Take Free

あなたのオフをもっと楽しむスポーツとレジャーの会報誌
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すっかり気温も上がって夏真っ盛りですね。
運動の際にはこまめに水分補給をして、熱中症予防をしてくださいね。
無理は厳禁！自分に合ったペースの運動で、
夏の暑さに負けないカラダづくりをしていきましょう。

答え

目的別

問 題
1 夏祭りの出店の定番。
輪っかを使います。
●
2 〇〇〇〇クロス
●

コナミスポーツクラブの新プールプログラム。ひねる動作でウエストを鍛えます。★ヒントp5

3 夏の水分補給の定番。
家によく置いてあって、
ミネラルたっぷりなお茶。
●
4 海辺での〇〇〇割りは大盛り上がり。
●
5 寝ることは健康の上でとっても大事。
●

夏バテ対策には食事だけでなくしっかりとした〇〇〇〇も大切ですよ。

★答えはこのページのどこかにあるよ！

夏の
の選べる
べる特別キャンペーン!
3 つ のキャンペーンの中からお 好きな内 容をお申込 みください♪
キャンペーン期間：2019年7月26日
（金）～ 8月15日
（木）

A賞

B賞

抽選で
2組4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

リソル生命の森

無料宿泊プレゼント
本誌で紹介するリソル生命の森を
なんと無料（0円）でご案内！！

ご利用
期間

リソル生命の森
カナダ産ログハウス
● リソル生命の森
ホテルトリニティ書斎

●

対象
施設

ご利用
期間

2019年9月1日（日）～
2019年11月30日（土）ご宿泊分

1

抽選で30組に
ペアチケットが当たる！

ホテルリソルシリーズ

（全国17ヵ所）
●

三井ガーデンホテル
シリーズ（全国27ヵ所）

2019年9月1日（日）～
2019年11月30日（土）ご宿泊分

A賞・B賞・C賞各キャンペーンの詳細は下記申込ページの

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

対象施設
TOHOシネマズ
イオンシネマ

4

click!

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

【特集】
目的別コナミスポーツクラブの使い方
【アスリート NEWS】
コナミスポーツ水泳競技部
KONAMI J.B.STAR
新体操 熨斗谷さくらさんインタビュー

クロスワード答え：なつやすみ

PRESS
2019年7月26日発行
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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!
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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!

C賞

コナミスポーツ
クラブの
使い方

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

PRESS

KONAMI SPORTS CLUB PRESS
2019 SUMMER Vol.17

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。
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【連載】
スポーツ栄養＜夏を元気に乗り切る食事＞
日本全国コナミスポーツクラブ紹介＜目黒 / 守口＞
【イベント報告】
コナミスポーツクラブ スポーツフェスタ in 守口 ライフサポートサービスで得旅＜リソル生命の森＞
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スタジオ

音楽に合わせてグループで楽しく運動をしたい方！

スタジオでは、
リラックスができるものから筋力アップを目的としたものまで、幅広いスタジオプログラムをご用意しております。スタジオプログラ
ムは音楽に合わせてグループで運動を行うため、マシンジムでの運動では味わえない高揚感を味わうことができます。ヨガのようなリラックスでき
るプログラムは、
１日の疲れを癒したい方や精神統一を図りたい方にもおすすめです。また、短時間で全身トレーニングができるプログラムもあり
ますので、
トレーニングに長い時間をつくれない方にもスタジオプログラムはおすすめです。グループで音楽に合わせて運動を楽しみたい方は、
ぜひスタジオプログラムに参加してみてください！

■プログラムの選び方

コナミスポーツクラブは、マシンジム・プール・スタジオ・温浴施設などさまざまな設備がひとつになっ

スタジオプログラムのラインナップ、スケジュールは各施設によって異なります。各施設に掲載してあるタイムテーブル、
または各施設のHPから確認ができ

ている総合型スポーツクラブです。総合型スポーツクラブを初めて利用する方は何をしたらよいか

るので、事前にチェックしておきましょう！
スタジオのタイムテーブルは、
プログラムのジャンルで色分けをされています。まずは興味のあるジャンルから参加するプログラムを選んでみてはいかがで

