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

あなた どんな秋にする？
は

PUZZLE
TIME

スポーツの秋、食欲の秋、紅葉の秋、読書の秋、芸術の秋…と秋の楽しみ方はもりだくさん！
秋ならではのイベントをめいっぱい楽しんでくださいね！

問 題
1 自分のペース・強度で運動ができるコナミスポーツオリジナルの短時間でできるスタジオプ
●

ログラムは〇〇〇プログラム
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タテのカギ
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★ヒントはp2-3

ヨコのカギ
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★ヒントはp2-3

2 一方が高く、もう一方が低く傾斜している道のこと。〇〇を上がる。
●
3 レモンなどの柑橘類に含まれ、掃除でも効果を発揮しているのは〇〇〇酸。
●
4 メガダンスやトップライドなどの人気プログラムは〇〇〇〇〇フィットネスのプログラム！
●
7 運動後にとるとよいとされ体力アップや美肌などの効果がある〇〇〇〇質
●
8 シャリの上に刺身がのった和食料理
●
9 要領よく、ぬかりがないことを「〇〇なくこなす」といいます。
●
10 〇〇⇔沈む。/キザな言葉を「歯が〇〇台詞」ともいいます。
●

7

D

E

★ヒントはp4

8

秋の味覚の代表。〇〇のモンブランや〇〇ごはんがおいしいよね。
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10/C

C

D

A

春を代表する花。日本を象徴する花でもあり、英語圏では「cherry blossom」
紅葉の季節秋を代表する木の総称。メープルシロップは〇〇〇の樹液を煮詰めたもの！
星。人気者のことをさすことも。スーパー〇〇〇
入浴施設のこと。〇〇施設があるコナミスポーツクラブもあるので、運動後のリフレッシュに！
魂。最近ではご当地の食べ物のことを〇〇〇フードともいう。

答え

A

B

E

四字熟語。非常に苦労すること。１文字目と3文字目は数字です。

★答えはこのページのどこかにあるよ！

秋の
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♪

A賞

キャンペーン期間：2019年10月23日
（水）～ 11月10日
（日）

抽選で10組20名様に当たる!

B賞

抽選で40組に
ペアチケットが当たる！

ワンコイン宿泊
プレゼント

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

●

ご利用
期間

2019年12月1日（日）～ 2020年2月29日（土）宿泊分

プラン

素泊り
（食事無し）

1

TOHOシネマズ

イオンシネマ

【特集】

A賞・B賞各キャンペーンの詳細は下記申込ページの

スタジオプログラムを楽しもう
！

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!

対象施設

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27ヵ所）

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!

click!

クロスワード答え： ハロウィン

PRESS
2019年10月23日発行

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

Take Free

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。

【スポーツ栄養】

タンパク質

【日本全国コナミスポーツクラブ紹介】

札幌/沖縄

【イベント報告/案内】

KONAMI J.B.STAR
アスリートニュース
2019FIA全国スポーツクラブ駅伝

PRESS

スタジオ
を
ム
ラ
プログ
楽しもう

コナミスポーツクラブでは「リラックス」
「筋力アップ」などさ
まざまな目的に合わせた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ではグループで音楽に合わ
せて運動をすることで、普段の運動よりも達成感や高揚
感を味わうことができます。今回は自分の好きなペースと
強度で動くことができるコナミスポーツ オリジナルプログラ
ム「クロスプログラム」の代表的な動きと、
「 音楽 」
と
「動
き」があらかじめ決まっている
「プレコリオプログラム」の10
月からの新曲のポイントをご紹介します。

「クロスプログラム」
では自分の好きなペース・強度で運動ができるので
「スポーツクラブは初めてで不安」
「音楽
に合わせるのは苦手」
と感じている方にもおすすめです！その中でもおなか周りが気になる方におすすめの体幹
エクササイズ「コアクロス」
と短期間で集中的にトレーニングしたい方におすすめなインターバルトレーニング
「カーディオクロス」の代表的な動きをご紹介します。

