
スタッフ常駐なので初心者でも安心　
パーソナルトレーナー在籍

肌に優しい
遠赤外線サウナ

NGF日本ゴルフ財団
ゴルフインストラクター
によるパーソナルレッスン

本場中国北京大学出身の講師による指導

25ｍ６コースの温水プール
競泳元日本記録保持者の
マンツーマンレッスン

温水プールマシンジム

ヨ ガ ストレッチ

ゴルフ

ピラティス

ZUMBA

フラダンス ベリーダンス
太極拳

卓 球

ヒップホップ ジャズダンスBILA BAILA

お風呂

サウナ

マシンジム・プール・サウナ・お風呂使い放題！

5,500円8月会費
身体のバランス測定と
運動プログラムをご提案！
（通常1ヶ月330円（税込））

9月分まで 0円専門スタッフによる
カウンセリング

タニタ社製体組成計で体脂肪
・筋肉のバランスをチェック後

フィットネス
ゴールドサポート
フィットネス
ゴールドサポート

別途必要

会員証発行料：1,100円　
ウェルネスキー発行料：2,200円
プレミアムレッスン：2,200円/月
ゴルフ利用：2,200円/月
※ゴルフ会員登録の場合はレギュラー会員
　8月・9月各月5,500円
※全て10月からは通常の会費になります

5,500円9月会費

20:00まで
8 16火締切

友割
2人以上で入会の
場合さらに 4,400円20％OFF

各
月

目標は？

ダイエット！

ワンコイン

体験受付中！
500円ボディを

手に入れよう！

２０２２年
夏！！応援キャンペーン

目的は？

運動不足
解消！

自分史上最高の

お
試
し
価
格
!!

（税込）

垂水駅前徒歩2分 地域最大級 総合フィットネスクラブ

チラシだけでは分かりにくい施設の様子を
動画やパノラマ写真でご覧いただけます。家にいながら施設見学！

600円

https://ktvl.jp
■入会受付時間
　平日（月～金）／10：00～21：00
　土曜日／10：00～20：00
　日曜・祝日／10：00～18：00

■営業時間
　平日（月～金）／9：30～22：00
　土曜日／10：00～21：00
　日曜・祝日／10：00～19：00
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●「ライフスポーツKTV垂水」（星陵台）のプールが一部時間に限りご利用いただけ
ます。（正会員のみ）詳しくはお問い合せください。 ●お申し込み日よりすぐご利用い
ただけます。 ●入会時にはクレジットカード（JCB、VISA、マスター）がお使いいただけ
ます。 ●2ヶ月目以降の会費は、（株）オリエントコーポレーションとの支払い委託契約
により銀行自動振替にてお支払いいただきます。  ●休会制度はございません。 ●
16才未満の方または妊娠中の方はご入会いただけません。 ●入れ墨・タトゥのある
方、健康状態に不安のある方など、会員として不適格と認められた場合は入会・ご利
用をお断りいたします。 ●駐輪場は2時間半まで無料です。（自転車・原付のみ）

おすすめ 1,100円税込
11,880円

税込

8,800円
税込

発行料

会員証発行料

2,200円税込
ウェルネスキー発行料 16:00～22:00

9:30～22:00
10:00～21:00
10:00～19:00

16:00～21:00
16:00～19:00

会員証発行料
1,100円 税込 2,200円 税込

ウエルネスキー発行料
8月・9月分月会費

スタジオA スタジオB プール スタジオA スタジオB プール スタジオA スタジオB プール スタジオA スタジオB プール スタジオA スタジオB プール スタジオA スタジオB プール

