈川県横浜市港北区師岡町700番地

トレッサ横浜 北棟 4F　　　　　　　  045-533-2271
セントラルウェルネスクラブ慶應日吉 神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1　　　　

慶應義塾大学日吉キャンパス 協生館地下1F 045-560-5571
セントラルウェルネスクラブ24長津田みなみ台 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台1-38-1 045-989-0851
セントラルウェルネスクラブ24能見台 神奈川県横浜市金沢区能見台東10-2 045-786-4126
セントラルフィットネスクラブ24二俣川 神奈川県横浜市旭区二俣川2-52-4 045-391-7211
セントラルフィットネスクラブ24緑園都市 神奈川県横浜市泉区緑園4-2-1 045-814-6680
セントラルスポーツクラブ戸塚 神奈川県横浜市泉区中田西4-37-1 045-804-2525
セントラルスポーツクラブ東戸塚 神奈川県横浜市戸塚区川上町415-2 045-821-3700
セントラルフィットネスクラブ東戸塚駅前 神奈川県横浜市戸塚区川上町97-1 045-826-2255
ヨコハマフィットネスプラザ（セントラルスイムクラブ横浜） 神奈川県横浜市神奈川区片倉1-25ｰ16 045-491-3344
セントラルフィットネスクラブセンター南 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央55-1

パインクリエイトビル5F　　　　　　　 045-949-1451
セントラルスポーツ ジムスタ 伊勢原駅前 神奈川県伊勢原市桜台1-3-3いせはらcoma4階 046-396-5010
セントラルフィットネスクラブNEXT21（新潟） 新潟県新潟市中央区西堀通6-866ＮＥＸＴ２１ビル6～8階 025-226-5151
セントラルフィットネスクラブ金沢 石川県金沢市本町2-15-1ポルテ金沢5Ｆ 076-260-1306
セントラルフィットネスクラブ24野々市 石川県野々市市本町6-141 076-248-6811
セントラルフィットネスクラブ24松本 長野県松本市深志2-5-26松本第一ビル2F 0263-34-5123

ルネサンスフィットネス会員用（法人会員除く） 施設名 住所 電話番号 施設名 住所 電話番号

セントラルフィットネスクラブ岐阜 岐阜県岐阜市橋本町2-8濃飛ニッセイビル2F 058-252-1002
セントラルフィットネスクラブ千種 愛知県名古屋市東区葵3-15-31

千種ニュータワービル B１F  052-931-7900
セントラルフィットネスクラブ大曽根 愛知県名古屋市東区東大曽根町46-24 052-912-8891
セントラルフィットネスクラブ24藤が丘 愛知県名古屋市名東区明ヶ丘124-1ami ami  B1 052-776-0537
セントラルフィットネスクラブ24一社 愛知県名古屋市名東区高社1-93アプリーテ３Ｆ 052-776-1700
セントラルフィットネスクラブ小牧 愛知県小牧市中央1-260名鉄小牧駅ビル2Ｆ 0568-76-1701
セントラルフィットネスクラブ清洲 愛知県稲沢市増田北町2 0587-23-8275
セントラルフィットネスクラブ太秦 京都府京都市右京区太秦御所ノ内町7ＫＣＳビル2F 075-864-2868
セントラルフィットネスクラブ新大阪駅前 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目5-15新大阪セントラルタワー北館１Ｆ 06-6309-7151
セントラルウェルネスクラブ都島 大阪府大阪市都島区友渕町1-5-97 06-6921-1201
セントラルウェルネスクラブ蒲生 大阪府大阪市城東区中央1-9-33 泉秀園城東ビル6F 06-6786-2311
セントラルウェルネスクラブ24平野 大阪府大阪市平野区平野本町2-9-29 06-6795-0222

セントラルウェルネスクラブ24住ノ江 大阪府大阪市住之江区西住之江1-1-21 06-6671-1051
セントラルフィットネスクラブりんくうタワー 大阪府泉佐野市りんくう往来北1　

