
フィットネスクラブ ＴＥＬ 定期休館日 郵便番号 住所

スポーツクラブNAS東札幌 011-823-7770 毎週月曜日 003-0004 北海道札幌市白石区東札幌四条1-1-1　ｲｰｱｽ札幌Bﾀｳﾝ2F

ダンロップスポーツクラブ札幌 011-723-5123 毎週木曜日 065-0008 札幌市東区北８条東９丁目1-2

スポーツクラブNAS札幌 011-667-7711 毎週月曜日 063-0062 北海道札幌市西区西町南6-1　西友西町店4Ｆ

パウスポーツクラブ 019-637-6311 不定休※１ 020-0831 岩手県盛岡市三本柳7-66-1

スポーツアカデミー　一　関 0191-21-4139 毎週月曜日 021-0884 岩手県一関市大手町3-48

グラン・スポール上杉 022-222-7447 毎月2日・20日 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-14-15

グラン・スポール八幡 022-266-8871 毎週金曜日 980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡3-1-50　ﾚｷｼﾝﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ八幡2F

グラン・スポール あすと長町 022-308-7477 毎月2日・20日 982-0007 仙台市太白区あすと長町1-4-50　スーパースポーツゼビオあすと長町店2F

ダンロップスポーツクラブ仙台 022-297-0651 毎週木曜日 983-0803 宮城県仙台市宮城野区小田原1-10-1

スポーツアカデミー　石　巻 0225-24-9815 毎週日曜日 986-0848 宮城県石巻市新館一丁目2番3号

スポーツアカデミー　佐　沼

※提携終了：2022年9月30日
0220-22-9340 毎週月曜日 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江3-8-1

スポーツメイト･ウィン福島 024-533-4111 29日,30日,31日 960-8072 福島県福島市北中央1-33

スポーツメイト・ウィン郡山 024-962-4333 毎月末 29日・30日・31日 963-8041 福島県郡山市富田町下小次郎木33-2

スポーツクラブ・ライフ 024-935-3565 毎週水曜日 963-8051 福島県郡山市富久山町八山田字八蒔山1-7

スポーツアカデミー　相　馬 0244-36-7085 毎週月曜日 976-0042 福島県相馬市中村字塚田57

スポーツクラブNAS長岡 0258-33-2632 毎週月曜日 940-0081 新潟県長岡市南町1-5-7　ロイヤルプラザ長岡2Ｆ

スポーツアカデミー　柏　崎 0257-24-7311 毎週日曜日 945-0834 新潟県柏崎市常盤台2-28

スポーツクラブNAS新潟 025-288-2001 毎週月曜日 950-0965 新潟県新潟市中央区新光町1-24

グンゼスポーツ富山 076-424-8801 毎月15日と月末日 930-0084 富山県富山市大手町6-14　富山市民プラザ内 
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The corporate membership plan of the common use fitness club

フィットネスクラブ共通法人会員制度

全国に広がる

クラブネットワーク

ティップネス、コ･ス･パ、提携クラブの

ネットワークにより多くの方にとって

利便性の高い環境を構築いたします。

北海道エリア〔３エリア〕

北陸エリア〔６エリア〕

中国エリア〔１９エリア〕

九州エリア〔９エリア〕

四国エリア〔９エリア〕

関西エリア〔５３エリア〕

中京・東海エリア〔１６エリア〕

関東エリア〔１１０エリア〕

東北エリア〔１２エリア〕

全国２３７店舗（2022年7月現在）
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フィットネスクラブ ＴＥＬ 定期休館日 郵便番号 住所

グンゼスポーツ富山レガートスクエア店 076-422-6780 毎月15日・月末 930-0083 富山県富山市総曲輪4-4-3（総曲輪レガートスクエア内）

スポーツアカデミー　小矢部 0766-68-0558 毎週日曜日 932-0836 富山県小矢部市埴生2-1

スポーツクラブNAS赤坂 03-5510-4001 第2日曜日 100-0014 東京都千代田区永田町2-13-10　ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙﾀﾜｰ2F

