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問 題

❶コナミスポーツクラブで行われている４人制インドアサッカー

答え

❷春先になるとくしゃみ、鼻水、鼻つまり、
目のかゆみなどの
症状に悩まされる人が多いですね。
❸小学１年生になると持ち始める小学生の通学用背負いカバン。
❹コナミスポーツクラブで実施している運動と食事の両面で
サポートするマンツーマンのダイエットプログラム
❺春の日に吹く穏やかな風。
❻運動中の水分補給は○○○○ドリンクがおススメです。

★答えはこのページのどこかにあるよ！

いまさら
聞けない
スポーツ
ク ラ ブ
トレーニング

【特集】
［筋肉をつけたい］
［痩せたい］
トレーニングの基本
【イベント報告】
コナミオープン 水泳競技大会
ダンス・ダンスフェスティバル
アクションサッカー全国大会

春
冬の
の選べる
べる特別キャンペーン!
どちらか お 好きなキャンペーンをお申込 みください♪

賞
A
A

キャンペーン期間：2019年4月19日
（金）～ 5月8日
（水）

抽選で40組80名様に当たる!

抽選で10 組20名様に当たる!

ワンコイン宿泊
プレゼント

レジャー補填券
プレゼント

人気のレジャー施設が割引になる補填券を
3,000円分ご案内します♪

1泊2名様でなんと、
合計1,000円でご利用いただけます!
対象
施設

①八景島系列水族館（全国4ヵ所）

対 象 ②日帰り温泉 万葉俱楽部グループ（全国9ヵ所）
施 設 ③ハウステンボス（長崎）
④リソルグループ直営ゴルフ場（全国15ヵ所）

2019年6月1日（土）～9月30日（月）
ご宿泊分

A賞・B賞各キャンペーンの詳細は下記申込ページの

1

利用期限

2020年3月末日

よりご確認ください。

キャンペーン申込方法

コナミスポーツクラブHPの
メニュー内の
「サービス」
をクリック
click!

※本券は共通券では御座いませんのでご注意ください

ホテルリソルシリーズ（全国20ヵ所）
三井ガーデンホテルシリーズ（全国25ヵ所）

ご利用期間

B賞

2

ページ下部「その他サービス
『会員ご優待サービス』」
をクリック

3

「ライフサポートサービスログイン」
をクリック

4

コナミスポーツクラブ会員番号
（12ケタ）
を入力しログイン。
「INFORMATION」
をクリックし、
キャンペーンバナーよりお申込み

click!

click!

【連載】
スポーツ栄養『水分補給』
日本全国コナミスポーツクラブ紹介
ライフサポートで得旅

click!

クロスワード答え：シンセイカツ
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発行：リソルライフサポート株式会社
〒104-0051 東京都中央区佃1丁目11番8号
東京都知事登録旅行業第2-7279号 一般社団法人日本旅行業協会正会員

リソルライフサポート株式会社は
「プライバシーマーク」の認定企業です。

どのようなエクササイズをしたらよいか分からない方、
まずは下の4つのエクササイズから始めてみませんか？
各ＱＲコードを読み込むと、エクササイズのやり方の動画を
見ることができますので、ぜひ活用してみてください。
運動 の 例①

運動 の 例②

運動 の 例③

運動 の 例④

レッグプレス

ラットプルダウン

クランチ

ストレッチポール

いまさら聞けない
スポーツクラブ

ング
ニ
トレー編

だんだんと暖かくなり、薄着の季節がもうすぐやってきます。夏に向けて、運動をスタートしませんか？
これまで、何度もダイエットや身体作りを試みたけれど、目標が達成できなかった方もいらっしゃるかと思います。
運動の効果は、すぐに目に見えるものではなく、定期的な運動を始めてから、すぐに効果が出る方も、
効果が出るまでに時間がかかる方もいます。焦らずに、ご自身のペースで運動を続けることをオススメします。
今回は、筋肉をつけるため、痩せるために、意識をしたい点とトレーニングの一例を紹介いたします。