SiSりんくうタワー7F　　　　　　 072-460-1212
セントラルウェルネスクラブ24六甲道 兵庫県神戸市灘区桜口町5丁目1-1-111

ウェルブ六甲道5番街1番館　　　　　　　 078-858-6363
セントラルウェルネスクラブ芦屋 兵庫県芦屋市船戸町4-1ラポルテ本館5F・6F 0797-38-2525
セントラルウェルネスクラブあまがさき 兵庫県尼崎市潮江1-2-3あまがさきキューズモール 06-4960-4101
セントラルスポーツ ジムスタ JR塚口 兵庫県尼崎市上坂部1-1-1 ビエラ塚口3F 06-6498-6770
セントラルフィットネスクラブ福山 広島県福山市東桜町1-21エ

ストパルクビル9F・10F・11F 084-922-5755
セントラルフィットネスクラブアルパーク（広島） 広島県広島市西区草津新町2-26-1アルパーク東棟5Ｆ 082-501-1113
セントラルウェルネスクラブ天神ソラリア 福岡県福岡市中央区天神2-2-43ソラリアプラザ10Ｆ 092-736-8857
セントラルウェルネスクラブ24野間大池 福岡県福岡市南区柳河内1－2－7 092-557-8300
セントラルスポーツ ジムスタ サクラマチ熊本   熊本県熊本市中央区桜町3番10号

SAKURA MACHI Kumamoto 4階                096-312-2215



■最新情報につきましては、各社ホームページもしくはお電話にて確認の上、ご利用ください。
■法人会員の皆様は、ご契約により利用対象施設・料金が異なります。利用可能な施設・料金はご所属の法人契約窓口まで
　お問い合わせください。

◆スポーツクラブNAS 

※ＮＡＳ銀座・CLUB芝浦アイランド・NASロイトン倶楽部・エステ・ホットヨガスタジオ美温・テニスクラブ・ランニングベースは対象外となります。

利用料：1,650円（税込）／回
施設名 住所 電話番号 施設名 住所 電話番号

スポーツクラブNAS 札幌　　  北海道札幌市西区西町南6-1-1 西友西町店4Ｆ　0120‐732‐860
スポーツクラブNAS 東札幌       北海道札幌市白石区東札幌4条1-1-1  

ラソラ札幌 Bタウン2F　　　　                     011-823-7770
スポーツクラブNAS Ｖｉｔ Ｐａｒｋ札幌   北海道札幌市中央区北4条東7丁目　    011-252-7174 
スポーツクラブNAS 長岡         新潟県長岡市南町1-5-7 ﾛｲﾔﾙﾌﾟﾗｻﾞ長岡2F  0258-33-2632
スポーツクラブNAS 新潟           新潟県新潟市中央区新光町1-24  025-288-2001
スポーツクラブNAS 東大宮（新館）   埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-26-1　  048-793-4950
スポーツクラブNAS 武蔵浦和  埼玉県さいたま市南区別所7-6-8 ﾗｲﾌﾞﾀﾜｰ武蔵浦和3Ｆ 0120-73-6340
スポーツクラブNAS 蕨　           埼玉県蕨市中央1-13-1 048-423-8466
スポーツクラブNAS おゆみ野    千葉県千葉市緑区おゆみ野5-43-2 043-291-2811
スポーツクラブNAS 稲毛海岸  千葉県千葉市美浜区高洲3-8-1 043-277-5211
スポーツクラブNAS 西船橋       千葉県船橋市印内町640 047-431-0345
スポーツクラブNAS 松戸           千葉県松戸市本町4-1 047-361-2188
スポーツクラブNAS 新鎌ヶ谷    千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷2-12-1　

アクロスモール新鎌ヶ谷3Ｆ　　　　 047-446-3900
スポーツクラブNAS 赤坂           東京都千代田区永田町2-13-10

プルデンシャルタワー2F  03-5510-4001
スポーツクラブNAS 芦花公園   東京都世田谷区南烏山1-10-22 1・2F 03-5316-4501
スポーツクラブNAS 町屋           東京都荒川区荒川6-4-9 03-3892-5821
スポーツクラブNAS 光が丘　   東京都練馬区光が丘5-1 ＩＭＡイマミセ5Ｆ 03-3976-2811
スポーツクラブNAS 大崎           東京都品川区大崎2-1-3　　　　　