サイドホバー

ト！
ここが ポイン

プレコリオプログラム
プレコリオプログラムとは、事前に
（プレ）音楽と振り付け
（コリオグラフィー）
が決まっていて、
３カ月ごとに新曲が
リリースされるプログラムです。コナミスポーツクラブでは、
レスミルズやラディカルフィットネスといったプレコリオ
プログラムをお楽しみいただけます。10月からは新曲でのクラスがスタートします。ここではレスミルズから
「ボディ
パンプ」
「ボディバランス」、
ラディカルフィットネスから
「X55」
「メガダンス」の４つのプログラムの新曲のポイント
をご紹介します。新曲に合わせた新しい動きのクラスになりますので、今まで参加をしたことない方も、参加したこ
とがある方と一緒に動きを覚えることができます！この機会にぜひ、始めてみてはいかがでしょうか？

専用のバーベルを使ったスタジオプログラムです。ウエイ
トを調節することで、初めての方でも安全に効果が得ら
れ、
どなたでも楽しくクラスに参加できます。

心と体、
そして生活そのものの質を向上させるレスミルズ
考案の「NEW YOGA」。ヨガの初心者や経験者まで幅
広い層の方参加しやすいプログラムです。

新曲NEW MOVE

新曲NEW MOVE

①ベンチサイドスクワット

②キックバック

●

●

足を広げて、お尻を後ろに引
きます。
●台の上の膝を90°
に曲げます。

このエクササイズは横向きの状態で骨盤の位置を正しく保つた
めに脇腹やお尻の横の筋肉を使って支えます。このように重力
に逆らって保持することで、体を支えるための筋力を養うことが
期待できます。

前に踏み込んだ際、
自分の体重を支えるため膝が９０°
よりも深く
曲がってしまうと膝への負担が大きくなってしまいます。膝を９０°
にして沈むことで、
お尻に負荷をかけ、
ヒップアップの効果も期待
できます。

リバースフライ

マウンテンクライマー

効果音と楽曲アレンジにより、高強度でありながらも時
間を忘れて楽しめる、全身シェイプアッププログラムです。

お尻の上部に付いている筋
肉を意識します。
●引き締まったお尻を手に入れ
るためのトレーニングです。
●
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● 股関節を開き、
お尻を引き締
める意識で！
●自分の好きなペース、
バリエー
ションでポーズを取ります。

世界のダンスを集結させたメガダンスはシェイプアップな
どの運動効果を、音楽にノリながら感じることができ、振
り付けを覚えられたときの喜びはひとしおです。

新曲NEW MOVE
①アブダクション

チューブを手で持って、横へ引っ張りますが、意識的に動かす部
分は背中になります。肘が曲がると腕の力を使ってしまい、背中
への効果が半減してしまいます。肩甲骨を動かすように意識する
ことで背中の筋肉が働き、姿勢の改善にもつながります。

● 下の足はつま先を起こし、
足
裏を伸ばしてください。
●上の足はポジションを高く
し、
も
も裏のストレッチを深めましょう。

②ダンサーポーズバリエーション
ウィズ マーメイド

ト！
ここが ポイン

前側の膝の角度が90°
になっているか
確認しましょう。

両肘が曲がっていないか確認しましょう。

①クロスレッグドフォワードフォルド
ウィズ フィートフレックスド

フロントランジ

頭から足まで一直線になっているか
確認しましょう。

ト！
ここが ポイン

台に片手をおき、上半身を股
関節から前傾させます。
●上腕を床と平行にして
（肘と肩を
同じ高さ）、体から離さないように！

②ヒールタップ

お尻、太もも、体幹の下半身を
一気に鍛えます。
●下半身を鍛えることで、
日常動作
をスムーズに行いやすくなります。
●

新曲NEW MOVE
①太陽の下でラテンパーティー♪

常に上体を引き上げ、骨盤回
旋が特徴的なラテンスタイル！お
尻を使って脚を引き上げることに
よってヒップアップ効果あり
！
●

②ディスコタイム♪

●懐かしのディスコチューンに合
わせて気持ちも体もノリノリ！腰
を振って、
ウエストをシェイプ！

ト！
ここが ポイン

頭から足まで一直線になっているか
確認しましょう。
このトレーニングはお腹の筋肉を使いながら下半身を使うことで心
拍数を上げていきます。体が一直線に保てていないと、使われる筋
肉が少なくなって効果も半減してしまいます。一度になるべく多くの
筋肉を働かせることで短時間で効率的なトレーニングになります。
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栄養
ツ
ー
ポ
ス

