お問い合わせ・お申込み
山口市黒川 2307-2

083-932-1717
スポーツクラブＮＡＰ

期間：5 月 15 日（火）～7 月 31 日（火）～2 ヶ月半～
【申込〆切：5 月 31 日（木）】
がんばったぶんだけ
しっかりご褒美ゲット！

1 ㎏＝1,000 円または、1％＝1,000 円で

ダイエット成功の秘訣は？
ダイエットを始めよう！と思い
立つと、ついつい「マイナス５
㎏！」などと意気込んでしまいま
せんか？結果、開幕ダッシュ息切
れ 途 中 リ タ イ ヤ ･･･と な っ て は 元
も子もありません。
結果を求めることも大事です
が、まずは２ヶ月半続けることを
目標にしてみましょう！

ＮＡＰなら継続できます！
ＮＡＰでは恒例の「ダイエット
プログラム」に登録された会員の
方々に対し、担当スタッフが一体

などの効果を感じていただけると
幸いです 。

プールは「気持ち良い♪」を
更にたくさん体現できる！

暑さに向かう時期になってきま

した。そんな時は、気持ち良く、

消費カロリーが期待できるプール

は最高のアイテムです。アクアビ

クスなら泳げなくても大丈夫です

し、水の特徴により体が軽くなり、

楽しく動くことができます。そこ

で、今回のオプションとして、特

別アクアビクスの登場です♪

間、体重・体脂肪等の管理をして

修正など二人三脚で２ヶ月半の

ごとの測定、トレーニング方針の

出ることによって、人と励まし合

のも素晴らしいことですが、外に

一 人で 黙々 とト レー ニン グす る

仲間とのコミュニケーション
で心も健康に！

詳しくは裏面をご覧ください。

いきます。他のスタッフも同じよ

ったり、競い合ったり、さまざま

となって目標達成のためにアドバ

うに全面サポートしますので、運

な刺激や情報をもらえたりという

4,000 円

プール（10:30～15:50、17:00～21:00）

4,200 円

フリータイム会員と同じ

学生

イスさせていただきます。２週間

動経験がない方こそ安心してご来

利点があります。人と人との繋が

るでしょう。勿論、トレーニング

りの大切さを実感できることもあ

館いただきたいです。

遊び感覚で愉快に目標達成！

も自分の世界に没頭もできます

をしている時は、周りに人がいて
には、「キャッシュバックコース」

し、息抜きに他の人やスタッフと

ＮＡＰのダイエットプログラム
、または 体

があります 。体重１

心と体の健康に

会話することも可能です。
単位でキャッシュバックしていま

は、自由に気持ち

脂肪１％を千円に換算して、百円
す。継続できた暁に、ほんのちょ

の開閉ができるこ

れませんね。

イテムなのかもし

とが欠かせないア

っとでも換金があれば嬉しいと思
いませんか？
ささやかな喜びを積み重ねなが
ら、運動習慣をつける大切さ、汗
を流す気持ち良さ、ストレス発散

月曜 休館日

10:00～18:00

用時間内なら全

営業時間

クラブ会員入会時には 入会金 10,000 円、２ヶ月分の会費、年間保険料 600 円（非課税）、
事務手数料 1,500 円、燃料費 400 円／1 ヶ月が必要です。（税別価格） ※詳しくはお問い合わせ下さい。