●シートに深く座り、背中を伸ばして
両手でグリップを持ちます

●太ももをパットで固定して胸を張
ります

●足を腰幅に開いて、膝を90度にし
ます

●肘を方の横で90度にした時の手
幅でバーを握ります

●つま先は少し開き、膝をつま先と
同じ方向に向けます

●身体を垂直に保ち、バーを首の後
ろに引き寄せます

●胸を張り、背筋を伸ばしたまま、足
を伸ばします
（この際に、膝が伸ば
しきらないように注意します）

●ゆっくりと元の位置に戻します

●膝と股関節の角度が90度になる
ようにクランチベンチのパットを調
整します

●縫い目がある方を下にしてポール
の上に、肘を床に着けながらあお
むけになります。

●手を胸の前でクロスして、おへそ
を覗き込むように上半身を持ち上
げます

●足を前にだし、身体の力を抜いて
フィットネスポールに身体を預けます

●頭がベンチにつかないように身体
をもとに戻します

●ゆっくりと呼吸をしながら、身体を
左右に動かします
●背筋が伸びる心地よさが感じられ
るはずです

筋肉をつけたい

男性・女性関わらず、シルエットがいい体つきは、憧れではないでしょうか。筋肉をつけてかっこいい身体を作りたい！けれども、どのよ
うにトレーニングしたらよいか分からない方も、多いかと思います。筋肉がつくメカニズムを理解して効率的にトレーニングしませんか？

筋 肉 が つくメカニズ ム
トレーニング

筋肉ダメージ

修復過程

筋肉が大きくなる

●ゆっくりと元の位置に戻します
エクササイズの
動画はこちら
▼

エクササイズの
動画はこちら
▼

エクササイズの
動画はこちら
▼

エクササイズの
動画はこちら
▼

トレーニング によって筋 肉 が 損 傷しま
す。これによって起こるのが筋肉痛です。

※各種目のやり方がわからない方は、支店のスタッフにお尋ねください。

コナミスポーツクラブ の プログラム紹介
コナミスポーツクラブでは目的別に合わせてマンツーマンのプログラムをご用意しています。一人でのトレーニングが不安な方、効率的・効果的にトレーニング
を実施したい方にオススメ！コナミスポーツクラブのライセンスを所持したインストラクターが丁寧に指導いたします。既に目的が定まっていて、目標に向かって
サポートがほしい方、
または、どのようなトレーニングをしたらよいか分からない方はスタッフにご相談ください。あなたに合ったプログラムの提案をいたします。
トレーニングは、正しいフォームで実施することで、効率よく効果が出るだけでなく、安全にトレーニングが実施できます。特に初心者の方は、
トレーナーとトレー
ニングを実施することをオススメします。

バイオメトリクス
ダイエットしたい方にお勧めなのが バイ
オメトリクス。ダイエットで重 要となる食
事コントロールがトレーニングとセットに
なっています。コナミスポーツクラブの管
理栄養士が作成したマニュアルに沿って
ご自身でお食事を作ることもできますし、
オプションで宅 配メニューもご 用 意して
います。健康的にダイエットしたい方は、
ぜひバイオメトリクスをお試しください。

V -B O D Y
引き締まった体を作りたい！太り
にくい体を作りたい！という方に
オススメなのがV-BODY。効率
的に、ボディメイクができるプロ
グラムです。夏に向けて、身 体
作りを始めたい方、V-BODYを
試してみてはいかがですか？

Ｂｅａｕｔｙ Ｈｉｐ
最 近 話 題になっているヒップ アッ
プ！パンツスタイルが 似合うバック
スタイルを手 に 入 れませんか？普
段、自分で見えないからこそ、気に
なる後姿。ボディメイク効果の高い
トレーニングシステムで股関節、特
にヒップに集中したトレーニングを
行います。スキニージーンズが似合
うお尻を手に入れませんか？

ッチ
パ ートナーストレ
日 常 生 活 やトレーニング で
凝り固まった筋肉を心地よく
伸ばすことができるストレッ
チプログラムです！心身共に
リラックスできます。1回から
利 用 が できるプ ログラムに
なっています。

損傷した筋肉の修復には休息とタンパク
質などの栄養補給が重要です。また、筋
肉が修復中なので同じ部位のトレーニン
グは2日間あけましょう。

損傷した筋肉が修復されるとともに、
筋肉の繊維が太くなります

が
イクル
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人間が生活する中で必要なたんぱく質の摂取量の目安は体重1kgあたり0.8g～1gです。運動内容によって、体重
筋力トレーニングしている人のタンパク質摂取量目安
1kgあたりに必要たんぱく質量が上がってくる場合もあります。基本は3食の食事で摂取するのが適切ですが、人に
男性
女性
よってたんぱく質の摂取量が増える場合は食事のみで必要なたんぱく質量を摂取しようとすると、摂取カロリーが
過剰になるおそれがあります。効率的に、
タンパク質の摂取量を増やす場合はプロテインシェイクなどの栄養補助食
体重×1～2g
体重×0.8～1.5g
品もあります。その際、過度なたんぱく質の摂取は肝臓や腎臓に負担をかける恐れがあります。ご自身の健康状態や
運動内容に合わせた量を摂取ください。※健康状態に不安がある方は、医師にタンパク質の摂取量をご相談することをおすすめします。
参考：NSCA’
s Essential of Personal Training