日本全国コナミスポーツクラブ紹介

い ま さ ら 聞 け な い！？
タ ン パ ク 質（ プ ロ テ イ ン ）

タンパク質は筋肉と直結するイメージが強いためか、
積極的に摂取している方が増えているようです。
タンパク
質は、筋肉・臓器・皮膚・毛髪などの構成だけではなく、
ホルモン・酵素・抗体などの材料にもなるため、生命維
持や新陳代謝を高める上で、
なくてはならない栄養素の１つで、
適正量が続くと様々な効果が期待できます。

不足すると

・体力アップ
・美肌
・髪質の改善
・冷え性の改善
・安眠

コナミスポーツクラブ 札幌

北海道札幌市中央区北4条西6丁目3番4号タイムズステーション札幌駅前ビル7～9階

オススメ❶

適正量が続くと期待できる効果

・成長障害
・体力の低下
・免疫力の低下
・骨粗しょう症の
リスクが上がる

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、北海道札幌市にある「コナミスポーツクラブ 札幌」と沖縄県那覇市に
ある「コナミスポーツクラブ 沖縄」の南北2施設をご紹介します！

・脂肪増加

・肝臓・腎臓等の臓器への
負担
・尿路結石・骨粗しょう症の
リスクが上がる

沖縄県那覇市天久902

オススメ❶

吹き抜けのマシンジムで開放的なトレーニングができます！道内唯一のランニングト
ラックは１週９０ｍあり、
ランニングマシンでは味わえないウォーキングやランニングが
できます。
また、全てのマシンは2018年１１月にリニューアルいたしました。ハーフラッ
ク、ベンチプレス専用ベンチ、
スミスマシンなどの充実したフリーウエイトゾーンの他、
カーディオマシンも揃えておりますので、新鮮な気持ちでトレーニングすることができ
ます！ぜひ、
コナミスポーツクラブ 札幌でのフィットネスで一緒に汗を流しましょう
！

（4kcal /1gのエネルギーあり）

多すぎると

吹き抜けのマシンジム

コナミスポーツクラブ 沖縄
多種多様のマシンをそろえたマシンジム

マシンを55台完備し、広い空間の中、多種多様のマシンでお客様の運動をサポー
トいたします。特におすすめなのがランニングマシン。日差しを気にせず、
ウォーキン
グ、
ランニングをお楽しみいただけます。また、
ストレッチコーナーには骨盤フレックス
クッションを設置しております。
ご不明な点はインストラクターにお問い合わせください。

タンパク質の特徴
タンパク質は、
20種類のアミノ酸からできています。
そのうち9種類は体内で合成されないため、
食品から取る必要があります。
肉・魚・卵など動物性食品と大豆・穀物など植物性食品では、含まれるアミノ酸の割合が異なるため、体内で効率よく合成
するにはどちらも必要です。
また肉・魚は１つの食品にこだわらず、いろいろな食品を食べることでさらに効率が上がります。

動物性食品
激
らの刺
運動か

アミノ
酸

植物性食品

合成
オススメ❷

道内唯一のエステティック併設施設

オススメ❷

運動でカバーできない肌トラブルやアンチエイジング、
ダイエットをエステティックでサ
ポート！スポーツクラブだからこそ、運動後のメニューが充実しています。
ご都合にあわ
せて月額利用のほかにも、
１回ごとの利用も可能です。ぜひ、出張や旅行の際に、
お
立ち寄りください。コナミスポーツクラブ専属のエステティシャンの効果と技術をご堪
能ください！

沖縄の太陽の日差しが入り込む明るいプール

25m×６コースのプール。天井が高く開放感あり、沖縄の太陽の日差しが窓から入り込
み、明るく気持ちよく泳ぐことができます。
プールサイドには気泡プール、水着専用サウ
ナがあり、
リラックスできる環境になっております。
プールプログラムではアクアビクス、
ク
ロール、平泳ぎ、背泳ぎ、
バタフライのレッスンを行っており、
さらにスキルを高めたいお
客様には、
プールプライベートレッスンをご提供しております。

いつ、
どのくらい、
どのように
タンパク質は、一度に体内で取り込める量が糖質や脂質に比べ、少ないので食べ貯めることができません。
そのため、3食
の食事（毎食）
にタンパク質を含んだ食品を取り入れることを基本と考えてください。
また、軽いトレーニングなら下のような
食事でも必要量が充分に取れますので、
タンパク質だけを重視せずに、体調や体質に合わせて食事全体を考えることも大
切です。