迷ってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、スポーツクラブでの運動のルーティーン

しょうか？また、中にはマーク表示されているプログラムもあります。初めての方でも安心の【安心マーク】や予約が必要な【予約マーク】など以下の表を参考

は、いつも決まった場所での運動を繰り返してマンネリ化してしまっている方も多いと思います。そ

にマークも確認しながら参加してみてください。

んなとき、今回の特集「目的別コナミスポーツクラブの使い方」を一つのガイドラインとして参考にし
てみてはいかがでしょうか。

色

マシンジムエリア

目標に向かって効果的に運動をしたい方！

ピンク
緑

マシンジムは「夏までに体重を３kg落としたい」
「ウエストをあと5cm細くしたい」
「スーツが似合うように筋肉をつけたい」
「ゴルフの飛距離を伸
ばしたい」など、目的・目標に向けて運動したい方におすすめです。マシンジムでトレーニング機器を使っての筋力トレーニングといえば、
プロアス

黄色

リートのような体になることを目的としたものという印象をお持ちの方も多いかもしれませんが、他にもさまざまな目的に合わせた運動をするこ
とができます。例えば筋肉が増えることによるダイエット効果や日常での動作のスムーズ化・運動不足の解消などがあげられます。効果的に結果
を出したい方は、ぜひマシンジムエリアでの運動をおすすめします。また、
どんな運動をしていいかわからなくて不安な方や短期間で効果を出し
たい方は、マンツーマンで実施するパーソナルプログラムを目的別にご用意しておりますので、ぜひ活用してみてください。

1
●

着替えて準備万端！

2
●

3
●

準備運動

プレトレーニング

体が温まった後は、これから

水・タオル・シューズも忘れずに！

ランニングマシンやバイクな
どの有酸素運動で体を温め
ましょう。

4 トレーニング
●

トレーニングする部位の関節
を温めるためにチューブなど
を使ったプレトレーニングを
するのもおすすめです。

目的によってトレーニング方
法が異なってくるので、不明
点等ありましたら、スタッフま
でお尋ねください。

5
●

ストレッチ

ストレッチエリアには、体の
各部位のストレッチ方法の
ポスターが貼ってあります。
そちらも参考にしてみてく
ださい。

目的別のパーソナルプログラム

マーク

主にアクティブに有酸素運動を行うクラスです。
ヨガ・太極拳・ピラティスなど身体の調整と
ボディメイクを行うクラスです。
ダンスの要素を取り入れた運動を行うクラスです。

赤

バーベル・ダンベルを使用するなど、
主に体幹の筋力アップを行うクラスです。

紫

格闘技の要素を入れた有酸素運動を行うクラスです。

オレンジ

マシンジムでのトレーニングの流れ

ジャンル

水色
青

説明
【安心マーク】
ご参加が初めての方・久しぶりの方・低体力者の方も安心してお楽しみ
いただけます。
【整理券マーク】
ご参加には整理券が必要になります。
【予約マーク】
事前にご予約が必要となります。
【有料プログラムマーク】
別途参加料金が必要になります。
（都度参加費をいただいているクラス）

シニア世代の方に特におすすめのクラスです。

【スクールマーク】
別途参加料金が必要になります。
（月額・回数で参加費をいただいているクラス）

泳法の練習を行うクラスです。

【変更マーク】
前回より時間・内容・担当者等が変更となったプログラム
（クラス）
です。

水の特性を利用してプールで運動を行うクラスです。

プール

【NEWマーク】
今回より新たにスタートしたプログラム
（クラス）
です。

運動の体への負担が気になる方やリラックスされたい方！

コナミスポーツクラブでのプールを使った運動方法は、
「泳ぐ」以外に「水中ウォーキング」、
「アクアプログラム」などがあります。プールで歩く
「水
中ウォーキング」は水の抵抗を利用するため、歩くだけで全身運動になります。プールの中で、音楽に合わせてグループで運動を行う
「アクアプロ