日曜

日：ジム（10:00～12:00、13:00～18:00）プール（10:00～18:00）

プログラムを利

土日限定

ズ・一部プール

ＨＰアドレス：http://spc-nap.co.jp/

4,500 円

プール（18:30～22:00）

ジム（18:30～21:30）

ナイトタイム

5,500 円

プール（10:00～16:00）

ジム（ 10:00～12:00、13:00～15:00）

デイタイム

（プール・ジ

土：ジム（10:00～12:00、13:00～21:00）

上エクササイ

ＴＥＬ（０８３）９３２－１７１７

の施設・一部陸

山口市黒川２３０７－２（西京高校近く）

ム・サウナなど

◆下記の料金は全て
税別価格です。

マシンジム・プールが使える通常のクラブ会員も募集中！

6,500 円

フリータイム

ジム（10:00～12:00、13:00～15:00、18:30～21:30）

クラブ会員

プール（ 10:00～16:00、18:30～22:00）

お問い合わせは

料金

利用区分

利用時間

会員区分

スポーツクラブＮＡＰ

て利用可能）

土曜 10:00～21:00

火曜～金曜 10:00～22:00

ｋｇ

「楽しい！」「気持ち良い！」をキーワードに続けよう♪
詳しい内容は裏面をご覧ください

シェイプアップアクアビクス開催！

体重・体脂肪減を目標にダイエットしたい方

アクアビクスは水の特徴を生かして音楽に
合わせながら行う水中版エアロビクスで、
陸上では味わうことのできない大きな負荷
をかけることができます。
浮力や水温の心地良さにより、きつく感じ
ずに大きな消費カロリーを得られる嬉しい
プログラムです。

体重・体脂肪減コースで登録

筋肉量を増やして代謝を上げたい方
筋肉増量コースで登録
期

間

参加費

5 月 15 日（火）～7 月 31 日（火）

日

時

毎週火曜日 13：15～13：35（20 分間）
5/15、5/22、6/5、6/12、6/19、7/3、

マシンジム・プール等の 2 ヶ月半利用料金

7/10、7/24、7/31 全 9 回

（ダイエットプログラム登録料含む）

フリー会員
デイ会員
ナイト会員
土日会員

（※注：日程については変更することもあります
ので、詳しくお尋ね、ご確認ください）

20,250 円（税込 21,870 円）
18,000 円（税込 19,440 円）
15,250 円（税込 16,470 円）
14,000 円（税込 15,120 円)

参加費

ダイエットコースの方は、
基本料金プラス 1,000 円（税込 1,080 円）

持

水着、タオル、キャップ（キャップはお貸しできます）

物

※各利用区分の詳しい利用時間帯は表の表をご覧ください
●マシンジム・プール・サウナ・スタジオがご利用になれます。
●担当者を中心にスタッフ全員でフォローしますので、トレーニン
グ中、いつでもお気軽にご相談ください。
●お申し込み・お支払い後の返金はできません。

期間限定

まずはご来館していただき、
体験・ご相談を！
しっかりと納得してからの
お申込でＯＫです♪

アクアビクス短期会員も募集中！
～2 か月半短期会員～
期

間

5 月 15 日（火）～7 月 31 日（火）

時

間

あさ（火・木・金）11：00～11：30

あなたに合った運動は？マシンジムでト
レーニング？プール？それともグループ

ひる（土）

11：45～12：15

よる（火・木）

20：30～21：00

※注：あさの時間帯は、夏休み中は時間変更があります

エクササイズ？何から始めたらいい？
いろんな疑問にスタッフがお答えします。

参加費

フリー会員（全時間帯利用可）10,000 円（税込 10,800 円）

お気軽にご来館の上、ご相談または体験し

デイ会員（朝・昼利用可）7,500 円（税込 8,100 円）

てみてください！

ナイト会員（夜のみ利用可）5,000 円（税込 5,400 円）

運動をしたことがない方も、ご年配の方も
安心してご来館ください。
★ご相談・体験は要予約（無料）

特

典

①アクアビクス前後の 30 分、プール・サウナの自由利用が
できます。
②期間中、日曜日のファミリータイム（13：00～18：00）
に、ご本人・ご家族ともに 1 回おひとり 540 円（税込）
でプールが利用できます。
＜参加者の声＞
・足腰の負担 が少ないから
跳んだり跳ねたりが快感♪
・肩こりが軽くなった！
・ストレス解消になる！