朝 食

約

23g

パン・卵・ソーセージ・サラダ・カフェオレ・フルーツ

昼 食

夕 食

約

27g

ご飯・しょうが焼き・味噌汁（わかめと豆腐）
・青菜

約

35g

ご飯・お刺身・野菜の煮物・きのこのすまし汁

トレーニング効果を上げるために
右の表は、運動に対してリカバリーや筋合成を考えた時、
体重1kgあたりに必要とされるタンパク質量です。サプリ
メント
（プロテイン）を利用する場合は、食事で取れる分
を差し引き、
トレーニング強度に合わせた量をトレーニン
グの直後に取ると良いでしょう。ただし、
プロテインによる
満腹感で食事がとれなくなる場合は、食事を優先させて
ください。
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新版コンディショニングのスポーツ栄養学

月・火・水・木・金

月・火・木・金

月・火・木・金

土

土

土

土

10：00～21：00

体重1㎏あたりのタンパク質摂取量（g）
0.8～1.0
1.0～1.2
1.0～1.5
1.5～2.0
1.2～1.4
1.6～1.7

出典：Kreider RB,Wilbom CD,Taylor L, et al.ISSN exercise & sport nutrition review:research &
recommendations.Int J Soc Sports Nutr.2010:7:7[homepage on the Internet].と Sports, Cardiovascular
and Wellness Nutrition DPG.Sports Nultrition A Handbook for Professionals,6th Ed. P52.2017より作成

参考：日本人の食事摂取基準

入会受付時間

10：00～23：00

■身体活動別体重1㎏あたりのタンパク質摂取量
身体活動状況
軽度の運動をしている人
高齢期で軽度の運動をしている人
中強度の運動をしている人
高強度の運動をしている人
持久系のトレーニングをしている人
レジスタンストレーニングをしている人

営業時間
月・火・水・木・金

樋口 満 著

理論と実践 スポーツ栄養学 鈴木志保子著

祝休日

10：00～18：00

休館日

営業時間

10：00～21：30

入会受付時間

10：00～23：00

10：00～19：30

10：00～22：00

10：00～22：00

祝休日

10：00～21：00

日・祝休日

10：00～16：30

祝休日

10：00～19：00

日曜日 ※施設点検・清掃のため、ご利用なれません。

休館日

4分

JR札幌駅・地下鉄南北線・東豊線さっぽろ駅より徒歩

お問合せはこちら
コナミスポーツ情報ダイヤル

2時間まで無料

10：00～18：00

水曜日 ※施設点検・清掃のため、ご利用なれません。

205台収容 駐車料金無料

駐車場

0570 - 000 - 573
5

！
賞
入
で
で
会
世界大
ヒップホップダンスの世界一を決定する大会「World Hip Hop Dance
Championship 2019」
が2019年8月5日～10日にアメリカ・アリゾナ州
にて行われ、KONAMI J.B.STARが日本代表チームとしてジュニア部門
※
¹、
バーシティ部門※²、
メガクルー部門※³の3部門に出場しました。
ジュニ
ア部門は2014年以来最高順位の50チーム中第8位と健闘しました。
バー
シティ部門、メガクルー部門の2部門はそれぞれ65チーム中第5位、58
チーム中第6位で入賞を果たしました！
※１… 7～12歳のメンバー5～9人で編成されたチームで競う部門
※２… 12～18歳のメンバー5～9人で編成されたチームで競う部門
※３… 年齢制限のない、11～40人で編成されたチームで競う部門

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。過去2010年と2014年には世界
チャンピオンに輝くなど、実力は国内トップクラス。
「ハッピーダンス」
をテーマ
にしているチームで、個性豊かな36人で構成されています。

アスリートニュース
ATHLETE NEWS

「コナミスポーツクラブ 本店」所属
熨斗谷さくら選手が金・銀メダル獲得！
第37回世界新体操選手権大会

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

コナミスポーツ水泳競技部 貴田裕美が優勝！
第95回日本選手権水泳競技大会
オープンウォータースイミング競技

「コナミスポーツクラブ 本店」新体操
スクール選手コース所属の熨斗谷（の
したに）
さくら選手が、9月16日～22日
にアゼルバイジャン・バクーで開催さ
れた「第37回世界新体操選手権大会」
に日本代表チームの一員として出場
し、団体種目別のボール5で金メダル
を、また団体総合で銀メダルを獲得し
ました。団体種目別のボール5で獲得し
た金メダルは、新体操の日本代表団体
として初の金メダルとのことです。

