
グランツフィットネス
見学無料 予約不要 お気軽にお越しください

tel.054-237-1076
【受付時間】平　日／10:00～21:00
　　　　　土曜日／9:30～17:30
【 休講日】日曜日・月末30・31日、他 GW・夏季休暇・年末年始

〈スイミングスクール〉
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 〒422-8036
静岡県静岡市駿河区敷地1丁目18-28・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

フィットネス会員プラン・料金のご案内

入会手続きにご用意いただくもの ■キャッシュカード　■印鑑（認印可）　■次月月会費
■ご本人様確認のできる証明書（運転免許証、保険証、パスポート、外国人登録証のいずれか。）　※クレジットカードはご利用いただけません。

※記載されている表示金額はすべて消費税別です。※当クラブは16歳以上の方のご入会に限らせていただきますので、予めご了承ください。※ジム、プール、スタジオなどのトレーニングエリアは各コース終了時間の30分前まで利用制限時間となります。トレーニング
エリアの利用制限時間後の残り30分はスパエリア、休憩室等のご利用のみとさせていただきます。※お子様のスイミングスクール実施のため、プールの利用時間には多少制限があります。

レギュラー会員

ファミリー会員

アンダー30会員

プール会員

月～日

月～日

営業時間内で館内全施設（プール含む）

営業時間内で館内全施設（プール含む）
※二親等以内のご家族が当クラブに入会している方対象

（お子様のスイミングスクールも含む）

営業時間内で館内全施設（プール含む）
※満30歳以下の方対象

営業時間内でプールとスパエリア

平日
土曜
日・祝

10：00～23：00
10：00～21：00
10：00～19：00

平日
土曜
日・祝

10：00～23：00
10：00～21：00
10：00～19：00

会員種別 登録手数料入会金 月会費 ご利用可能施設ご利用時間ご利用曜日

円7,500 （税別）

円6,500 （税別）

デイ会員 月～金 平日18：00まで館内全施設（プール含む）平日 10：00～18：00

円5,000
（税別）

円3,000
（税別）

円9,500 （税別）
1番
人気

円7,000 （税別）お得！

円7,800 （税別）
オス
スメ

tel.054-260-7235
【営業時間】平日／10:00～23:00　土曜日／10:00～21:00
　　　　　日・祝日／10:00～19:00
【 休館日】木曜日、夏季休暇・年末年始

〈フィットネス・カルチャー〉レッスン内容、コースなど詳しい情報は
お問い合わせください。

WEBで体験・入会の
予約ができます！
店頭での手続きが
スムーズです。

ヶ月ファーストサポート！！3あなたの目標達成に向けてサポートします！
「入会しても何から始めればいいのかわからない…。」そんな不安
を3ヶ月ファーストサポートで解消！スムーズにフィットネスライフをス
タートできるよう一人ひとりのためにオリジナルメニューを組み、目標
設定から実践まで全力でサポートいたします。

無料
安
心
！！

初
心
者
で
も

介護予防デイ・グランツ

岩盤HOTスタジオ
温めた天然鉱石の遠赤外線効果

岩盤浴

初心者から上級者まで
スタジオプログラム

Caféでのんびり
栄養補給

高性能マシンで効率よく
目標達成
ジムエリア

円

今なら

円

今なら

円

今なら
初
月
分



よくあるご相談
何もないところでつまずくことが増えた

長時間歩くことに不安がある
退院後も継続的に
運動を続けたい
脳梗塞などによる
マヒ症状を改善したい

お気軽にご相談ください！

介護保険サービスを受けるには
認定を受ける必要があります

行き帰りがとっても安心！

新しくなって登場！

無料送迎バス運行中！無料送迎バス運行中！

ジュニア

ベビー

週1回

週2回

フリー

月4回

月8回

コース 入会金 月会費

円7,300 （税別）

円8,300 （税別）

円6,667 （税別）

円5,800 （税別）

円6,000 （税別）円0円5,000
（税別）

1ヶ月お試し
キャンペーンからの
ご入会で

※6ヶ月間ご継続の方に限ります

キッズスイミングスクールキッズスイミングスクール38年の実績!38年の実績!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大人からお子様まで
気軽に楽しく学べる カルチャースクール