筋肉をつけたい方の
トレーニング方法

重さ 10回がやっとあげられる重さ

回数

8回～10回
（各エクササイズ）目安

休憩 各セット間の休憩時間1分目安

※トレーニングの一例となります。

痩せたい

痩せたい人は、食事コントロールや気になるおなか回りを中心にトレーニングされている方が多いのではないでしょうか。ダイエットを
成功に導くために、まずは2つの事を意識してみましょう。
①定期的な運動を心がけましょう
健康的なダイエットを実施するには、基礎代謝を上げて太りにくい身体を作ることが 大切で
す。人間の身体でエネルギーを消費する部分は筋肉です。その筋肉を増やすことで、1日の基
礎代謝が増えるとともに、1日の消費カロリー増加にもつながります。筋肉を増やすためには全
身の筋肉をバランスよくトレーニングできることがベストですが、長い時間をトレーニングに割
けない方は下半身、胸、背中など大きな筋肉がある部分からトレーニングをすることを意識し
ましょう。身体の中で一番大きい筋肉がある下半身からスタートするのもいいですね。

〈下半身トレーニング例：スクワット 〉

②バランスのとれた食事
定期的に運動をすることは大切ですが、食事のコントロールも同じくらい大切です。しかし、極
端な食事制限を実施すると、さまざまな身体の不調につながるだけでなく、後々のリバウンド
の確率が高くなります。1日の摂取カロリーが1日の消費カロリーよりも少なく、バランスのと
れた食事を心がけるだけで、身体が変わってくるのではないでしょうか。

ダイエットが目的の方の
トレーニング方法

重さ

15回がやっと
持ち上げられる重さ

回数

15回×3セット
（各エクササイズ）目安

休憩 各セット間の休憩時間1分目安

※トレーニングの一例となります。
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栄養
スポーツ

スポーツを楽しむための 水分補給

地球温暖化の影響でしょうか。昨年は猛暑日が続き
「5月～9月の熱中症による
救急搬送数」は、2017年の52,984人に比べ2018年では95,137人と約1.8倍
にまで増えました。熱中症を予防して、安全にスポーツを楽しみましょう！

ご存じですか？暑さ指数（WBGT）
暑さ指 数（ W B G T ）とは① 湿 度 ②日射・輻 射
(ふくしゃ)など周辺の熱環境③気温の３つを
取り入れた指標です。熱中症を予防する指数
として、4月～ 9月まで環境省のホームページ
（http://www.wbgt.env.go.jp）で今日の指数
が確認できるようになっています。
右の表でもわかるように、気温18度でもジメジ
メ・ムシムシしていたら、
スポーツする場合は水
分補給などに注意してください。熱中症の予防
は夏以外でも必要なのです。
※急に気温が高くなり、体が暑さに慣れていないときは、WBGTの数値にかかわ
らず注意が必要です。無理をせず軽めの運動に変更するなど、暑さに体を慣ら
すことを優先しましょう。

気温
（湿球温）

WBGT温度

35℃以上
（27℃以上）

31℃以上

31～35℃
（24～27℃）

28～31℃

28～31℃
（21～24℃）

25～28℃

24～28℃
（18～21℃）

21～25℃

24℃未満
（18℃未満）

21℃未満

熱中症予防運動指針
運動は原則禁止

WBGT31℃以上では、特別の場合以外は運動を
中止する。特に子供の場合は中止すべき。

WBGT28℃以上では、熱中症の危険性が高いの
厳重警戒
で、激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい
（激しい運動は中止） 運動は避ける。体力の低い人、暑さになれていない
人は運動中止。
警戒
（積極的に休息）

WBGT25℃以上では、熱中症の危険が増すので、
積極的に休息をとり適宜、水分・塩分を補給する。
激しい運動では、30分おきくらいに休息をとる。

WBGT21℃以上では、熱中症による死亡事故が発
注意
生する可能性がある。熱中症の兆候に注意すると
（積極的に水分補給） ともに、運動の合間に積極的に水分・塩分を補給
する。
ほぼ安全
（適宜水分補給）