ﾌｨｯﾄﾈｽ＆ｽﾊﾟＮＡＳﾙﾈｻﾝｽﾘﾊﾞｰｼﾃｨｰ21 03-5548-5501 毎週金曜日 104-0051 東京都中央区佃2-2-9 　リバーシティ内

スポーツクラブNAS勝どき 03-5560-9101 毎週月曜日 104-0054 東京都中央区勝どき1-1-1　ﾌﾟﾗｻﾞ勝どき A棟2F 

ティップネス六本木 03-5474-3531 毎月第2日曜  第3木曜 106-0032 東京都港区六本木6-6-9 ﾋﾟﾗﾐﾃﾞﾋﾞﾙB1F

スポーツクラブNAS町屋 03-3892-5821 毎週月曜日 116-0002 東京都荒川区荒川6-4-9

スポーツクラブNAS西日暮里 03-6458-3321 毎週木曜日 116-0013 東京都荒川区西日暮里5-20-1

ティップネス綾瀬 03-5673-5771 毎週木曜日 120-0005 東京都足立区綾瀬3-14-16　ｴﾃﾞｨﾌｨｽ山陽

ダンロップスポーツクラブ綾瀬 03-3690-7997 毎週木曜日 124-0001 東京都葛飾区小菅4-10-3

ティップネス新小岩 03-5654-3531 毎週木曜日 124-0025 東京都葛飾区西新小岩1-2-1

ティップネス瑞江 03-5664-3901 毎週火曜日 132-0011 東京都江戸川区瑞江4-44-20

スポーツスパ アスリエ一之江 03-3651-4848 毎週木曜日 132-0024 東京都江戸川区一之江8-11-1

ティップネス小岩 03-5612-5047 毎週水曜日 133-0057 東京都江戸川区西小岩1-28-4

ティップネス木場 03-5617-3531 毎週火曜日 135-0042 東京都江東区木場1-5-10

スポーツクラブオッソ南砂 0077-78-0550 毎週金曜日 136-0076 東京都江東区南砂6-7-15

ティップネス五反田 03-3441-3531 毎月6･22日 141-0022 東京都品川区東五反田2-3-3

スポーツクラブNAS大崎 03-5496-0827 毎週月曜日 141-0032 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）

スポーツスパ アスリエ旗の台 03-5702-4848 毎週木曜日 142-0064 東京都品川区旗の台3-14-12

ティップネス蒲田 03-5713-8812 毎週水曜日 144-0052 東京都大田区蒲田5-28-8　she-Bopﾋﾞﾙ 3～5F

ティップ.クロスTOKYO 渋谷 03-3770-3531 毎月4･20日 150-0042 東京都渋谷区宇田川町16-4

ティップネス三軒茶屋 03-5433-1171 毎週木曜日 154-0004 東京都世田谷区太子堂2-15-5

ティップネス明大前 03-5355-3671 毎週水曜日 156-0043 東京都世田谷区松原2-46-1 ﾌﾚﾝﾃ明大前　3～5F

スポーツクラブNAS芦花公園 03-5316-4501 毎週木曜日 157-0062 東京都世田谷区南烏山1-10-22

ティップネス喜多見 03-5761-3371 毎週水曜日 157-0067 東京都世田谷区喜多見9-25-8

ティップネス東新宿 03-5291-9830 毎週木曜日 160-0022 東京都新宿区新宿6-27-30新宿イーストサイドスクエアＢ１Ｆ

ティップネス中野 03-3383-3531 毎月5･21日 164-0001 東京都中野区中野2-25-6

ティップネス下井草 03-3301-7667 毎週月曜日 167-0022 東京都杉並区下井草2-40-17

ティップ.クロスTOKYO池袋 03-5992-2255 毎月10･26日 171-0021 東京都豊島区西池袋1-3-1 東武百貨店ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ2 2～5F

ティップネス練馬 03-5946-1351 毎週木曜日 176-0001 東京都練馬区練馬1-5-16

ティップネス氷川台 03-5946-1251 毎週水曜日 176-0002 東京都練馬区桜台3-34-2

ティップネス大泉学園 03-3925-1811 毎週金曜日 178-0063 東京都練馬区東大泉1-27-14

スポーツクラブNAS光が丘 03-3976-2811 毎週月曜日 179-0072 東京都練馬区光が丘5-1 ＩＭＡｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ専門店街5Ｆ

ティップネス東武練馬 03-3559-3711 毎週月曜日 179-0081 東京都練馬区北町2-22-17

ティップネス吉祥寺 0422-43-3531 毎週木曜日 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-2-5

スポーツクラブNAS吉祥寺 0422-48-2241 毎週月曜日 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-27-1