2

痩せたい

筋肉をつけたい

ヒップアップしたい

しなやかなカラダを目指したい

バイオメトリクス

V-BODY

Beauty Hip

ピラティス
ビューティーコース

トレーニングと食事コントロールで

太りにくい体を作りたい！引き締まっ

最近、話題になっている美尻！ボディ

筋肉をコントロールしながら実施す

無 理 なく続 けられるプログラムで

た筋肉でスタイルを良くしたい！とい

メイク効果の高いトレーニングシス

ることで体のコアを鍛えるプログラ

す。
「ダイエットが初めての方」
「運動

う方のためのトレーニングとプロテ

テムで股関節、特にヒップに集中し

ムで す 。体 の 癖 を 直して 姿 勢とボ

が苦手な方」におすすめです。

インがセットになったスタイルアップ

たトレーニングでパンツスタイルの

ディラインを整えたい方におすすめ

プログラムです。

似合うお尻を手に入れませんか？

のプログラムです。

グラム」も同じように水の抵抗を利用した運動です。体の使い方で水の抵抗力は変化しますので、
ご自身に合った強度でのトレーニングが可能で
す。また水中には浮力があるため、
プールでの運動は関節への負担が陸上より少ないので、幅広い年代の方にお楽しみいただけます。ご自身のレ
ベルに合わせた運動ができるため、
ジム初心者の方や無理なく続けたい方にもおすすめです。

3

栄養
スポーツ

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皆様ご存知でしょうか。
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、東京都目黒区にある「コナミスポーツクラブ 目黒」と大阪府守口市に
ある「コナミスポーツクラブ 守口」の２施設をご紹介します！

コナミスポーツクラブ 目黒
オススメ❶

大阪府守口市緑町2-13

昼と夜の顔が変わるスポーツクラブ

オススメ❶

コナミスポーツクラブ 目黒は夕方の５時を境に、昼はラグジュアリー、夜はアーバンな
雰囲気をお楽しみいただけます。プールエリアは目黒川を望むことができ、広々とした
スパエリアではゆっくりおくつろぎいただけます。
またゴルフエリアは初心者から経験
者まで全ての方にお楽しみいただける全打席ゴルフシュミレーター付き。若者からア
クティブシニアまでどの方にもご満足いただける施設になっております。ぜひコナミス
ポーツクラブ 目黒でワンランク上のフィットネス体験をお楽しみください。

昼

間違いさがし？！ 下の２つ、
どこが違うかわかりますか？

コナミスポーツクラブ 守口

東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー3階

多彩なスポーツを楽しめるアリーナ

コナミスポーツクラブ 守口にはコナミスポーツクラブの西日本エリアで唯一アリーナ
施設がございます。会員様以外でも有料サービス会員へのご登録で、540円/回で
卓球・バドミントン・バレーボール・バスケットボールなどのアリーナプログラムにご参
加いただけます。
またご利用面積に応じたコート貸し出しも行っておりますので、
ぜひ
ご利用ください。
※コートの貸し出しは利用希望日の2週間前からご予約を承っています。

夜

オススメ❷ 「はじめての方にやさしい」
をテーマに

オススメ❷

はじめての方が安心して受けられる
効果的なプログラムが充実

営業時間

日光が差し込むプール

25M×6コースのプールは日中は天窓や
壁窓から外光が差し込むため、
たいへん
明るく広々としたプール！泳法のレッスン
はもちろんのこと、アクアビクスやウォー
キングなど多彩なプログラムをご利用い
ただけます。水中では、浮力によって膝
や腰などへの負担が陸上に比べ、軽減
されます。そのため初心者の方でも水の
抵抗を使って無理なく効果的にトレーニ
ングが行えます。またコナミスポーツクラ
ブ 守口では今号でご紹介しているアク
アプログラム「ツイストクロス」
も実施して
います。暑くなっていくこの季節に最適な
プールにぜひ一度足をお運びください。