WBGT21℃未満では、通常は熱中症の危険は小
さいが、適宜水分・塩分の補給は必要である。市民
マラソンなどではこの条件でも熱中症が発生する
ので注意。

ココに注目

何を飲む？

コナミスポーツクラブ「ダンス・ダンス・フェス
ティバル2018」が昨年10月～今年3月までの期
間で全国11会場にて実施しました。フェスティバ
ルでは、総勢3,200名が参加し日頃の練習の成
果を元気いっぱい発揮し素晴らしい演技を見せ
てくれました。大人ハワイアンフラのみなさまも
舞台で踊ることを楽しんでいらっしゃいました。
フェスティバルでは、ダンシングスターズをはじめチアダンス・バレエ・新体操・大人のハワイアンフラ
とコナミスポーツクラブに通われているダンススクールのみなさまが年に1回発表の場としてダンス
を披露して頂き、観客のみなさまと一緒に楽しんでいただくイベントとして開催をしています。

どのくらい飲む？

WBGT21℃を超えたら、

運動中はスポーツドリンクをオススメします。

成分のポイントは３つ
①塩分が0.1 ～ 0.2％含まれているもの（ナトリウム
40mg～80mg/100ml）
②5～15℃に冷えたもの
③1時間以上の運動をする場合は、糖質が4～8%含
まれているもの(炭水化物4～8g/100ml)
ウォーター会員の方は、500mlに塩
ひとつまみ(小さじ1/6程度)加えるこ
とをオススメします。
栄養成分表示を
チェックしてみましょう

「運動前にコップ1杯」
「運動中は30～60分間で500ml」
「のどが渇く前から、
こまめに飲む」

が、
目安です。ただし、環境・運動強度・個人差などで
「発汗量」は変化します。大切なのは「汗をかいた分、
水分補給が出来ているか？」の確
認です。運動前後の体重を測り、
体 重 減 少１％前 後 だったらO K 。
(例：体重50kg→49.5kg)２％以上
(例：体重50kg→49kg)減っていた
ら水分が不足していますので、す
みやかに不足分(体重50kg→49kg
なら、500ml)を補給しましょう。

運動前の注意点
運動前の体の状態も大切です。体調や食事
の有無などから、運動前に脱水を起こしか
けている場合もあります。動く前の尿の色
で、体の水分量を確認しましょう。尿の色が
薄ければ水分が足りているサインです。色
が濃い場合は、あらかじめ水分補給を行っ
てから動きましょう。
※ビタミン剤の服用により尿が黄色みがかっている場合を除きます。

～コナミスポーツクラブ ダンス・ダンス・フェスティバル 2018～

①

②

OK

尿の色で脱水チェック
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧

注意→危険

参考：環境省「熱中症予防サイト」
日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」

を
一を
日本 た熱戦
し
指
目
！
展開

第14 回コナミスポーツクラブ
アクションサッカー選手権 全国大会

「アクションサッカー」日本一を決める
「第14回コナミスポー
ツクラブ アクションサッカー選手権 全国大会」
を3月16日か
ら2日間、
コナミスポーツクラブ 西船橋で開催しました。
「アクションサッカー」は、4人制のインドアサッカーで、初心者から上
級者までレベル別に分かれて、
サッカーの楽しさや、
チームスポーツの
魅力を気軽に味わうことができます。
レベルに合わせてDivision AからDivision Cまで、予選を勝ち抜いた
34チームが参加しました。
大会1日目はDivison BとCの試合を開催。
女子選手が楽しそうにプレーする姿も見ら
れるなど、スキルや経験、性別を問わず楽
しむことができる、
アクションサッカーなら
ではのプレーが展開されました。2日目に
開催したDivision Aでは、日本一を競う、
ハイレベルな試合が続出。
フェアプレー精
神のもと、
どのチームも最後まで全力で戦
い、チームスポーツの素晴らしさを改めて
実感することができました。

優勝チーム

Divison A
CP9

(コナミスポーツクラブ 川越）

Divison B
FC Xavi

Divison C
カーズFC

(コナミスポーツクラブ 福岡香椎） (コナミスポーツクラブ 光明池）

アクションサッカー開催施設：川越、西船橋、本店、府中、光明池、本店西宮、福岡香椎
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日本全国コナミスポーツクラブ紹介
コナミスポーツクラブは会員様なら全国のコナミスポーツクラブが利用できることをみなさまご存知でしょうか。
このコーナーでは全
国のコナミスポーツクラブを紹介したいと思います。今号では、埼玉県さいたま市にある「コナミスポーツクラブ 武蔵浦和」と福岡
県福岡市にある「コナミスポーツクラブ 福岡香椎」の２施設をご紹介します！