ティップネス国領 042-483-0820 毎週月曜日 182-0022 東京都調布市国領町2-10-1

ティップネス国分寺 042-329-1511 毎週金曜日 185-0012 東京都国分寺市本町4-12-1

ティップネス田無 042-450-0808 毎週金曜日 188-0011 東京都西東京市田無町4-28-17

ティップネス町田 042-722-3531 毎週水曜日 194-0013 東京都町田市原町田6-7-8 町田TIP'S 5～7F

スポーツクラブNAS聖蹟桜ヶ丘 042-337-2700 毎週月曜日 206-0011 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

スポーツクラブNAS永山 042-371-4111 毎週月曜日 206-0024 東京都多摩市諏訪2-12　ＡＣＲＯＳﾋﾞﾙ4Ｆ

スポーツクラブNAS若葉台 042-350-5400 毎週金曜日 206-0824 東京都稲城市若葉台2-1-1　ﾌﾚｽﾎﾟ若葉台EAST3F

スポーツクラブNAS高尾 042-673-6591 毎週木曜日 193-0834 東京都八王子市東浅川町550-1　イーアス高尾2Ｆ

スポーツクラブNAS西葛西 03-6456-0645 毎週木曜日 134-0088  東京都江戸川区西葛西6-15-24

東京都

関東エリア

福井県
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フィットネスクラブ ＴＥＬ 定期休館日 郵便番号 住所

ティップネス王子 03-5902-3373 毎週火曜日 114-0002 東京都北区王子1-10-17　ヒューリック王子ビル6－9階

ティップネス川崎 044-230-3531 毎週水曜日 210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-11-17　日土地ﾋﾞﾙ3F

スポーツアカデミー　新　城 044-777-4782 毎週月曜日 211-0042 神奈川県川崎市中原区下新城1-3-17

スポーツクラブNAS新川崎 044-201-7581 毎週木曜日 212-0032 神奈川県川崎市幸区新川崎5-2　シンカモール４Ｆ

スポーツスパ アスリエ生田 044-931-4848 毎週木曜日 214-0038 神奈川県川崎市多摩区生田7-5-5

ティップネス新百合ヶ丘 044-969-1811 毎週木曜日 215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1 小田急新百合ヶ丘ｴﾙﾐﾛｰﾄﾞ7F

スポーツスパ アスリエ鷺沼 044-853-0001 毎週木曜日 216-0004 神奈川県川崎市宮前区鷺沼3-3-8

ティップネス宮前平 044-862-7380 毎週木曜日 216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-1

ティップネス宮崎台 044-856-0028 毎週金曜日 216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎2-10-10

ティップネス横浜 045-328-3610 毎月5日・21日 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ﾊﾏﾎﾞ-ﾙｲｱｽ 3F

スポーツスパ アスリエ大倉山 045-533-4848 毎週木曜日 222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山3-58-17

ティップネス鴨居 045-938-4761 毎週水曜日 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4261-5

スポーツクラブNAS溝の口 044-328-9950 毎週木曜日 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-12-2

スポーツクラブNAS中山 045-507-5361 毎週木曜日 226-0014 神奈川県横浜市緑区台村町135-5　パーシモンプラザ3Ｆ

ティップネス鶴見 045-508-2081 毎週木曜日 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-3-4　鶴見えんため館４F～７F

ダンロップスポーツクラブ金沢文庫 045-701-7997 毎月末2日 236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2-3-1

ティップネス二俣川 045-360-3531 毎週水曜日 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川1-6-1

スポーツクラブNAS南林間 046-204-8521 毎週木曜日 242-0006 神奈川県大和市南林間1-2-16

スポーツクラブNAS戸塚 045-869-6381 毎週木曜日 244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町55-1

スポーツクラブNAS瀬谷 045-459-9551 毎週水曜日 246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4-7-5

ティップネス藤沢 0466-25-6262 毎月火曜日 251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町13-1

ダンロップスポーツクラブ藤沢 0466-26-7997 毎週木曜日 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢109-6  湘南NDﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ5F

スポーツスパ アスリエ相模原 042-754-4848 毎週木曜日 252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原5-7-5

スポーツクラブNAS湘南台 0466-47-7081 毎週水曜日 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-7-7

スポーツクラブNAS藤沢 0466-21-8981 毎週木曜日 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢490-1

ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎 0467-59-1795 毎週木曜日 253-0085　 神奈川県茅ヶ崎市矢畑782