女性人気の高い「ヨガ」
（ 週21本）
や
人気のバイクプログラム「トップライド」
（週10本）
など
“はじめて”
から効果を感
じられるプログラムが充実。
「トップライ
ド」はコナミスポーツクラブ 目黒では暗
闇で実施しているため、他施設とは違
う雰囲気をお楽しみいただけます。そ
のほか、ボディコンバット・ボディパン
プ・ボディジャム・ボディアタックなど人
気のプログラムも充実。週120本の
バラエティーに富んだプログラムでた
のしさいろいろをサポートいたします。

わかりましたか？答えは 「水分と麺の選び方」 です。
暑い日にスポーツした後など、
「 冷たい麺」が食べたくなる時があります。体が冷たい水分と栄養を同時に求めている
のかもしれません。さっぱりしたメニューやあっさりしたメニューを選びたくなるところですが、実はこの時の飲み物
や食べ物の選択が体調の分かれ道。何を選ぶかでその後の元気に差が出ます。
まずは、飲み物。喉が渇いた時、甘い清涼飲料水は飲みやすくおいしいのですが、水分としては糖分が多めで吸収の速度も遅くなります。水分補給
は、水や麦茶（汗をかくときはスポーツドリンク）でこまめに行い、清涼飲料水は間食として楽しみましょう。

入会受付時間

営業時間

入会受付時間

火・水・木・金・土

火・水・木・金・土

日・祝休日
9：00～20：30

日・祝休日
9：30～19：30

月・水・木・金 10：00～23：00
土
9：00～21：00
日・祝休日 9：00～19：00

月・水・木・金 11：00～21：00
土
10：00～19：00
日・祝休日 10：00～18：00

9：00～22：30

9：30～21：30

月曜日

そして
「冷たい麺」が食べたくなったら、できるだけ具だくさんなものを選びます。栄養をスムーズに代謝させるためにはビタミン類が必要です。特に糖
質に偏りがちな夏場は、
ビタミンB1が活躍します。B1を多く含む食材は豚肉・ハム・うなぎ・大豆製品・玄米等。そしてネギ・ニンニク等の香味野菜は
B1の吸収を促進します。同時に摂れる
「冷やし中華」や「冷やしネギ豚うどん」
また、納豆や山芋などが入った「ねばねばうどん」
もおすすめです。かき
氷やアイスクリームはほどほどに。食欲が戻ったら白米を玄米に変えるのも良いですね。今年の夏も元気に食べて、元気にスポーツを楽しみましょう！

休館日

休館日

火曜日 ※施設点検・清掃のため、ご利用なれません。

※施設点検・清掃のため、
ご利用なれません。

3分

JR・東急目黒・南北・都営三田線
「目黒駅」徒歩

駐車場470台完備

目黒雅叙園駐車場をご利用いただけます。
（駐車場料金：180分500円）

お問合せはこちら
コナミスポーツ情報ダイヤル

地下鉄「太子橋今市駅」徒歩

3分

駐車場可能台数142台
2時間まで無料 以降30分100円（税込）

新しいアクアプログラムツイストクロスがおススメ！

0570 - 000 - 573
「コナミスポーツクラブ スポーツフェスタ in 守口」

ひねる動作で『ウエスト』に新たな刺激！

6月3
0日
開催

コナミスポーツは、様々なスポーツをトップアスリートと一緒に楽しむイベント「コナミスポーツ

ツイストクロスは、水中でひねる動作をメイ
ンにしたインターバルトレーニングプログ

クラブ スポーツフェスタ in 守口」を6月30日に、コナミスポーツクラブ 守口で開催しました。

ラムです。陸上では抵抗のかからないスイ

このイベントは、去年発生した台風の被害で利用を中止していたコナミスポーツクラブ 守口の

ング動作を水の抵抗を利用することで、陸

アリーナが営業を再開し、不便をかけてきた地域住民の皆さんに、スポーツを通じて元気に
なって頂きたいとの思いから開催いたしました。
当日は、子ども向けスクール「運動塾」で実施している体操・
トランポリン・卓球のトップアスリー
トを招き、地域の皆さんに様々なスポーツを体験して頂き、スポーツの楽しさを改めて実感し
てもらいました。今後もこうしたイベントを通して、より多くのお客さまに、運動することの楽し
さや喜びを伝え、健康な生活をサポートしていきたいと思います。
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夏を元気に乗り切る食事