（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ　ﾖｶﾞ　ｱｰｽ）

（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ　ﾖｶﾞ　ｱｰｽ）

フィットネスクラブタイムスケジュール　フレスコ　垂水店　２０２２年　７～９月

月 火 水
木

金 土 日

身体引き締め

（プレミアム）

（プレミアム）

おはよう体操 ＪＳＡボール おはよう体操 おはよう体操
奇数週 太極扇 周

9：40～10：00 エクササイズ無料 9：40～10：00 JSAﾎﾞｰﾙ 9：40～10：00 オンラインレッスン
偶数週 太極剣 竹中

オンラインレッスン 9：40～10：10 エクササイズ無料 ウェーブストレッチ
9：45～10：45

ひめトレ 成人スイム 平田紀子
おはよう体操

10：10～10：30 有料 今峯扶美子 三木祥子
10：15～10：45 10：15～10：45 10：15～10：35 10：15～10：35

和田直子

9：50～10：20 10：00～10：20
青竹ビクス ￥1,100（1回） シェイプ＆ポール おはよう体操

ミックススイム
森さとみ 軸アクア からだリセット体操 島田真理

アドバンス 坂田暢子 10：30～11：15 10：30～11：00 10：30～11：15

ベリーダンス 10：10～11：00 関節連動 アクアビクス ZUMBA 水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ

10：30～10：50 10：30～10：50
機能改善ヨガ 10：35～11：20 10：35～11：20

10：30～11：30 安田千草 平田紀子 今峯扶美子 山崎美知子 成人スイム 松田遼
10：45～11：30 田中鈴香 三木祥子 はじめて太極拳 太極拳 ピラティス

天鈿女 （プレミアム） イベントクラス 軸アクア
和田直子 （プレミアム） オンラインレッスン 10：55～11：25 10：55～11：25 10：55～11：25