コナミスポーツクラブ 武蔵浦和

ジュニアから日本代表まで約900人のスイマーが集結
最優秀選手に大橋悠依選手と瀬戸大也選手

埼玉県さいたま市南区別所7‐2‐1 ザ・ファーストタワー2階

オススメ❶

開催日：2月16日（土）、17日（日） 会場：千葉県国際総合水泳場

福岡県福岡市東区千早5-30-11

オススメ❶

昨年11月にマシンジムリニューアルいたしました。ランニングマシンやフリーウエイト
などを約50台を新しいマシンに入替いたしました。新しくなった空間でトレーニングを
してみませんか。また、
ヒップラインに特化したプログラム【Beauty Hip（ビューティ
ヒップ）】やマンツーマンのスタイルアッププログラム
【V‐BODY（ブイボディ）】、
ダイ
エットプログラム
【バイオメトリクス】
といったさまざまな目的にあわせたパーソナルプロ
グラムもラインナップしております。ぜひ一度、足を運んでください。

将来の日本代表を目指すジュニアスイマーから世
界大会メダリストまでが同じ舞台で競う、公益財団
法人日本水泳連盟公認のオープン大会である「コ
ナミオープン 水泳競技大会」が千葉県習志野市の
千葉県国際総合水泳場で行われ、今年は全国256
のクラブから約900人が参加しました。大会2日間
を通じて熱戦が繰り広げられ、16の大会新記録が
誕生しました。

コナミスポーツ水 泳 競 技 部からは6 人が出場 。齊 藤 凌が男子
400m自由形で優勝争いを繰り広げるなど、奮闘しました。また
学種別では高校生女子の部平泳ぎ50mと100mの2種目で宮坂
倖乃さん（コナミ北浦和）が優勝。計4つの学種別種目でコナミス
ポーツクラブ所属※の選手が優勝しました。※所属は2019年2月17日時点

マシンジム

コナミスポーツクラブ 福岡香椎
マシンジム

新しいトレーニングマシンに一新しまし
た！老若男女運動初心者にも安心して
お使いいただけるよう、身体の大きさ
や筋力、体力に応じて安全に効率的
に使用できます。フリーウエイトゾーン
も拡張！ベンチプレス、
スミスマシン、パ
ワーラック、各種ダンベルなど充実の
ラインナップ!フリースペースを拡張しま
した！ストレッチ、
ファンクショナルトレー
ニングなどを広々とした空間でストレス
なく実施ください。

女子最優秀選手には200m個人メドレーと400m個人メド
レーを制した大橋悠依選手（イトマン東進）が、男子最優秀
選手には400m個人メドレーと200mバタフライを制した
瀬戸大也選手（ANA）が選出されました。
最優秀選手
女子最優秀選手
男子最優秀選手

大橋悠依（イトマン東進）
瀬戸大也（ANA）

学種別優秀選手
（小学生の部）

女子優秀選手 荒木祥花（東京SC）
男子優秀選手 大川生流（イトマン新百合丘）

（中学生の部）

女子優秀選手 長尾佳音（東京SC）
男子優秀選手 江沢陸（BIG木更津）

オススメ❷

スタジオ

オススメ❷

定員90名の広々したスタジオで週80本以上のプログラムを行っています。ボディパ
ンプ、
ボディコンバット、
ボディアタック、
ボディジャム、
ボディバランスのレスミルズプロ
グラムもラインナップしております。他にもヨガや骨盤フレックスなど、
さまざまなプログ
ラムを実施しております。ぜひ一度、
コナミスポーツクラブ 武蔵浦和のスタジオプロ
グラムにご参加ください。

コナミスポーツクラブの九州エリア最大級の施設

地上６階建のコナミスポーツクラブの九州エリア最大施設で、
マシンジム、
スタジオ、
プールの他にテニス、
ゴルフ、
アクションサッカーが行える施設、
さらに温浴施設を完備
しております。スタジオプログラムでは人気のレスミルズプログラム、
ボディパンプ、
ボ
ディコンバット、
ボディバランスに加えて、2019年1月からボディアタックも導入いたしま
した。ぜひ一度コナミスポーツクラブ 福岡香椎にお越しください。