上では得られない負荷を体にかけることが
できます。またスポーツ動作を行うことで
運動自体に遊びの感覚を盛り込み、楽しみ
ながらインターバルトレーニングを行うこ
とができるプログラムです。新感覚のプー
ルプログラム ツイストクロスをぜひこの夏
ご体験ください。

自分のペースで気軽に楽しめるプログラム！
自分ペースで運動したい方
思いっきり動きたい方
音楽に合わせて動くのが苦手な方
プールを経験されたことのない方
単純にスポーツが好きな方

全国
28施設で
展開中！
プログラムの
実施は施設により
異なります。

におすすめのプログラムです！

5

アスリートニュース
ATHLETE NEWS

祝！新体操ワールドカップ金メダル
の

し

た

コナミスポーツ水泳競技部 貴田裕美が世界水泳選手権大会の日本代表に決定！
～オープンウォータースイミング（OWS）オーシャンズカップ2019～

に

熨斗谷さくら さん

「世界水泳選手権OWS競技代表選手選考大会」を兼ねた、オー
プンウォータースイミング「オーシャンズカップ2019」が、5月18
日に千葉県館山市北条海岸で開催され、貴田裕美（コナミスポー
ツ水泳競技部）が準優勝しました。貴田は女子10kmに出場し、
終始積極的なレースを展開。1.66kmを6周するコースで、
ラスト
1周でスパートをかけた貴田は、最後は写真判定となる大接戦の
末、惜しくも優勝はなりませんでしたが、7月に開催される
「第18
回世界水泳選手権大会」
（ 韓国・光州）の日本代表入りが決定し
ました。7月の世界水泳選手権の同種目で10位以内に入れば、第
32回オリンピック競技大会（2020年/東京）
の日本代表入りが内
定します。貴田は「最低限の目標はクリアできました。次の世界
選手権で10位以内に入れるよう、頑張ります」
と意気込みを語り
ました。
また、
コナミスポーツ水泳競技部 コーチの青木和子が、
世界水泳選手権のOWS日本代表コーチに選出されました。

コナミスポーツクラブ 本店 運動塾 新体操 選手コース所属

今年4月に行われた新体操ワールドカップ バクー大会（開催地：アゼル
バイジャン共和国）に日本チームの一員として出場し、団体総合で見事
金メダルを獲得した熨斗谷さくらさんに、
コナミスポーツクラブでの思
い出や、新体操の魅力などを語っていただきました。
取材場所：コナミスポーツクラブ 本店

Profile
熨斗谷 さくら
（のしたに さくら）
1997年9月29日生まれ 東京都出身 169cm 血液型：O
好きな食べ物：お寿司・韓国料理 趣味：読書 愛称は
「のっしー」
4歳の時にコナミスポーツクラブ 本店の
「運動塾」新体操スクールに入会。2012年に新体操女子
団体日本代表に初選出され、2016年に第31回オリンピック競技大会（ブラジル・リオデジャネイ
ロ）に出場。
ワールドカップなどの国際大会で、
これまで13個のメダルを獲得（金3、銀4、銅6）。
2020年の第32回オリンピック競技（東京）
でも代表入りとメダル獲得が期待される。演技から離
れると、時間があれば好きな歌手の話を笑顔でする、普通の女子大生。

コナミスポーツクラブとの出会いと日本代表までの道のりについて
4歳の時に母に連れられてコナミスポーツクラブ 本店の新体操スクールに入会した
のがきっかけです。選手になってからは平日は17時～20時に、土日は9時～18時に
練習していました。
とにかく下手で、
周りより覚えも遅く、試合デビューは小学4年で
した。練習に何とか食らいついていくのがやっとでしたが、小学6年で初めて強化選
手に選ばれ、国際大会の代表に選抜されました。練習はきつかったですが、
コナミス
ポーツクラブ 本店で練習しているときはとても楽しかったですね。人一倍不器用で
したが、
コーチや皆さんのご指導のおかげで、
日本代表団体メンバーにも選ばれて、
リオ五輪にも出場できました。
オリンピックが終わってみて、
メダルを取らないと意
味がないということも実感したし、2020年の東京大会へ向けて良い経験とエネル
ギーになりました。

