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行き帰りがとっても安心！

無料送迎バス運行中！無料送迎バス運行中！

キッズスイミングスクールキッズスイミングスクール

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CULTURE SCHOOL

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

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）

※講座開講スケジュールは変更になる場合がございます。

キッズ・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

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 キッズ書道教室 送迎バス有り 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）

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。

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

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

38年の実績!38年の実績!

お子様連れ、
マタニティの方もOK！

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！ 【受講料】1,500円(税込)

3/20（火）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

月額月額

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！ 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

1,6921,692

tel.054-260-7235

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

要支援1 要支援2 事業対象者

プール

静岡市
唯一

フィットネスクラブのような
短時間デイサービス

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

※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。

※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
）

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）

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

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！

※6ヶ月間ご継続の方に限ります

・ 静岡市清水区 北川牧場 “TEA豚 肩ロース 2kgオーバーの塊肉” 
・ 富士宮市 青木養鶏場 “富士の鶏 SBTオリジナルジャークチキン”  ・ 富士市 長谷川農産 “ブラウンマッシュルーム”
・ 浜松市 ホットファーム “アップルスタートマト”・浜松市 多治見さん“バターナッツカボチャ”
・ 浜松市 アイファーム“ブロッコリー”

【申込締切】 【お問い合わせ】
※キャンセル料：２日前70%、前日・当日100%
※小学生以上のBBQワークショップでは刃物を使ったレクチャーは一切いたしません。

産地直送！
BBQ
メニュー

プログラム

料 金

11:00～12:00 ヨガ体験教室
12:30～14:00 産地直送！BBQパーティー

開催場所
グランツフィットネス
※BBQ時は、屋内のグランツカフェも開放しますので
   温かくお過ごし頂けます。
大人：3,500円　小学生以上：2,500円　未就学児：無料
※ソフトドリンク飲み放題付き

4月1ヶ月1ヶ月お試しキャンペーンお試しキャンペーン

グランツフィットネス

円～円～

3/29（木）

3/21（水）

11：00～14：00ヨガ体験 ＆ 産直BBQパーティー開催！
非会員様参加OK！ お子様連れ大歓迎♪

「ヨガ体験教室」で気持ち良く汗を流した後、SHIZUOKA BBQ TERRACEプロデュース
による新鮮な静岡食材の「産直BBQパーティー」で、心も体もリセットしてみませんか？お
子様連れでのご参加大歓迎！ヨガ体験教室は、小さなお子様（未就学児様）と一緒にご
参加可能。小学生以上のお子様向けには、BBQインストラクターと一緒にBBQの下ご
しらえと美味しくお肉を焼けるようになるワークショップを開催。BBQパーティーでは、
BBQインストラクターが新鮮な静岡食材を一番美味しい焼き加減でご提供いたします。

20185 13 日

楽しいことが目白押し！お友達を誘って遊びに行こう！
普段グランツに来ている人も来ていない人もお友達、
ご家族みーんな誘ってグランツに集合！ グランツフェスタ

開催決定 親子で♪
プール無料開放
無料ハンドマッサージ

お野菜販売

無料
体組成測定 フェスタ限定イベントも多数あります！

4/2 月 4/28 土

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・開催内容は随時決定♪