（高校生の部）

女子優秀選手 酒井夏海（スウィン南越谷）

スタート！

ンドシーズン
カ
セ
」
記
闘
奮
「J.B.STAR

HIPHOPダンスの世界大会で優勝を目指して活動する
「J.B.STAR」
のメンバーが、
ダンスにかける思いやパフォーマンスを通じて感じた
ことを自分の言葉で綴る
「J.B.STAR」奮闘記を、
コナミスポーツ競技
部のアスリートサイトで鋭意更新中！リーダーが瀧澤瑠夏さんにな
り、奮闘記はセカンドシーズンに突入。世界大会へ向けてのメンバー
の奮闘ぶりを、ぜひご覧ください！

J.B.STAR とは…
コナミスポーツクラブのダンススクール「ダンシングスターズ」の中でも全体の
約1%しか入ることのできない、選抜チームです。過去2010年と2014年に
HIPHOPダンス大会で世界チャンピオンに輝くなど、実力は国内トップクラ
ス。小学3年生から高校3年生まで、個性豊かな30人で構成されています。

CHECK!

「J.B.STAR 奮闘記」

コナミスポーツ競技部
アスリートサイト
https://www.konami.com/sportsclub/athlete/special/jbstar/
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営業時間

入会受付時間

月・火・木・金 10：00～23：00

月・火・木・金 10：00～22：30

土

10：00～22：00

土

10：00～21：30

日

10：00～19：00

日

10：00～18：30

祝休日

10：00～21：00

祝休日

10：00～20：30

営業時間

入会受付時間

月・水・木・金 10：00～23：00

月・水・木・金 10：00～22：00

土

10：00～22：00

日・祝休日 10：00～19：00

土

10：00～21：00

日・祝休日 10：00～18：00

休館日

休館日

水曜日 ※施設点検・清掃のため、ご利用なれません。

木曜日 ※施設点検・清掃のため、ご利用なれません。

武蔵浦和駅から徒歩

4分

ニトリ・オリンピックとなり 1階よりエレベーターで2階へ

お問合せはこちら
コナミスポーツ情報ダイヤル

5分

JR・西鉄「千早駅」
より徒歩

3分

西鉄「香椎宮前駅」
より徒歩

0570 - 000 - 573
6

【見舞金制度】と【ライフサポートサービス】が一体になった

コ ナミス ポ ー ツクラブ 会 員 限 定 安 心 サ ー ビ ス

安心プラス会員又はコナミスポーツクラブ会員がご利用いただける
「ライフサポートサービス」
は5,000以上の宿泊メニュー、
2,000以上の生活サポートサービスが使えるサービスです。

「安心プラス」
をご存知ですか？
コナミスポーツクラブの会員様だけがご加入いただける補償サービス。

月額500円（税別）からで、ケガや盗難の補償からライフサポートまで
充実したサービスをご利用いただけます。
（※）

リゾート・トラベル

ゴルフ

げんき

くらし

はぐくむ

きずな

くるま

あそぶ

ガや盗難も…
よくある施設内のケ

まなぶ

全て補償！

「ライフサポートサービス」
をご利用いただくにはログインが必要です！

この機会に是非ご利用してみましょう♪
※安心プラス会員とコナミスポーツクラブ会員ではご利用できるメニューが異なりますのでご注意ください

※審査には条件が御座います。詳細は各施設へご確認ください。
審査時結果によっては見舞金をお支払いできない場合が御座います。

まずは
ここから！

ライフサポートサービス
会員サイト
「メンバーズナビ」

安心プラス会員の場合

http://www.lifesc.com
メンバーズナビ

◆ライフサポートサービス 会員番号
（全20桁）

0899C376＋
（コナミスポーツクラブ会員番号12桁）

※安心プラスご入会後、約2週間で上記会員番号をご利用いただくことができます
（入会および登録がされないとご利用できませんのでご注意ください）

お好きなメニューをご利用ください♪

住所、電話番号、
メールアドレス…

540

治療初日から
対象！
施設内の盗難も

対象

※指定の対象物のみ

さらに見舞金が充実!