ダンロップスポーツクラブ平塚 0463-24-7997 毎週木曜日 254-0807 神奈川県平塚市代官町1-16

スポーツクラブNAS平塚 0463-73-6079 毎週木曜日 254-0043 神奈川県平塚市紅谷町６－７

ティップネス蘇我 043-209-5121 毎週水曜日 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町50-2 ﾊｰﾊﾞｰｼﾃｨ蘇我内

スポーツクラブNAS稲毛海岸 043-277-5211 毎週月曜日 261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲3-8-1

ダンロップスポーツクラブ幕張 043-299-7997 毎月末 261-8577 千葉県千葉市美浜区中瀬1-10-1ｷｯﾂﾋﾞﾙ内

KEIYO スポーツクラブNASおゆみ野 043-291-2811 毎週月曜日 266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野5-43-2

ダンロップスポーツクラブ流山おおたかの森 04-7156-2795 毎週木曜日 270-0114　 千葉県流山市東初石6-183-1　5・6F

ダンロップスポーツクラブ北松戸 047-331-5197 毎週木曜日 271-0064　 千葉県松戸市上本郷358 

スポーツクラブNAS松戸 047-361-2188 毎週月曜日 271-0091 千葉県松戸市本町4-1

ティップネス南行徳 047-307-6231 毎週水曜日 272-0143 千葉県市川市相之川4-9-10

ティップネス船橋 047-425-7333 毎週月曜日 273-0005 千葉県船橋市本町6-4-21

スポーツクラブNAS西船橋 047-431-0345 毎週月曜日 273-0025 千葉県船橋市印内町640

スポーツクラブNAS新鎌ケ谷 047-446-3900 毎週月曜日 273-0107 千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1　ｱｸﾛｽﾓｰﾙ新鎌ケ谷3F

ダンロップスポーツクラブ南柏 04-7176-7997 毎週木曜日 277-0075 千葉県柏市南柏中央3-2　ｷｭｱ・ﾗ内

ダンロップスポーツクラブ浦安 047-354-7552 不定期 279-0022 千葉県浦安市今川4－1－40

ダンロップスポーツクラブ公津の杜 0476-26-1791 毎週木曜日 286-0048 千葉県成田市公津の杜1-10-1

スポーツスパ アスリエ与野 048-833-8282 毎週木曜日 330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-3-6

スポーツクラブNAS武蔵浦和 048-710-6911 毎週月曜日 336-0021 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

スポーツクラブNAS東大宮 048-688-7700 毎週月曜日 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-35-1

埼玉県

千葉県

神奈川県

fitness club network 3   



フィットネスクラブ ＴＥＬ 定期休館日 郵便番号 住所

ダンロップスポーツクラブ日進 048-661-1795 毎週木曜日 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町2-1916-8イスタ！日進3・4F  

ティップネス川口 048-242-0381 毎週木曜日 332-0017 埼玉県川口市栄町3-7-1　CASTY川口　8～10F

ダンロップスポーツ川口 048-257-5151 毎月１５日と月末日 332-0033 埼玉県川口市並木元町1－64

グンゼスポーツ川口 048-283-1921 毎月15日 333-0834 埼玉県川口市安行領根岸3180 イオンモール川口グリーンシティ内

ダンロップスポーツクラブ川口元郷 048-420-9802 毎週木曜日 332-0011 埼玉県川口市元郷2丁目15-3　ライオンズスクエア川口

ティップネス草加 048-929-1231 毎週木曜日 340-0034 埼玉県草加市氷川町2127-13 草加TIP'S 4～6F

コ・ス・パ松原 048-946-5522 毎週木曜日 340-0041 埼玉県草加市松原1-2-15

ティップネス久喜 0480-26-1533 毎週水曜日 346-0003 埼玉県久喜市久喜中央4-7-41

スポーツクラブNAS川越 049-226-3100 毎週月曜日 350-0046 埼玉県川越市菅原町23　ｱﾄﾗﾝﾀﾋﾞﾙ壱号館4Ｆ

ダンロップスポーツクラブ南古谷 049-230-1795 毎週木曜日 350-0026 埼玉県川越市泉町1-1　ウニクス南古谷

スポーツスパ アスリエ鶴瀬 049-268-7575 毎週木曜日 354-0024 埼玉県富士見市鶴瀬東2-22-25

ティップネス武蔵藤沢 04-2901-1800 毎週水曜日 358-0012 埼玉県入間市東藤沢3-4-3　ｸﾞﾘｰﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ武蔵藤沢内