ダイワロイネットホテル （フロント2F） 03-5496-0827
スポーツクラブNAS 勝どき　　東京都中央区勝どき1-1-1（プラザ勝どきA棟2F） 03-5560-9101
スポーツクラブNAS 吉祥寺       東京都武蔵野市吉祥寺南町1-27-1 0422-48-2241
スポーツクラブNAS 聖蹟桜ヶ丘　 東京都多摩市関戸1-7-5　　　　　　

京王聖蹟桜ヶ丘ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰC館3Ｆ  042-337-2700
スポーツクラブNAS 永山           東京都多摩市諏訪2-12ACROS4Ｆ 042-371-4111
スポーツクラブNAS 若葉台　　東京都稲城市若台2-1-1 

フレスポ若葉台EAST3F 042-350-5400
スポーツクラブNAS リバーシティ21   東京都中央区佃2-2-9 03-5548-5501
スポーツクラブNAS 西日暮里   東京都荒川区西日暮里5-20-1 03-6458-3321
スポーツクラブNAS 西葛西       東京都江戸川区西葛西6-15-24　　　03-6456-0645
スポーツクラブNAS 篠崎　　   東京都江戸川区篠崎町2-6-21            03-5879-8921
スポーツクラブNAS 高尾　　   東京都八王子市東浅川町550-1 イーアス高尾2F  042-673-6591
スポーツクラブNAS 新川崎       神奈川県川崎市幸区新川崎5-2　

シンカモール4F-5F　　　　　　　 044-201-7581

スポーツクラブNAS 溝の口 神奈川県川崎市高津区溝口1-12-12 044-328-9950
スポーツクラブNAS 南林間 神奈川県大和市南林間1-2-16  046-204-8521
スポーツクラブNAS 中山 神奈川県横浜市緑区台村町135-5

パーシモンプラザ 3階　　　　  045-507-5361
スポーツクラブNAS 戸塚         神奈川県横浜市戸塚区吉田町3001-3 045-869-6381
スポーツクラブNAS 瀬谷 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4-7-5 045-459-9551
スポーツクラブNAS 湘南台 神奈川県藤沢市湘南台1-7-7 0466-47-7081
スポーツクラブNAS 藤沢 神奈川県藤沢市藤沢490-1 0466-21-8981
スポーツクラブNAS 平塚 神奈川県平塚市紅谷町6-7 0463-73-6079
スポーツクラブNAS サンマルシェ 愛知県春日井市中央台2-1-11 0568-92-1718
スポーツクラブNAS 稲沢 愛知県稲沢市西町3-15-54（ニッケタウン稲沢内） 0587-96-7000
スポーツクラブNAS 大高         愛知県名古屋市緑区高根山1-1501 052-883-8921
スポーツクラブNAS 伏見桃山   京都市伏見区竹中町609  075-604-5557
スポーツクラブNAS 大阪ドームシティ    大阪市西区九条南1-12-33　

フォレオ大阪ドームシティ3F  06-6582-8002
スポーツクラブNAS なんばパークス   大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70