※講座開講スケジュールは変更になる場合がございます。

ハワイアン・フラ

［講師］香月 由佳里（フラ ハーラウ オ マカナニ静岡校講師）

第2・3・4金曜日 11：00～12：00
曜日 時間

円6,000 （税別） 円4,800 （税別）

月会費 家族割引月会費

大人のカンタン英会話入門

［講師］Bruce Cunningham ブルース カニングハム

第2・4水曜日 13：30～14：30
曜日 時間

円4,000 （税別）

円1,000 （税込）

円3,200 （税別）

月会費 家族割引月会費

［講師］Rheena Omura 大村リーナ 

時
間

キッズ英会話教室 送迎バス有り

第2・3・4水曜日 16：20～17：20
曜日 時間

円4,500 （税別） 円3,600 （税別）

月会費 家族割引月会費

キッズ書道教室 送迎バス有り

第1・2・3・4火曜日
曜日

円4,000 （税別） 円3,200 （税別）

月会費 家族割引月会費

［講師］蝦名 凌郷えびな りょうきょう（書之花会師範）

送迎バス
有りキッズフラ 

15：15～16：15（4歳～6歳）
16：20～17：20（1～3年生）
17：30～18：30（4～6年生）

時間
15：15～16：15、16：20～17：20
17：30～18：30

20％割引！家族割引で
月会費が

ご家族のどなたかが
「フィットネス会員またはスイミングスクール会員」の方は

月会費が20%割引となります。
※教材・テキスト代は等は割引対象外となります。

CULTURE SCHOOL

まずは体験から！

毎月1回目のレッスンのみ

体験無料

体験料

［講師］香月 由佳里（フラ ハーラウ オ マカナニ静岡校講師）

みんなで踊る楽しさをココロとカラダ
で感じ、自分を表現する力や積極性、
自信を身につけます。覚えたダンスは
様々な場所で発表する場があり、子
供達が踊っている姿は、思わず微笑
んでしまうほど可愛らしいですよ♪

第1・2・3・4月曜日
曜日

円6,000 （税別） 円4,800 （税別）

月会費 家族割引月会費

1日無料体験随時受付中1日無料体験随時受付中

16：20～満員御礼！

WORK SHOP
～ワークショップ～

グランツ会員ではない方や
親子での参加もOK！

※キャンセルは3日前までにお願いいたします。

グランツフィットネスのフロント、
またはお電話でご予約ください。

【受講料】1,500円(税込)
9/29（金）10：30～12：00
生後2か月～OK！

ベビーマッサージ教室
生きるげんきリハビリで生きるげんきリハビリで生きるげんきリハビリで生きるげんきリハビリで生きるげんきリハビリで生きるげんきリハビリで

ご本人、ご家族
ケアマネージャー様も見学・体験随時ご予約受付中！

自分にあったペースで楽しく元気に。
フィットネスクラブのような短時間デイサービス

4月よりスタート！

利用者様の
ご自宅付近まで
送迎いたします【受付時間】月～土/9：00～16：00

【提供時間】月～土/①9：00～②10：30～③12：30～tel.054-260-7206

①カラダにやさしい！

運動神経は「生まれつき」だと思っていませんか？じつは、
幼児期にどれくらいカラダを動かしたかによって、運動能
力は決まります。運動能力の伸びに大きな影響を与える
神経系は、2～4歳で発達し、5～6歳で80％程度ができ
あがると考えられています。だからこそ、子どもが小さな
ときに、カラダを動かす習慣を取り入れてほしいのです。

⑤運動神経が良くなる！

②風邪をひきにくくなる！ ③健康的なカラダになる！

④無理なくしっかり運動できる！

なんで、スイミングがいいの？

円円
入
会
金

体験後
1ヶ月以内に
ご入会
いただくとさらに！

※ジュニアスイミング無料送迎バス有 ※通う曜日・時間は固定させて頂きます。 
※ベビースイミング月4回は、水曜10：00～10：45、金曜11：00～11：45を自由に選択できます。

ベビースイミング
月4回6,000円（税別）

ジュニアスイミング
週1回5,800円（税別） 3,612円（

税
別
）

※6ヶ月間ご継続の方に限ります

10月

子どもの怪我が心配…という方
でも、水泳なら安心。浮力がカラ
ダへの負担を軽減するため、発達
中の子どもにも最適です。さら
に、リラクゼーション効果で夜ぐっ
すり眠れるように！

プールでカラダを動かすと、スピー
ドや動く量に応じて水の抵抗（負
荷）がかかり、筋肉や肌へと刺激を
与えてくれます。体力に応じた適
度な負荷で、無理なくしっかり運動
できます。

水の中では熱が放出されやすい
ため、カラダが自然と体温を一定
に保とうとします。これこそが体
温調節のトレーニングになり、風
邪をひきにくいカラダづくりへと
つながります。

プールの中では全身に水圧がか
かるため、血液のめぐりが良くな
ります。さらに、水泳時は腹式呼吸
になるため、呼吸筋が鍛えられて
心肺機能が活発になるというメ
リットも！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

要支援1 要支援2 事業対象者

なぜスイミングは、今も昔もはじめての習い事として人気があるのでしょうか。
そこには、子どものカラダとココロにうれしいたくさんの理由があります。

お母さん
必見！

有酸素運動筋力トレーニング レッドコード プール ノルディックウォーキング

静岡市
唯一

たった30分で
カラダは変わる！ペアストレッチ

トレーナーがマンツーマンで行うストレッチです。日頃のカラダの
癖や疲れによって凝り固まってしまった筋肉は、姿勢を悪くし、疲
れが取れづらいカラダにしてしまいます。ココロもカラダもリラッ
クスした状態で筋肉を伸ばすことができるので、１人では伸ばす
ことが難しかった筋肉も、効果的に伸ばすことができます。

円2,50030分 （税込）

1回

円8,0004回分 （税込）

回 数 券

（1回30分2,000円（税込））

完全個室での
マンツーマンストレッチ

カラダの不調、感じていませんか？
体がかたい 疲れがとれない 肩こり腰痛がある

柔軟性UP 運動パフォーマンスの向上
疲労回復 睡眠の質UP

効果


