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健康と癒しの快適施設で、 

のびのびフィットネス！ 
 

「ウェルネス新庄」は四季を通じて 

スポーツ・カルチャー・健康づくりができる快適施設です。 

温水プールをはじめ、マシンジム・スタジオなどで 

本格フィットネスを味わえます。 

また温浴施設も充実しており、 

癒しの場としてもご利用いただけます。 

あなたの目的に合わせてご利用いただける 

健康と癒しのスポーツクラブ「ウェルネス新庄」。 

地域の多くのみなさまに親しんでいただける 

体力づくりセンターを目指します。 

 

 

 

 
他では真似のできない月会費をご提供できるのは健康増進を目

的として設立された公共スポーツ施設だからです。お手頃だから

続けられる。楽しいから続けられる。 ウェルネス新庄は、そんな

「続けられるスポーツ施設」を目指します。 

 

 

 
 

 

会員様以外でも都度利用料によりご利用いただけます。 

全施設 
（マシンジム、スタジオ、プール、浴室） 

大人 1,700 円 （税込 1,870 円） 

高校生 1,000 円 （税込 1,100 円） 

中学生以下 利用不可 
 

プール 

大人 500 円 （税込 550 円） 

高校生 500 円 （税込 550 円） 

中学生 500 円 
（税込 550 円） 

ファミリープール開催時のみ 

（毎週日曜日 10 時～16 時） 
 

※小学生以下の方のご利用は 18 歳

以上の保護者同伴必要（保護者 1 名

に対して子ども 2 名まで利用可） 

3 歳～ 

小学生 
250 円 

（税込 270 円） 

3 歳未満 無料 
※ファミリープールは、時間変更をする場合があります。 

※浴室を利用される方は、別途費用が掛かります。 

浴室 

大人 500 円 （税込 550 円） 

高校生 500 円 （税込 550 円） 

中学生 500 円 
（税込 550 円） 

中学生のみで利用の場合 20 時まで 

3 歳～ 

小学生 
250 円 

（税込 270 円） 
18 歳以上の保護者同伴必要 

（小学生以上は同姓の保護者同伴

必要） 
3 歳未満 無料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご入会の際にご用意いただくもの 

 

 

 

 

 
●月会費はクレジットカード（ジャックス）による自動引き落しとなります。（一

部お取り扱いのできない金融機関もございます。） 

●ご入会手続きには、運転免許証、保険証、パスポート、外国人登録証のい

ずれか（「氏名」「住所」「生年月日」のご本人確認ができる証明書）をお持ち

願います。また、20 歳未満の方がご入会の場合には、保護者の方がお申込

人となり、保護者の方の上記証明書が必要となります。 

●子どもスクール会員のみ休会制度があります。 
 

 

 
ウェルネス新庄  ℡0745-69-9303 
〒639-2112  奈良県葛城市笛堂 400-1 

<営業時間> 月～木 10:00～23:00 

土・日・祝 10:00～20:00  
<入会受付時間> 月～木 10：00～21：00 

土・日・祝 10:00～18：00 
※受付終了間際のご来館時には受付できない場合がございます。 

予めご了承ください。 

【定休日】毎週金曜日 及びお盆、年末年始 

【定休日】特別休館日（施設点検等）

都度利用 
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会員種別（月会費）（対象：高校生以上） 
 

会員種別 ご利用時間 

レギュラーメンバー 

5,000 円（税込 5,500 円） 
1 年一括払い/60,500 円（税込） 

平日/10:00～23:00 

土･日･祝/10:00～20:00 

定休日/金曜日 

デイタイムメンバー 

4,500 円（税込 4,950 円） 
1 年一括払い/54,450 円（税込） 

平日/10:00～17:00 

定休日/金曜日 

ナイトメンバー 

4,500 円（税込 4,950 円） 
1 年一括払い/54,450 円（税込） 

平日/20:30～23:00 

定休日/金曜日 

レディースナイト３４ 

4,500 円（税込 4,950 円） 
☆限定 100 名様限り 

平日/18:00～23:00 

定休日/金曜日 

※34 歳以下の女性限定 

※高校生以上の方が対象となります。※上記月額使用料金のみで利用時間内であれば月何回でも

利用可（都度利用料なし）。※レギュラーメンバーについては営業時間内全ての施設・プログラムへの

参加が可能。※一年一括割引とファミリー登録割引の併用はできません。 

※レディースナイト３４は、３５歳の誕生月の翌月より、レギュラーに自動変更となります。 

 

 

※ファミリー登録は同居されているご家族の方に限ります。月会費の引き落としは同一口座とさせて

いただきます。※ファミリー登録をされた場合、他の割引との併用はできません。 

子どもスクール会員種別 
 

クラス名 月会費（税込） 対象 時間 

水泳 ベビークラス フリー出席 6,500 円 
（税込 7,150 円） 

４ヶ月～３歳未満のお子様と

保護者様 
月･水･木/11:00～12:00 

水泳 乳幼児クラス 

週１回 5,000 円 
（税込 5,500 円） 

週２回 6,500 円 
（税込 7,150 円） 

２歳６ヶ月～４歳 月･水/14:00～15:00 

水泳 幼児クラス ３歳～小学２年生 
月～木/15:30～16:45 

土/10:00～11:15･14:00～15:15 

水泳 初心クラス ６歳～小・中学生 
月～木/16:45～18:00 

土/11:15～12:30･15:15～16:30 

水泳 上級クラス 中学生以下（４種目完成者） 
月～木/17:45～19:00 

土/12:15～13:30･16:15～17:30 
 

 

ジュニアダンス教室 
週１回 5,000 円 

（税込 5,500 円） 

 

キッズⅠ（４歳～中学生） 月・木/16:45～17:45 

キッズⅡ（５歳～中学生） 月・木/17:50～18:50 

キッズⅢ（５歳～中学生） 月・木/18:55～19:55 

空手教室 
空手教室①無級～８級 水/16:25～17:25 

空手教室②７級～ 水/17:30～18:30 

チアダンス教室 ５歳～中学生 水/17:00～18:00 
※ご入会については、ご入会月をご確認ください。※振替制度はございません。

 

マシンジム  MACHINE GYM 
最近の機種を備えたマシンジムでは初心者の方で

も気軽にトレーニングが楽しめます。何から始めた

らいいかわからないという方にも丁寧にご案内いた

します。 

スタジオ  STUDIO   
スタジオではエアロビクスなどの有酸

素系プログラム、ボディコンバットなど

の体脂肪燃焼系、カルチャー系ではヨ

ガなど、初めての方でも楽しめるプロ

グラムがたくさんございます。 

プール        POOL 
温水プールでは一年中プールを満喫していただけ

るよう、水温・水質のチェックを徹底して行っており

ます。泳ぎが苦手な方も、水の抵抗を利用したプ

ログラムで楽しんでいただけます。 

リラックス   RELAX 
スポーツ後にゆっくりとくつろいでいただ

けるよう、お風呂、ドライサウナなどをご

用意。充実のスパゾーンを思う存分お楽

しみください。 

25ｍ×８コースプール 

風呂(男) 

風呂(女) 

サウナ 

サウナ 

ロッカールーム 

フロント 

幼児用プール 

マシンジム 

第２スタジオ 

第１スタジオ 

ギャラリー(プール観覧席) 

１F ２F 

２ 

１ 

３ 

４ 

５ 

ファミリー登録すると、家族みんな月々540 円割引でお得です! 