スポーツスパ アスリエ熊谷 048-525-6363 毎週木曜日 360-0037 埼玉県熊谷市筑波3-202

スポーツスパ アスリエ鴻巣 048-540-4848 毎週木曜日 365-0038 埼玉県鴻巣市本町1-2-1

ダンロップスポーツクラブ春日部 048-793-4427 毎週月曜日 344-0122 埼玉県春日部市下柳1520

グンゼスポーツ前橋 027-235-5679 毎週火曜 371-0033 群馬県前橋市国領町2-15-10

ティップネス太田 0276-60-2651 毎週水曜日 373-0807 群馬県太田市下小林町534-11

スポーツアカデミー　土　浦 029-822-7530 毎週月曜日 300-0033 茨城県土浦市川口1-11-5　TCビル5F

アックアセレーナ 029-847-0470 毎月末日 300-2635 茨城県つくば市東光台4-18-2

ダンロップスポーツクラブ水戸 029-301-1281 毎週木曜日 310-0852 茨城県水戸市笠原町978-39

ダンロップスポーツクラブつくば 029-893-5100 毎週木曜日 305-0071 茨城県つくば市稲岡66-1　外部棟L区画

スポーツクラブベル・フィットネス 028-613-5115 毎週木曜日 321-0904 栃木県宇都宮市陽東6-5-1　ＴＯＨＯシネマズ1Ｆ

ジェイマックス 0545-57-1000 毎週月曜 417-0056 静岡県富士市日乃出町26-1

ティップネス藤枝 054-634-3711 毎週木曜日 426-0067 静岡県藤枝市前島1-2-1　JR藤枝駅南口オーレ藤江8・9F

ティップネス浜松葵東 053-414-3661 毎週木曜日 433-8114 静岡県浜松市中区葵東2-13-7

遠鉄スポーツクラブ・エスポ浜松 053-462-4411 エスポⅠ日曜日 エスポⅡ　16日 430-0903 静岡県浜松市中区助信町51-5

遠鉄スポーツクラブ・エスポ袋井 0538-42-6350 月末 437-0065 静岡県袋井市堀越371-1

アイレクススポーツクラブ田原

※提携終了：2023年1月31日
0531-24-4888 毎週木曜日 441-3421 愛知県田原市田原町萱町１　ｾﾝﾄﾌｧｰﾚ内

アイレクススポーツクラブＧＲＡＮＤＥ

※提携終了：2023年1月31日
0533-84-0700 毎週木曜日 442-0029 愛知県豊川市末広通3-45-1

グンゼスポーツ スカイガーディン 052-523-1726 毎月15日と月末日 451-0014 愛知県名古屋市西区又穂町6ー8

グンゼスポーツ ワンダーシティ 052-505-1800 毎月15日と月末日 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40　ｽﾎﾟｰﾂ棟１F・２F 

スポーツクラブNAS大高 052-883-8921 毎週木曜日 459-8013 愛知県名古屋市緑区高根山一丁目1501番地

ティップネス上飯田 052-910-1631 毎週水曜日 462-0866 愛知県名古屋市北区瑠璃光町4-7　太陽ｻｳﾝﾄﾞｵﾝﾋﾞﾙ3･4F

アイレクススポーツクラブＰＲＥＭＩＡ

※提携終了： 2023年1月31日
0565-37-8858 毎週木曜日 471-0027 愛知県豊田市喜多町2-160　ｺﾓ・ｽｸｴｱ　ｳｴｽﾄ3F

アイレクススポーツクラブ豊田

※提携終了：2023年1月31日
0565-25-1211 毎週木曜日 471-0855 愛知県豊田市柿本町3-2-1

ティップネス江南 0587-53-6311 毎週木曜日 483-8342 愛知県江南市松竹町上野205　ｳﾞｨｱﾓｰﾙ江南2F

スポーツクラブNASサンマルシェ 0568－92－1718 毎週月曜日 487-0011 愛知県春日井市中央台2-1-11

スポーツクラブNAS稲沢 0587-96-7000 毎週木曜日 492-8218 愛知県稲沢市西町3-15-54

愛知県

関西エリア

中京・東海エリア

岐阜県

静岡県

栃木県

茨城県

群馬県
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フィットネスクラブ ＴＥＬ 定期休館日 郵便番号 住所