有料 11：00～12：00

BAILA BAILA 60 （プレミアム） 太極拳 エンジョイアクア ステップ 有料

11：00～11：30
オンラインレッスン 竹中保仁 瀧本和子 佐々木千春

森さとみ 11：10～12：10 周偉 山崎美知子

プライベートＳＳ 11：00～12：30 11：00～11：45 コンディショニング 10：50～11：40 10：15～18：00

11：00～11：45 スタッフ ※不定期開催 松田遼

バレエ入門 ￥1,650（1回） 藤本雅之 リラックスヨガ 有料 水中ウォーキング （プレミアム） 島田真理 開催しない場合は
太極拳 リラックスヨガ

11：30～12：00 有料（1レーン使用） 11：30～12：15 11：30～11：50 スタジオBのクラス

を実施 11：40～12：10
11：45～12：30 竹中保仁 村上伊久子 11：45～12：15

プライベートレッスン
ルーシーダットン 11：35～12：20 11：35～12：05 （プレミアム） リラックスヨガ

安田千草 赤坂雅好 田中鈴香 アクアビクス

エアロウォーク （プレミアム） 成人スイム はじめて 11：50～12：20 松田遼
吉田奈穂 （プレミアム） 松岡あけみ

（プレミアム） ステップ初級 松田遼 やさしいステップ

12：00～12：45 有料 マーシャルビート 西垣典子 有料（1レーン使用）
（プレミアム）

市来瞳 12：00～12：50 12：00～12：45

石井奈美 アロマヒーリング イベントクラス
Universal リズムヨガ

12：30～13：00 12：30～13：00 12：30～13：15 12：30～18：30
Yoga　EARTH

オンラインレッスン

※不定期開催
雄谷昌子 12：45～13：05

ベリーダンス レディーススイム 12：35～13：20 太極扇 レディーススイム コア＆シェイプ （プレミアム）

12：35～13：05 ミックススイム 坂田 （プレミアム）
大和屋敦子 宅見啓司 石井陽子

13：00～13：30
アクアビクス イベントクラス

13：00～13：50 周偉 13：00～13：50 フラダンス 有料

13：00～13：30 有料 関川太一 13：00～14：30 有料 成人スイム

石井奈美
13：15～14：15 13：15～14：00 13：15～20：00 ＪＳＡボール

奇数週 藤田江利 藤本雅之 有料 松田遼 13：20～14：05 13：10～14：00
平田智子 ※不定期開催 エクササイズ無料

偶数週 小高千枝 ボール 近藤弘子 坂田暢子
大和屋敦子

（プレミアム）

スタジオBのクラス 松田遼
ファンクショナル アクアビクス 橋本麻友子 アクアビクス 13：50～14：20

を実施
ムーブ

ＪＳＡボール
エクササイズ

開催しない場合は 13：25～13：55
13：40～14：10 （プレミアム） アクアビクス

ファンクショナル
14：00～14：45 岡本幸子 有料 岡本正一 14：10～14：55

ピラティス ZUMBA 佐伯秀一

14：00～14：45 はじめて水泳 14：00～14：30 13：45～15：15 アクアビクス 岡田絢子

14：35～14：55 平川真弓
14：30～15：15

￥4,400 （1回） スタッフ

すっきりポール 14：15～14：45
ダンス フィットネス 藤本雅之 奇数週 （プレミアム）

（プレミアム） （プレミアム） かんたん 14：10～15：00 ふみ
14：25～14：55 14：25～14：55

ムーブ

エクササイズ コア＆シェイプ
（プレミアム） 機能改善ストレッチ

15：00～15：45 15：10～15：40

佐伯秀一 有田佳奈 安田千草

卓球

15：00～17：00

ＪＳＡボール 宅見啓司

ウェーブストレッチ
15：15～16：00

（プレミアム） 安田千草 15：20～15：50
岡本正一

岡田絢子
岡本秀美 （プレミアム）

ウェーブストレッチ

16：15～16：45 有料 エクササイズ無料 有料 （プレミアム） 有料

BAILA BAILA

15：55～16：40

ウェーブストレッチ はじめて水泳 ＪＳＡボール 成人スイム 野村健一郎

卓球 卓球 卓球

岡本幸子 16：15～17：05 16：15～16：45 16：15～17：05 16：15～17：05 藍

成人スイム やさしいファンク はじめて水泳

スタッフ

16：00～18：00 16：00～18：00 16：00～18：00

岡本幸子
16：30～17：15

市来 瞳 松田 遼 スタッフ 松田遼
平田紀子

16：15～16：45 16：15～16：45 16：15～16：45
バレトン

（プレミアム） 好きになる筋トレ マーシャルビート

17：00～17：30 17：00～17：45

犬塚健太 岡本幸子

（プレミアム）

ファンクショナル

ローラーピラティス
プライベートＳＳ プライベートＳＳ

17：45～18：30
18：00～18：30 18：00～18：30

有料（1レーン使用） 有料（1レーン使用） ￥1,430 （1回） 野村健一郎 天鈿女

（プレミアム） （プレミアム）

エアロビクス ベリーダンス
島田真理

藤本雅之 藤本雅之 18：10～18：55 18：10～18：55

エクササイズ
18：50～19：20 ミックススイム 18：50～19：35 島田真理 ZUMBA

ＪＳＡボール 格闘技ｴｸｻｻｲｽﾞと マインド ボディヨガ オンラインレッスン
ひめトレ

エクササイズ無料 筋トレ 18：50～19：35 Universal
Yoga EARTH

リラックスヨガ
18：55～19：25 初級水泳

平田智子 19：10～19：30 （プレミアム） （プレミアム） 19：10～19：55 19：00～19：30 19：10～19：40
ファンクショナル 岡本正一 19：15～19：35

スタッフ 杦本徳宏 関川太一 石井陽子
エアロ

（プレミアム）
リラックスヨガ 19：25～20：10 アクアビクス ウエルビクス 軸アクア

サーキットアクア

ふみ 平田智子 岡本正一 坂田暢子
佐伯秀一 宅見啓司

19：45～20：15 （プレミアム） 19：45～20：15 19：45～20：30 19：45～20：15
19：50～20：20 19：50～20：20

宅見啓司 有料￥520 坂田暢子

島田真理 谷下加月夫

ベーシックウォーク 自力整体

ベーシックステップ 19：50～20：20
（プレミアム） 無料オンラインレッスン参加方法

20：10～20：50 谷下緑
◆下記のいずれか

19：50～20：20 ＆トレーニング

ストレッチ

谷下緑
ふみ

①ZOOMを使って自宅参加　（申込方法は下記のＱＲコードにアクセス）
20：30～21：30 バレエ 20：30～21：30 20：30～21：30 20：30～21：30