普段のトレーニングや食事で気にされていることは？
新体操のシーズンは2月から9月で、海外遠征が多く、食事はホテルのレストランで
することがほとんどですが、私は基本的になんでも食べます。
でもやはり日本食が一
番ですね。
（笑）練習がハードなので、体重や体力が落ちたりしないよう、食事はバラ
ンスよくたくさんとるようにしています。普段の練習がトレーニングですが、新体操
はバランスや体幹が重要なので、
リフレッシュも兼ねて趣味でダンスをしています。

新体操団体の魅力はどんなところ？演技のみどころは？
新体操の団体は近年、2分半の構成にいくつでも技を入れてよいルールになり、点
数はどんどん上がってきています。その反面、高得点な技ほどミスが出やすくリス
キーになっています。正確に技を決め、5人の同時性を際立たせているところが団体
の魅力で、
日本は美しい調和のとれた演技が特長です。完璧な演技をするために、
何か月も同じ技や演技に取り組みます。
メダル争いしている強豪国は、次から次に
技を審判にアピールするので、面白いです。2分半の中にいろいろな意味でドラマが
生まれます。

今後の抱負と読者の皆さまにメッセージを！
いつも沢山の応援ありがとうございます。
皆さんの応援が私のパワーになっています。
オリンピックが地元東京開催で、常に
東京2020を感じながら練習ができるので心強いです。
まずは今年の9月に行われる
世界選手権の団体総合でメダルを獲得して、
オリンピックの出場権の獲得、
そして
オリンピックの日本代表メンバーに選出されるように頑張りたいです。海外での試
合がほとんどで、日本で演技する機会が少ないですが、地元で開催されるオリン
ピックは是非見ていただきたいです。

コナミスポーツ水泳競技部・
体操競技部所属選手の
活躍をご報告

貴田裕美

青木和子コーチ

コナミスポーツ水泳競技部 溝畑樹蘭が銀メダル、中島涼が銅メダルを獲得！
～競泳 ジャパンオープン2019～

東京辰巳国際水泳場で5月29日～6月2日に開催された「ジャパンオープン2019」に、
コナミスポーツ水泳競技部とコナミスポーツクラブ各
店所属の選手、計31人が出場しました。本大会は海外からもオリンピック金メダリストなどが出場し、東京オリンピックに向けて世界が注目
する大会となりました。
そのなか溝畑樹蘭（コナミスポーツ水泳競技部）が男子200ｍ個人メドレーで銀メダル、中島涼（コナミスポーツ水泳
競技部）が男子400m自由形で銅メダルを獲得、男子800m自由形でも7位に入賞しました。その他にも宮坂倖乃（コナミスポーツ水泳競技
部）が女子50m平泳ぎで5位、100m平泳ぎで8位と2種目で入賞。
コナミスポーツクラブ 本店西宮の赤嶺梨緒さんが、女子1500m自由形で
4位、800m自由形で8位に入り、2種目で入賞。
日頃の練習の成果を存分に発揮しました。

溝畑樹蘭

中島涼

宮坂倖乃

赤嶺梨緒さん

コナミスポーツでは、今後も競技力向上に取り組んでまいります。みなさまのあたたかいご声援をどうぞ宜しくお願いします。
詳しくはコチラ！

「K O N A M I

コナミスポーツ アスリート

を公開中！

レビ出演舞台裏
テ
」
記
闘
奮
R
J .B .S T A

世界大会での優勝を目指して活動する
「KONAMI 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
「KONAMI J.B.STAR 奮闘記」
は、
コナミスポーツ アスリートサ
イトで鋭意更新中！世界大会進出をかけたヒップホップダンス日本大会
の様子や、
フジテレビ「ミライ☆モンスター」出演時の舞台裏など、
リー
ダーの瀧澤瑠夏さんが大活躍！KONAMI J.B.STARのメンバーの成長ぶ
りを、奮闘記を通じてぜひご覧ください。

KONAMI 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。個性豊かな36人で構成されています。

コナミスポーツアスリートサイト

CHECK!