スポーツクラブNAS大津一里山 077-547-0808 毎週月曜日 520-2153 滋賀県大津市一里山7-1-1  ﾌｫﾚｵ大津一里山内

グンゼスポーツ 南草津レイクブルー 077-566-5101 毎月15日と月末日 525-0050　 滋賀県草津市南草津2-5-6

スポーツクラブNASなんばパークス 06-6648-7355 毎週火曜日 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70　なんばﾊﾟｰｸｽT-terrace1F 101号

コ・ス・パ塚本 06-6101-2071 毎週木曜日 532-0026 大阪府大阪市淀川区塚本1-19-12

ティップネス京橋 06-6352-3531 毎週火曜日 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町2-1-38 ﾎﾃﾙ京阪京橋6･7F

グンゼスポーツ桜宮 06-6925-3440 毎月１０日、 ２０日、月末 534-0027 大阪府大阪市都島区中野町5-13-4

コ・ス・パ鶴見緑地 06-4257-5280 毎週木曜日 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見5-10-30

ティップネス天王寺 06-6626-3531 毎週金曜日 545-0053 大阪府大阪市阿倍野区松崎町1-2-8 天王寺都ﾎﾃﾙ新館3･4F

スポーツクラブNASあべの 06-6115-7530 毎週木曜日 545-0053 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2-3-47

スポーツクラブNAS大阪ドームシティ 06-6582-8002 毎週月曜日 550-0025 大阪府大阪市西区九条南1-12-33　ﾌｫﾚｵ大阪ﾄﾞｰﾑｼﾃｨ3F

コ・ス・パ豊中少路 　 06-6842-2545 毎週火曜日 560-0004 大阪府豊中市少路1-9-20

コ・ス・パみのお 072-720-6260 毎週木曜日 562-0013 大阪府箕面市坊島4-1-24　箕面ﾏｰｹｯﾄﾊﾟｰｸｳﾞｨｿﾗWｅｓｔ2

ティップネス石橋 072-762-1811 毎週水曜日 563-0023 大阪府池田市井口堂3-1-5

コ・ス・パ吹田 06-6369-0860 毎週月曜日 564-0082 大阪府吹田市片山町1-1-301　ﾒﾛｰﾄﾞ吹田1番館2・3Ｆ

ティップネス高槻 072-686-2720 毎週木曜日 569-0805 大阪府高槻市上田辺町1-36

グンゼスポーツ枚方 072-841-0506 毎月15日と月末日 573-0032 大阪府枚方市岡東町14-51

コ・ス・パ住道 072-869-4192 毎週火曜日 574-0046 大阪府大東市赤井1-4-1ポップタウン住道オペラパーク４F

コ・ス・パ八尾 072-995-2200 毎週火曜日 581-0802 大阪府八尾市北本町2-13-24

コ・ス・パ藤井寺 072-931-3456 毎週木曜日 583-0027 大阪府藤井寺市岡2-8-41　ｿﾘﾔﾋﾞﾙ4F

グンゼスポーツはびきの 072-937-3315 毎週月曜 583-0885 大阪府羽曳野市南恵我之荘4-237-4　はびきのｺﾛｾｱﾑ2Ｆ

グンゼスポーツ吹田ミリカ店 06-6878-5160 毎月15日・月末 565-0815 大阪府吹田市千里丘北1-7

コ・ス・パ金剛 072-368-6522 毎週木曜日 589-0011 大阪府大阪狭山市半田1-1186-3

コ・ス・パさかい 072-225-6265 毎週木曜日 590-0014 大阪府堺市堺区田出井町1-1-400　ﾍﾞﾙﾏｰｼﾞｭ堺4F

スポーツクラブNAS鳳 072-349-7230 毎週木曜日 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町2-172-1

スポーツクラブNASなかもず 072-267-4545 毎週金曜日 591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町2-68

コ・ス・パ鳳 072-260-5422 毎週木曜日 593-8325 大阪府堺市西区鳳南町3-199-21

コ・ス・パ深井 072-276-0501 毎週火曜日 599-8273 大阪府堺市中区深井清水町3975

スポーツクラブNAS小阪 06-6743-6328 毎週木曜日 577-0036 大阪府東大阪市御厨栄町1-1-3

グンゼスポーツ吹田健都 06-6836-7319  毎週火曜日 564-0018 大阪府大阪市岸部新町5番45号　ビエラ岸辺健都５F

コ・ス・パ京都リサーチパーク 075-315-9155 毎週火曜日 600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町94