コナミスポーツ水泳競技部の貴田裕美
が、9月22日に千葉県館山市北条海岸
で開催された「第95回 日本選手権水
泳競技大会 オープンウォータースイ
ミング競技」女子10kmに出場し、優勝
しました。貴田は、先頭集団で泳ぎ、ス
パートの機会をうかがうと、残り1周半
（残り約2km）で一気に先頭に出まし
た。最後は後続に10秒以上の差をつ
け、優勝を飾りました。

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よろしくお願いします。
詳しくはコチラ！

世界55カ国の代表が集う頂上決戦

コナミスポーツ アスリート

2019FIA全国スポーツクラブ駅伝

出場人数は世界55カ国から総勢約5000人。各国選りすぐりの代表チームが参加し世界チャ
ンピオンを決める
「World Hip Hop Dance Championship 2019」
は、
出場部門ごとに予
選・準決勝・決勝が設けられており、
ダンスパフォーマンスの審査得点が上位のチームが次の
ステージへ進出し、新たなパフォーマンスを行うことができます。

東京開催

2019年11月16日
（土）

大阪開催

2020年02月11日
（火・祝）

詳しくはこちらまで

「2019FIA全国スポーツクラブ駅伝」
を東京並びに大阪にて開催します。
フィットネスクラブ業界が一体となって企画・
運営する、初心者から上級者まで一緒に楽しめるイベントです。
お友達同士、
プログラムの仲間同士、会社の同僚など、年
齢や性別にこだわらず、
コナミスポーツクラブの仲間と一緒に参加してみてはいかがでしょう。

チームで目指す世界一
3部門に出場したKONAMI J.B.STARの各メンバーは、
自分がパフォーマンスをする時以外
は他の部門に出場するメンバーへのサポートも積極的に行いました。会場や他のチームの状
況を伝達し、出場メンバーがリラックスできるよう気を配ります。今大会は朝から晩まで1日
中の戦いになるため、休憩やアップのタイミングも重要です。
ステージでパフォーマンスを行
えるのは出場するメンバーだけですが、
そのパフォーマンスをより良いものにしようとお互い
にサポートし合い、
チームの総力で戦いました。

それぞれの挑戦
決勝は観客が予選の倍以上に増え、
アリーナはより一層熱気に包まれます。
どれだけ観客や
ジャッジに印象を残せるかがカギとなるため、各チームとも、直前まで振り付けの変更や、衣
装の変更を行う中、KONAMI J.B.STARも大幅な振り付け変更に挑戦しました。観客の熱気
や他チームの演技に圧倒されながらも、
メンバー1人1人が懸命にパフォーマンスを行い、見
事入賞という結果となりました！チームリーダーの瀧澤瑠夏さんは今回の結果への悔しさも
感じながら、
「来年に向け、
もう一度考え、今以上に成長して挑みたいと思います」
と次回大会
への意気込みを語りました。

ご声援をいただいた皆様に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

「 KO N AM I J. B. ST AR

中！
奮 闘 記 」世界大会舞台裏を公開

コナミスポーツアスリートサイト

ECK!
「KONAMI
J.B.STAR 奮闘記」
CH

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 アスリートサイトにて更新中！今回
行われた世界大会の舞台裏や、
フジテレビ「ミライ☆モンスター」出演時の様子など、
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、奮闘記を通じぜひご覧ください。

https://www.konami.com/sports
club/athlete/special/jbstar/

コナミスポーツ体操競技部とKONAMI

JALホノルルマラソン2019ツアー

開催

2019年12月8日
（日）

詳しくはこちらまで

コナミスポーツクラブとして32回目となるホノルルマラソンツアーが、今年も12月に開催されます。参加される方は、一
生に1度のフルマラソンへの挑戦であったり、
１年頑張った自分へのご褒美であったりと様々ですが、
そんな一人一人の
ゴールをコナミスポーツクラブは、出発前からゴールするまで全力で応援・サポートいたします。青い海と空の楽園ハワ
イを、
コナミスポーツクラブの仲間と一緒に楽しみましょう。