「KONAMI J.B.STAR 奮闘記」
https://www.konami.com/sportsclub/athlete/special/jbstar/
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【ライフサポートサービス】と【見舞金制度】が一体になった

別
ご
特
な
案内！
の
け
だ

コ ナミス ポ ー ツ 限 定 サ ー ビ ス

今

「安心プラスα」の
「安心プラス」
の
月会費が
が
の
初
最
間
月
２カ

無料

に！

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

月額540円（税込）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。
（※）

ガや盗難も…
よくある施設内のケ

全て補償！

※審査には条件がございます。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ございます。

安心プラスの
料金プランは２タイプ！

ベーシックプラン

安心プラス
プラン

1
3

月額使用料
円
（税込）

540

安心プラス4 つの 安心ポイント！
ケガの場合は

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）

※上記金額は2019年7月1日時点の税率に基づくものです

■ ライフサポートサービスも充実

ワンプライスセレクション

つかえる！

コナミスポーツに新規ご入会の上、
安心プラスまたは安心プラスαに新規お申込みの方

ホテルリソルシリーズ

つかえる！

対象

会員限定プラン！

２０１９年６月２８日（金）～２０20年3月31日（火）
までのご入会

会員限定プラン！

期間

コナミスポーツ会員様がご利用できる
「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！

無料相談ダイヤル

お祝いサービス

※過去に安心プラスまたは安心プラスαに入会した方は対象外です。※運動塾会員は対象外です。
お一人様 1泊2食付

お一人様 素泊り

3,350円～

お申込み開始月、翌月２カ月分の月会費が無料に！
無料期間中でも、見舞金が受け取れます！

ライフサポートサービス（※）もご利用になれます！

9,800円～

8

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。

■ 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

※ライフサポートサービスはご入会後、
２０日以内にご利用可能となります。

「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わせください！

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

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

受付
※ライフサポートサービスの会員登録は入会申込～最大20日かかりますのでご了承ください。

9

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

テッパン人気宿

今回は、千葉県中房総にある
「リソル生命の森」におじゃましました！

人気の宿を厳選！
お得なお宿が必ず見つかる！
ライフサポート倶楽部の人気
の宿を厳選しました！夏のご旅
行計画にお役立てください！

リソル生命の森

もりたさん

住所：〒297-0201 千葉県長生郡長柄町上野486-4
アクセス：JR外房線「誉田駅」
より無料送迎バスで20分

ライフサポートサービスって？

都心から約75分の千葉県の中央「中房総」
に広がり、総面積
は100万坪と東京ドーム70個分相当の大複合リゾート。計
500名程度を収容可能な宿泊施設は、全室スイートタイプの
ホテルと、
ログハウスをご用意。他にも、5つのレストラン、研
修施設、
自然共生型アドベンチャースポーツ＆パーク
「ター
ザニア」
など多彩な施設があり、幅広いニーズにお応えでき
る複合施設です。今回はリソルライフサポートの社員さんと
共に、
リソル生命の森をめいいっぱい楽しんできました！

こんにちは！コナミスポーツ会員様がご利用可能な
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。今回は千葉県の中央にある
「リソル生命
の森」
をご紹介します。
お子さんから大人まで楽しめ
るので夏休みに向けて、
ご家族やご友人とお出かけ
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

する際のご参考にしていただければと思います！当
施設のホテルは裏面のキャンペーンでなんと無料
に…！？要チェックです♪

出る前
コースに

遊

お中元にオススメ！

に…

セーフティブリーフィング
（安全講習）

ぶ

実習

安全講習

自分の身の安全は、
自分で確保する。
それが、
「ターザ
ニア」
の大きな特徴です。
コース上では常に体をセーフ
ティラインにつなぎながら進んでいきます。
そのため始
まる前に、
セーフティブリーフィング。説明を聞いた後、
ブリーフィング用のコースで安全講習の内容を確認
し、
スタッフさんのOKが出てから出発です。