コ・ス・パ二条 075-803-3108 毎週木曜日 604-8414 京都府京都市中京区西ノ京小倉町17-1

コ・ス・パ松井山手 0774-68-1535 毎週火曜日 610-0356 京都府京田辺市山手中央2-3

コ・ス・パ桃山六地蔵 075-605-5735 毎週木曜日 612-8002 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下24-8

スポーツクラブＮＡＳ伏見桃山 075-604-5557 毎週月曜日 612-8061 京都府京都市伏見区竹中町609 

グンゼスポーツ　京都八幡店 075-971-6100 毎月15日と月末日 614-8294 京都府八幡市欽明台北3-1

コ・ス・パ長岡京 075-958-3140 毎週木曜日 617-0833 京都府長岡京市神足2-2-1　ﾊﾞﾝﾋﾞｵ2番館6F

スポーツクラブNAS学園前 0742-53-7782 毎週木曜日 631-0036 奈良県奈良市学園北1丁目2番11号

コ・ス・パ西大寺 0742-32-0700 毎週金曜日 631-0821 奈良県奈良市西大寺東町2-1-63　ｻﾝﾜｼﾃｨ西大寺ﾋﾞﾙ7F

グンゼスポーツ 橿原 0744-21-2600 毎月15日と月末日 634-0837 奈良県橿原市曲川町７丁目２０番１号　イオンモール橿原増床棟２Ｆ

コ・ス・パ王寺 0745-32-5454 毎週木曜日 636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺2-6-1　まさごビル4～6Ｆ

コ・ス・パ五位堂 0745-71-5110 毎週木曜日 639-0225 奈良県香芝市瓦口2286

コ・ス・パ西神中央 078-996-7721 毎週火曜日 651-2273 兵庫県神戸市西区糀台5-5-2、2-401

グンゼスポーツつかしん 06-6422-3911 毎月15日　月末 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1

兵庫県

奈良県

京都府

大阪府

滋賀県
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フィットネスクラブ ＴＥＬ 定期休館日 郵便番号 住所

ティップネス塚口 06-6428-5155 毎週木曜日 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町1-6-15

ティップネス武庫之荘 06-6439-3888 毎週水曜日 661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘1-4-1

グンゼスポーツ西宮 0798-37-0435 毎月15日と月末日 662-0943 兵庫県西宮市建石町1-6

タイガースフィットネスクラブ ラフィット 0798-40-5050 毎週月曜日 663-8177 兵庫県西宮市甲子園七番町1番27号

ティップネス宝塚 0797-83-0351 毎週木曜日 665-0845 兵庫県宝塚市栄町1-8-26

グンゼスポーツ川西 072-755-3119 毎週月曜 （祝日は営業) 666-0016 兵庫県川西市中央町7-18　ﾗ・ﾗ・ｸﾞﾗﾝﾃﾞ4・5Ｆ

スポーツクラブNASウッディタウン 079－565－5700 毎週月曜日 669-1322 兵庫県三田市すずかけ台2-3-1　えるむﾌﾟﾗｻﾞ3Ｆ

スポーツクラブNAS姫路 079－295－8484 毎週月曜日 670-0055 兵庫県姫路市神子岡前3-12-17　ｻﾞ・ﾓｰﾙ姫路6F

グンゼスポーツ西明石 078-929-5671 毎月15日と月末日 673-0041 兵庫県明石市西明石南町3-4－52

グンゼスポーツ　神戸ハーバー店 078-361-7700 毎月15日と月末日 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目５-１ザ・ライオンズ神戸ハーバーランド１F