J.B.STAR の特別練習会

2019年7月6日にコナミスポーツ体操競技部体育館にて、コナミスポーツ体操競技部選手がKONAMI
J.B.STARのメンバーに指導を行う、特別練習会を実施しました。
国際大会の出場経験豊富な体操競技部の選手たちが、
ダンス中に披露するバック転、
バック宙などのアクロ
バット系の演技をより美しく見せるための体の使い方や、演技方法などを指導したほか、大舞台でのメンタ
ル術や練習後の身体のケアの方法などのアドバイスを行いました。
コナミスポーツは、今後も体操・水泳両競技部の選手と会員様との繋がりを強めることで、
スポーツがより身
近で楽しいものになるよう、努めてまいります。
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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

ご
案
な
内！
別
特

コ ナミス ポ ー ツ 限 定 サ ー ビ ス

「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

「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550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。

評
大好

（※）

ガや盗難も…
よくある施設内のケ

者
入会 !
中
拡大

に！

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）

550

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

1,100円（税込）

※上記金額は2019年10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

（例）
ホテルリソル札幌 中島公園

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！

～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。
※上記料金は10月1日現在のものです。

■ 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い合わせください！

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。
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このコーナーではコナミスポーツ会員様ならどなた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、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、秋の自然を歩く秋のハイキングが出来る施設を大特集！

「西の富士、東の筑波」
と富士山と並び称される筑波
山。男体山と女体山の2峰からなっており、標高877ｍ。
ケーブルカー、
ロープウェイを使えば簡単に山頂にたど
わ
はちか
り着くことができます。

ば

筑波山

つく

ライフサポートサービスって？
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
をします森 田です。今 回は“ 秋を歩く”を
テーマに、筑 波山と生 駒山をご紹 介しま
す！各エリアのオススメルート、グルメ、周
辺スポットから宿泊施設まで掲載していま
すので紅葉シーズンのお出かけに、ぜひ、
ご参考ください♪

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

オススメ宿泊施設
筑波山に登るなら
メニューNo. 080008

茨城／つくば

オススメルート
約

例年11月の紅葉シーズンにはケーブルカーの沿線
がライトアップされ美しい。

START

分

50

筑波山神社

徒歩

6

ロープウェイつつじヶ丘駅

ロープウェイ 分

分

30

女体山山頂

徒歩

分

15

男体山山頂

徒歩

８

ケーブルカー筑波山頂駅

ケーブルカー 分

分

5

ケーブルカー宮脇駅

徒歩

ケーブルカーとロープウェイを
使って、気軽に秋の筑波山を
散策しよう！

筑波山神社

3.5時間

こま

定 休 日 年末

■宿泊代金／4名1室利用時お一人様 2食付

15,400円 ～18,700円

■IN／15：00 ■OUT／10：00 ■客室：和室（2～8名）
「つくば駅」
より車30分
t つくばエクスプレス
より30分
c 常磐自動車道「土浦北I.C.」

大阪と奈良の県境にあり、
古くから交通の要地でもあった、
関西百名山のひとつです。
標高642mと高さはありませんが、
山頂からは大阪平
野、
奈良盆地を見渡すことができ爽快です。
宝山寺などの歴史的文化財にも恵まれ、
気軽に楽しめるハイキングコースも整備されています。

オススメ宿泊施設

オススメルート

30

近鉄生駒駅

徒歩 分
（宝山寺参道経由）

宝山寺

25

分

宝山

徒歩

16

生駒山上遊園地

徒歩すぐ

生駒山上駅

ケーブルカー 分

分

オススメグルメ

生駒ケーブル鳥居前駅

徒歩

近鉄生駒駅

ケーブルカーで上り
遊園地と宝山寺を巡る

紅葉に色づく生駒山。
山頂には多くのテレビ塔が建ち並ぶ。

START

3

奈良／奈良

メニューNo. 297004

春日ホテル

生駒山上遊園地
夜景も楽しめる生駒山上の眺めの良い遊園
地。天空のあそび場「ITADAKI」
もオススメ。

定 休 日 日曜・祝日

近鉄「南生駒駅」
より徒歩5分

http://www.lifesc.com
メンバーズナビ

10：00～17：00

※時期により営業時間が異なる。

定 休 日 木曜＜祝日は営業＞

※12/2（月）から2020年3月中旬まで休園予定。

■宿泊代金／5名1室利用時お一人様 2食付

17,600円
～22,000円

■IN／15：00 ■OUT／10：00 ■客室：和室(2～5名)
より徒歩2分
t 近鉄「近鉄奈良駅」
より20分
c 西名阪自動車道「郡山I.C.」

「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
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。