会員特典

アドベンチャーコースを体験！

スタッフさんからOKが出た後は、実際にアドベンチャーコースを体験！
ド

フォレストアドベンチャーは、専用のハーネスを着用して、
樹から樹へと空中を移動していくヨーロッパで人気の森
林冒険施設。
日本にも全国で33施設あります！リソル生命
の森にある
「ターザニア」
は、66のアクティビティを備える
アドベンチャースポーツ＆パークです。今回は難易度が高
い
「アドベンチャーコース」
に挑戦してきました！

ホテルの予約や毎日の生活に役立つ

3,800円

小学生以上 ……………

2,600円

キャノピーコース

2,800円

3,300円
2,300円
2,100円

お得なサービスが満載です。

サイト６には高さ10メートル
から向かい側にあるネットへ
飛び降りる
「ターザニアスイン
グ」
はスリル満点！

メニューNo.750304

会員特典 ターザニア利用料金

迷ったらコレ！お世話に
なっているあの方へ日頃
の感謝を込めてお中元を
贈りませんか？うれしい
夏ギフトを厳選しました。

！
キャー

ドキ
キ

フォレストアドベンチャー ターザニア
アドベンチャーコース 18歳以上………………
（セルフビレイ）
小学生以上18歳未満…

夏ギフト

↑お互いに教えあったり、励ましあいながら、
コー
スを進んでいくので、
お友達やご家族とのレ
ジャーにぴったりです。

食

↑サイト３にはコース内最長のジップスライドが！
森の中を飛び回っている気分になれます。

泊

生活サービスは2,000種類以上、

があな

制覇後は仲良く
記 念 撮 影★

裏面

まる

べる

宿泊施設は5,000施設以上、

た

っている！
待
を

すべてのメニューが優待で
ご利用いただけます。

裏面

「無料宿泊」

「無料宿泊」

キャンペーン
対象施設！

キャンペーン
対象施設！

1

まずは、
ログインすべし！
すぐさま
ブックマーク
すべし！

2
ターザニアで、たくさん動い
た後は、
レストランでランチ！
今回はホテルトリニティ書斎
1階にあるレストラン
「ブロー
ニュ」でランチバイキングを
いただきました。日替わりの
パスタやピザ、
サラダ、パティ
シエ特製のデザートなどが
もりだくさん。中でも石窯で
焼かれたマルゲリータピザ
がおいしかったです！

会員特典

メニューNo.720790

生命の森レストラン ブローニュ

会員特典

ランチバイキング

5%割引

ランチをいただい
たレストラン「 ブ
ローニュ」の上に
は客室も！全室ス
イートタイプなので、
どの部屋も広々とした
つくりになっています。房総半島へのお出
かけの際にはぜひご利用ください！

また、
リソル生命の森にはホテルタイプ以外に
も大人数の宿泊にオススメのログハウスも！

ホテルトリニティ書斎

カナダ産ログハウス

メニューNo.120008

宿泊代金
2名1室利用時お一人様
素泊り

8,000円～

http://www.lifesc.com
メンバーズナビ
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「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。

スマホやパソコンでブックマーク
するとカンタンにメンバーズナビ
にアクセスできます♪

メニューNo.120007

宿泊代金
2名1室利用時お一人様
素泊り

6,000円～
1

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!!

ログインすると料金や優待の確認
が可能！ログインしないと見られな
いメニューもあるので、
まずはログ
インしましょう！

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
利用方法をご確認の上、
当日施設へお越しください♪
※本ページの表示価格は全て税込（消費税8％）
です。

ログイン
方法

会員番号（0299A573から
始まる16桁）を入力。
（ハイフンは不 要です。英
字は大 文 字でご 入力くだ
さい。）

2

パスワードを入力。
初期のパスワードは、会員
番 号 の 下 8 桁 に設 定され
ています。
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