エイブル岡山 086-252-3131 毎週木曜日 700-0053 岡山県岡山市北区下伊福本町1-33

グンゼスポーツ アイビースクエア 086-422-2001 毎月15日と月末日 710-0054 岡山県倉敷市本町16-54

グンゼスポーツ 岡山妹尾店 086-281-5511 毎月１５日と月末日 710-0203 岡山県岡山市南区古新田1125-1

OSKスポーツクラブ岡山 086-252-3111 第2火曜日 700-0028 岡山県岡山市北区絵図町1-50

OSKスポーツクラブ藤原 086-271-1711 毎週火曜日 703-8248 岡山県岡山市中区さい84-1

OSKスポーツクラブ総社 0866-94-0888 毎週火曜日 719-1156 岡山県総社市門田381

サンフラワーフィットネスクラブ 086-463-1331 毎月15日 701-0114 岡山県倉敷市松島1177川崎医大西

ＳＳＳスポーツプラザ岩国 0120-117-489 毎週木曜日 740-0034 山口県岩国市南岩国町1-20-38

ＳＳＳスポーツプラザ大内  0120-205-665 毎週火曜日 753-0211 山口県山口市大内長野460

ＳＳＳスポーツプラザ吉敷 0120-717-315 毎週木曜日 753-0814 山口県山口市吉敷下東1-6-15

ＳＳＳスポーツプラザ宇部 0120-660-836 毎週火曜日 755-0008 山口県宇部市明神町3-1-1

フィッタ神辺 084-960-0075 毎月月末日 720-2107 広島県福山市神辺町大字新道上字二丁目10-26

フィッタ広島 082-546-2266 毎月月末日 730-0044 広島県広島市中区宝町2-1

フィッタ坂 082-886-3660 毎月月末日 731-4312 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜三丁目2番11号

フィッタ庚午南 082-507-8060 毎月月末日 733-0823 広島県広島市西区庚午南2-34-13

エイブル広島 082-501-5666 毎週木曜日 733-0844 広島市西区井口台2-1-1

フィッタナタリー 0829-36-4656 毎月月末日 738-0054 広島県廿日市市阿品三丁目1-7

グンゼスポーツ イオンモール広島祇園店 082-875-0006 毎月１５日と月末日 731-0196 広島県広島市安佐南区祇園3-2-1イオンモール広島祇園別棟

フィッタ高陽 082-843-5211 毎月月末日 739-1741 広島県広島市安佐北区真亀一丁目1番35号

ハッピー徳島 088-664-2336 毎週月曜日 770-0871 徳島県徳島市金沢1-2-18

ハッピー阿南 0884-23-2336 毎週月曜日 774-0009 徳島県阿南市西路見町堤外40-6

ハッピー鴨島 0883-22-1991 毎週月曜日 776-0010 徳島県吉野川市鴨島町750

フィッタ松山 089-926-7751 毎月月末日 790-8567 愛媛県松山市宮西一丁目5-10

フィッタ重信 089-955-7007 毎月月末日 791-0245 愛媛県松山市南梅本町1296番地

フィッタ新居浜 0897-33-4609 毎月月末日 792-0802 愛媛県新居浜市新須賀町一丁目8番21号

フィッタ川之江 0896-57-2133 毎月月末日 799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町1121番地7

フィッタエミフルMASAKI 089-960-3210 毎月月末日 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850

フィッタ高知 088-828-8088 毎月月末日 780-8061 高知県高知市朝倉字榊甲183番地1

中国エリア

広島県

四国エリア

高知県

愛媛県

徳島県

山口県

岡山県

鳥取県
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フィットネスクラブ ＴＥＬ 定期休館日 郵便番号 住所

スポーツクラブNAS六本松 092-406-8830 毎週木曜日 810-0044 福岡県福岡市中央区六本松2-2-20

スポーツクラブNAS博多 092-433-3500 毎週月曜日 812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂1-14-46　ﾌｫﾚｵ博多3Ｆ

スポーツクラブNAS姪浜 092-892-1011 毎週金曜日 819-0005 福岡県福岡市西区内浜1-2-11

スポーツクラブNAS長崎 095－855－2033 毎週月曜日 852-8053 長崎県長崎市葉山1-6-37　西友道の尾店ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ棟

スポーツクラブNASパークプレイス大分 097-520-6691 毎週木曜日 870-0174 大分県大分市公園通り西1丁目6675-4

メディカルフィットネス　フィオーレ 0985-22-2113 毎週火曜日 880-0812 宮崎県宮崎市高千穂通2-7-14　フィオーレ古賀3階

セイカスポーツクラブAMU PLAZA 099-255-4051 毎月第2・第4日曜 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町1-1

セイカスポーツクラブUSUKI 099-255-4650 毎月第3日曜 ※第2水曜日18：00～ 890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目18-27

セイカスポーツクラブSENDAI 0996-22-8877 毎週水曜日 895-0012 鹿児島県薩摩川内市平佐町字天神迫4290番地

熊本県

福岡県

鹿児島県

宮崎県

大分県

長崎県

佐賀県

九州エリア
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