なんばパークスT‐terrace1F 101号 06-6648-7355
スポーツクラブNAS あべの 大阪市阿倍野区松崎町2-3-47  06-6115-7530
スポーツクラブNAS 平野 大阪府大阪市平野区背戸口3-9-19  06-6718-6162
スポーツクラブNAS なかもず 　   大阪府堺市北区中百舌鳥町2-68 072-267-4545
スポーツクラブNAS 鳳　　    　大阪府堺市西区鳳東町2-172-1 072-349-7230
スポーツクラブNAS 小阪　   　 大阪府東大阪市御厨栄町1-1-3 06-6743-6328
スポーツクラブNAS 大津一里山    滋賀県大津市一里山7-1-1ﾌｫﾚｵ大津一里山 077-547-0808
スポーツクラブNAS 学園前 奈良県奈良市学園北1-2-11 0742-53-7782
スポーツクラブNAS ウッディタウン 兵庫県三田市すずかけ台2-3-1えるむプラザ3Ｆ 079-565-5700
スポーツクラブNAS 六本松 福岡県福岡市中央区六本松2-2-20 092-406-8830
スポーツクラブNAS 北天神 福岡県福岡市中央区長浜1-4-50エフパーキング北天神1Ｆ 092-737-1300
スポーツクラブNAS 博多 福岡市博多区東那珂1丁目14-46 フォレオ博多3F 092-433-3500
スポーツクラブNAS 姪浜 福岡市西区内浜1-2-11 092-892-1011
スポーツクラブNAS 長崎　　  長崎県長崎市葉山1-6-37 西友道の尾店パーキング棟 095-855-2033
スポーツクラブNAS パークプレイス大分 大分県大分市公園通り西1丁目6675-4

（パークプレイス大分隣り）　　　  097-520-6691

◆スポーツクラブプラスワン 利用料：1,980円（税込）／回
施設名 住所 電話番号

山形県鶴岡市錦町3-18 0235-25-1355プラスワン つるおか
施設名 住所 電話番号

山形県酒田市東栄町12-20 0234-26-1955プラスワン さかた

◆その他 

利用料：1,980円（税込）／回
施設名 住所 電話番号

静岡県浜松市砂山町155-1 サーラシティ2F
岡山県岡山市下伊福本町1-33
鹿児島県鹿児島市城南町7-8

053-455-4141
086-252-3131
099-227-0202

施設名 住所 電話番号

サーラスポーツ 浜松
フィットネス＆スイミング エイブル岡山
アーバンウェルネスクラブ エルグ

栃木県宇都宮市桜5-2-5
宇都宮市西川田町287-1

028-639-7777
028-684-1515
03-3481-5866

ビッグツリースポーツクラブ
ビッグツリースポーツプラザ ラグザ24プラス
スポーツクラブ エンターテインメントA-1笹塚店 東京都渋谷区笹塚1-50-1

笹塚ＮＡビルスポーツ館

利用料：1,650円（税込）／回
施設名 住所 電話番号

03-5448-9970フィットネスクラブ 広尾 東京都渋谷区広尾5-7-35
広尾コンプレックスビル2・3・4階

◆スポーツパレスジスタス 利用料：1,980円（税込）／回
施設名 住所 電話番号

沖縄県那覇市西2-5-5
沖縄県浦添市沢岻550‐4

098-868-0758
098-878-1122

スポーツパレスジスタス 那覇
スポーツパレスジスタス 浦添

施設名 住所 電話番号
沖縄県沖縄市美里4-20-1 098-982-1115スポーツパレスジスタス 美里

※ジスタスABLOうるま店は対象外となります。
※ルネサンス・ライカム在籍のお客様は、ジスタス全店ご利用いただけません。

BEACHTOWNのご利用について
●利用料　各都度利用プランより20％割引　
●「ヨガアウトドアプログラム」「ツアー」
　　各施設HPより事前にご予約・決裁が必要です。ご予約時に20％割引用のクーポンコード「RNS2403CL」を入力ください。
●「ボルダリング」「ロッカーシャワー」
　　事前予約不要です。直接フロントへお越しください。

施設名 住所
サービス詳細

BLUE多摩川アウトドアフィットネスクラブ ○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

BEACHTOWN日比谷公園

Community Park YASHIO

東京都狛江市東和泉4-11-21

埼玉県八潮市大瀬1-1-3 フレスポ八潮2F

Community Park OTSUKYO 滋賀県大津市二本松1-1「ブランチ大津京」内

東京都千代田区日比谷公園1-5
（日比谷公園内「緑と水の市民カレッジ」2階）

ヨガアウトドア
プログラム ボルタリング ロッカー・シャワー ツアー

https://tarp-pro.jp/user/blue-tamagawa

https://tarp-pro.jp/user/beachtown-hibiyapark

https://tarp-pro.jp/user/communitypark-otsukyo

https://tarp-pro.jp/user/communitypark-yashio