2
4

見舞金

最大10万円！

3

年 回まで
受け取れる！

※初回事故発生日から1年間

安心プラスα（アルファ）
プラン

月額使用料

1,080円（税込）

コナミスポーツクラブ会員様がご利用出来る
「ライフサポートサービス」が安心プラス会員になるとパワーアップ！リソルグループが運営する直営施
設がよりお安くなったり、無料相談サービス・お祝いサービスもついてくる！

ホテルリソルシリーズ

ワンプライスセレクション

お一人様 1泊2食付

お一人様 素泊り

3,350円～

9,800円～

つかえる！

③ 登録完了後は「メンバーズナビ」より

「電話番号」
「メールアドレス」
「パスワードの変更」
などを初回登録。

プラン

月額使用料
円
（税込）

つかえる！

「住所」
② 初回利用の場合は、

安心プラス

会員限定プラン！

下記より、上記会員番号20桁とパスワード
（初回
ログイン時：会員番号下8桁）
でログインください。

ベーシックプラン

1
3

ケガの場合は

■ ライフサポートサービスも充実
会員限定プラン！

① 会員サイト「メンバーズナビ」にアクセス。

安心プラスの
料金プランは２タイプ！

安心プラス4 つの 安心ポイント！

無料相談ダイヤル

健康相談・育児相談・介護相談・税務
資産運用相談・メンタル相談 など

お祝いサービス

結婚・出産された方に、
新しい門出をお祝いする品物を
もれなく進呈いたします。
※上記の表示価格は、全て税込価格です。

コナミスポーツクラブ会員の場合
① 会員サイト「メンバーズナビ」にアクセス。

下記の【会員番号】
に0299A573のみを入れ、
ログインボタンをクリックください。

◆ライフサポートサービス 会員番号
（全20桁）

0299A573＋
（下記にて取得の個人番号12桁）

② ①の後表示される【新規会員登録】
ボタンをクリックの上、画面に従い
会員登録をしてください。

③ 登録が完了すると個人番号12桁が

■ 安心プラスご入会の流れ
各施設のスタッフに入会希望の旨を
１ お伝えください

付与された全20桁が表示されますので
お控えの上ログインください。

申請用紙に必要事項を
2 ご記入いただきます

2の書類が受理されたら申込完了！安心
3 のスポーツクラブライフを満喫ください♪
申請

用紙

会員番号は0299A573
■■■■■■■■■■■■です！

受付
※ライフサポートサービスの会員登録は入会申込～約1ヵ月かかりますのでご了承ください。

「安心プラス」
「 安心プラスα」が少しでも気になった方は、各施設のスタッフまでお気軽にお問合せください！
9
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ライフサポートサービスのオトクで旬なWEB特集はこちら！
！

このコーナーではコナミスポーツクラブ会員様なら誰でもご利用いただける
「ライフサポートサービ
ス」によって割引になる施設をコナミスポーツクラブPRESS編集担当が実際に訪れ、紹介するコー
ナーです。みなさまもぜひ週末のおでかけにリソルライフサポートサービスを利用してみてください！

トサービスで
サポー
フ
イ
ラ

今回は、みなとみらいにある

春 フォトジェニック よくばろう！
の

「横浜みなとみらい万葉倶楽部」におじゃましました！

を

ェ
ビュッフ や
ツ
人気レス
ー
ま
トランのスイ
に出 掛け せんか？
旅
春の 絶 を 愛 でる
景

おおはら
＆ふじわ
ら

ライフサポートサービスって？

もりたさん

リソルライフサポート株式会社
法人営業部
コナミスポーツクラブ担当

イーツ
人気のいちごス

！！
プ大好き
チューリッ

春のスイーツを楽しもう

メニューNo. 720816

東京

〈ヒルトン東京〉

カフェ&ダイニング
Chef’
s Palette

大阪

春の旅に出掛けよう
長崎

詳細やそのほかの
レストランの情報は
右のQRコードから

ハウステンボス

山梨

富士芝桜まつり
花の見頃

バラ祭：4/27～6/2

富士芝桜まつり

あじさい祭：6/1～6/30

4/13～5/26

ゆり祭：6/22～7/15

1DAYパスポート
200円引

裏面「ワンコイン宿泊」キャンペーン対象施設！

ハウステンボス周辺で
オススメのホテル

豊富なメニューで迷っちゃう！さらにみ
なとみらいの景観を一望しながら食事
ができちゃいます。お食事処の他にも
マッサージやアカスリや岩盤浴など１
日中楽しめます。