疲労回復ヨガ ヒップホップ プライベートＳＳ 杦本徳宏 ジャズダンス
バレトン フラダンス

  アカウント登録をお願いします

（プレミアム）

（プレミアム）

（プレミアム）

（プレミアム）

宅見啓司
「無料レギュラーレッスン 自宅で参加」を選択

・申込画面は、開催日の７日前に表示されます

・自宅参加は、フレスコクラブ会員外の方も無料でご参加頂けます

・初めてご利用される方は、予約システムＣｏｕｂｉｃ （クービック） の

高原久美子
オンラインレッスン 谷垣希代子 20：50～21：20 （プレミアム） 有料（1レーン使用）

20：35～21：05 20：35～21：05 ②スタジオ参加　（当日スタジオにお集まりください）
原ももこ 20：40～21：10 コア＆シェイプ 谷下加月夫 坂田暢子

●レッスンは予告なく変更・休講になる場合があります

●レッスンの途中入退場はできません

●ツールの数により入場制限を行う場合があります

●祝祭日の下記の時間帯は休講となります

10:00以前のレッスン

17:20以降のレッスン

●代行情報は ktvl.jp サイト内でご確認下さい

●レッスン開始時間10分前より入場いただけます

●プールの有料クラスは、お申込みが無い場合

コース制限は致しません

休

館

日

※キャンペーンは初めて入会される方対象となります。

=プレミアムレッスン

フィットネスの利用方法（例）
フロントチェックイン

更衣室

マシンジム スタジオ プール

● 運動できる服（なんでもOK）  ● タオル  ● 室内用シューズ（レンタルあり）

ダイエット・
筋トレ目的の方
ダイエット・
筋トレ目的の方

ストレス解消・
腰痛改善目的の方
ストレス解消・
腰痛改善目的の方

ダイエット・
ヒザ痛改善目的の方

ダイエット・
ヒザ痛改善目的の方

用意するもの

ワンランク上のスタジオレッスン
（プレミアムレッスン）が

フィットネスクラブタイムスケジュール　フレスコ 垂水店　2022年 7～9月フィットネスクラブタイムスケジュール　フレスコ 垂水店　2022年 7～9月

垂水駅前（フレスコ垂水内）に屋内ゴルフ場オープンいたしました!

ゴルフ会員募集
利用条件通常料金

こんな方におススメ

※写真はイメージです。

世界の有名ゴルフコース110コース体験できます
オーガスタナショナルGC・セントアンドリュース・広野カントリー
倶楽部・川奈ゴルフコースなど、世界の名門コースも回れます。

クラブレンタル
無料だから
手ぶらでok

（日・月限定 要予約）

レギュラー会員

ナイト会員

ビジター

11,880円/月

8,800円/月

2,200円/1回

1日1枠30分までの利用
16：00～閉館30分前まで
1日1枠30分まで利用
30分1打席2名まで利用可

1,100円30分

NGF日本ゴルフ財団ゴルフインストラクターによる
パーソナルレッスン

■ゴルフ初心者スタッフが
　スコア１００切りを目指して
　チャレンジレッスン実施中！！
■レッスン経過は
　インスタグラムで公開中！！

マッサージ機 サウナ

チェックアウト

QRコードからアクセス
↓

プレミアム新規加入
（定額制/受け放題プラン）

お支払い方法はカード決済を選択
↓

参加したいクラスの申込
グループ（プレミアム・レッスン）
お支払い方法は月謝を選択

※初めてご利用される方は
　予約システムCoubicの
　アカウント登録をお願いします。

■月額2,200円
・加入月は無料（再加入時は除く）
・加入翌月以降、毎月1日に自動決済

■契約解除について
　毎月5日までにフロントにて
　解除手続きをお願い致します。
　（5日までの解除で当月末まで有効）

■申込できる予約件数の上限は
　ございません
　※ただし、同時に保持できる予約
　　件数は8件までになります。
　※各クラス、申込受付締切は開始時間の
　　1時間前までになります。

※ネットワーク環境のない方やスマホを
　お持ちでない方はフロントで受付いた
　します。（無料）待ち時間がある場合が
　ございます。予めご了承ください。

申込みはこちら申込みはこちら

03
STEP 04

STEP

05
STEP

01
STEP

02
STEP

地域一の
スタジオレッスン数！！ で受け放題！！　 月額2,200円（税込）
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