10

750825（メニューNo.）で検索

購入完了の自動配信メールが
届きます。

『 デジタルチケットサービス
《TOHOシネマズ》』

※購入完了（確認）のメールとなり
TCチケットではありません。
※迷惑メール設定をしている場合は
「@resol.jp」のドメイン受信を
許可してください。

2 TCチケットメールを受け取る
劇場の座席予約に必要な「チケット番号（TCチケット番号）」
「チケット暗証番号（TCチケット暗証番号）」が記載されたメールが、
購入から12時間後に届きます。
・ 受信したメールは削除しないようにお願いいたします。
（いかなる場合においても再送信はできません）
注意事項 ・ メールに記載されたチケット番号・暗証番号はマイページで確認可能です。
・ システム処理の関係上、メール到着まで時間差が生じることがありますのでご了承ください。

3 劇場・作品・座席を予約する

※迷惑メール設定をしている場合は
「@resol.jp」のドメイン受信を
許可してください。

予約完了後、
「購入番号」が
記載されたメールが届きます。

「TOHOシネマズの公式サイト」
（https://www.tohotheater.jp）
にて、
鑑賞希望の劇場・作品・座席を選び、
「TCチケットをお持ちの方」
を選択し、
1座席ごとにチケット番号・暗証番号の入力を行ってください。
『 TOHOシネマズ』
TCチケット番号

（TC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●）

TCチケット暗証番号
（ ● ● ● ●）

注意事項 ・ 座席の事前予約なしでも、当日劇場
（自動券売機またはチケットカウンター）
で発券が可能です。

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!!

ライフサポート倶楽部「メンバーズナビ」の
『 デジタルチケットサービス《TOHOシネマズ》』からご購入ください。

「劇場」もしくは
「作品」から検索

カフェ メリメロ
「たけひめプリン」

営業時間

座席 事前予約可能 !

1 TOHOシネマズ（TCチケット）を購入する

奈良公園の玄関口、
露天風呂のある和風の宿。

寺

とろけるようになめらかでやさしい食感と、
芳醇な酒かすの香りが絶品の人気スイーツ。

アクセス

生駒山に登るなら

オススメスポット

営業時間 9：00～17：00

1,400 円

・ クレジットカード決済のみご利用可能です。
注意事項 ・ 1回にお申込み可能な枚数は8枚までとなります。
・ チケットの有効期限については、メンバーズナビでご確認ください。

大阪と奈良の街を一望できる

約

1,900 円 →

もしくは

黒糖を使った細長
い形状の、
カリント
ウをイメージした揚
げ 饅頭。表面はサ
クッと、中は甘さ控
えめの自家製こし
餡が入っています。

営業時間 9：00～18：00

2時間

会員特典

筑波山神社に一番近く、創業390年の日本旅館。

沼田屋 本店
「カリントウまんじゅう」

男体 山御 本殿

生駒山
い

筑波山江戸屋

PCやスマホ・タブレットから簡単にチケットの申込み・決済が完了し、
TOHOシネマズ公式サイトから鑑賞希望の劇場・作品・座席指定も可能です。

オススメグルメ

アクセス 「筑波山口」
バス停下車徒歩3分

生駒・
奈良／東大阪
大阪／
さん

デジタルチケットサービス《TOHOシネマズ》が
利用可能になりました !

気軽にトライできる日本百名山のひとつ

つくば
茨城／
さん

もりたさん

話題の映画チケットをお得にGet!!

※「購入番号」は劇場での発券に
必要な番号となります。

4 チケットを発券する
当日、劇場ロビーの自動発券機 v i tまたは自動券売機で、チケットを発券してください
詳しい発券方法は、以下よりご確認ください。
【自動発券機の操作方法】https://www.tohotheater.jp/vit/vit_use.html
TCチケット（以下本券）に関するご注意

・ 3D／IMAX／MX4D／Dolby Atmos上映等では、追加料金が必要です。
・ 特別席利用の場合、追加料金が必要です。
・ 本券１枚につき、お一人様１作品に限り有効です。
（大人、学生、子供、シニア共通）
・ 先行上映、特別興行等、一部作品でご利用いただけない場合がございます。
・ 本券は現金との交換、返金はできません。
また、紛失や盗難、許可なく第三者に利用された場合等であっても返金、再発行はできません。
・ 本券の転売、複製は固くお断りいたします。

▲自動発券機vit

▲自動券売機

※2019年9月2日現在