メニューNo. 752297

花の見頃

特典

お食事処

春の花がお楽しみいただけるスポットとオススメの宿泊施設をご紹介いたします。

メニューNo. 750268

特典

ホテルリソル佐世保

JR佐世保駅前すぐ。
ハウステンボスまで車で約25分！

2019

4.25

OPEN

神奈川／横浜
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http://www.lifesc.com
メンバーズナビ

「0299A573」または「0899C376」からはじまる、既に登録済みの
ライフサポートサービスの番号でログインください。

本誌P.9より会員登録方法をご確認の上ご利用ください。

2名1室（セミダブル）利用時お一人様 素泊り

3,900円 ～11,900円

用方法
ライフサポートサービス利

会員専用HP
「メンバーズナビ」へアクセス!!

http://www.lifesc.com

詳細は、メンバーズナビへ！

クラシックスタイルと北欧テキスタイルを融合させて、“変化する街”
横浜にふさわしいくつろぎの空間を演出。
女性の感性を刺激するこだわりの備品やかわいらしいアメニティにも注目。

■宿泊代金

メニューNo. 150038

●まだ会員登録がお済みでない方は…

OLD＆NEW ＿ 変化する街・横浜 ＿

■客室：モダレット100室、
ツイン34室
■神奈川県横浜市中区太田町6-78
☎045-662-9269
t JR「桜木町駅」東口より徒歩3分
みなとみらい線「馬車道駅」3番出口より徒歩1分

富士芝桜まつり周辺で
オススメのホテル

●既に会員登録がお済みの方は…

メニューNo. 140224

ホテルリソル横浜桜木町

入園料 割引

創業昭和7年の老舗ホテル。
館内バリアフリー対応で安心安全な
ご滞在をお約束します。

裏面
「
キャ ワンコ
ンペ
イ
ーン ン宿泊
」
対象
施設
！

横浜エリアでオススメのホテルはコチラ♪

富士レークホテル

メニューNo. 420059

2,484円
1,404円

日帰り
利用
の他
「宿
に
泊
プラン も
「大
人の
」
女子
旅プラ
「同
窓会
ン」
プ
ラ
ン」な
利用
方法
ど
にあわ
せて、
お得 な
プラン
盛りだ
が
くさん
です。

!!
Check

SATSUKI LOUNGE
昨シーズン過去最大
26,000名ご利用の人気の
苺スイーツブッフェ 90分制

子供（小学生）1,512円

人気のいちごスイーツが大集合！
スイーツ＆軽食ブッフェをご堪能

メニューNo. 720816

〈ホテルニューオータニ大阪〉

大人（中学生以上）2,700円

入館するとまずは浴衣や甚平の館内着が準備さ
れています。女性は色とりどりの9種類の浴衣か
ら選べて迷ってしまうほどです。館内は木を基調
とした作りでとても落ち着いた雰囲気！

〈サンシャインシティプリンスホテル〉

「ストロベリーCATSコレクション」
デザート＆ビュッフェ

会員特典
【会員特典料金】

露天風呂やひのき風呂をはじめ、
さまざま
なお風呂を楽しむことができます。
その中で
も眺めNo.1なのが「展望足湯庭園」です。
外周50mもありみなとみらいの景観を一望
しながら足湯で癒されちゃいます！

メニューNo. 720816

マーブルラウンジ

横浜みなとみらい万葉倶楽部

住所：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-7-1
アクセス：みなとみらい線「みなとみらい駅」
より徒歩5分

露天風呂・大浴場

一休.comレストランは、
ウェブで簡単検索、予約ができます。
ライフサポート倶楽部限定のクーポンコードで200円引き！

東京

メニューNo.753709

「こんにちは！前回に引続き、ライフサポート
サービスのご案内をさせていただく森田です。
今回は女性や観光客にも人気の横浜みなと
みらいでご利用出来る施設をご案内します！ラ
イフサポートサービスは、人気のレジャー施設
から生活サービス、
さらには宿泊施設までお得
にご利用出来るサービスです。4月下旬には、
横浜に弊社グループが運営するホテルもオー
プンしますので、
コナミスポーツクラブ会員のみ
なさまもこの機会にぜひご利用ください♪」

メンバーズナビ

「0299A573」
または
「0899C376」からはじまる、
ライフサポートサービスで番号で
ログイン。

トップページ上部より、
メニューNoを入力して検索！

詳細ページより
「クーポンを表示する」
をクリック！
クーポンをプリントアウトし、
当日施設へお持ちください♪
※本ページの表示価格は全て税込（消費税8％）
です。
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