健康な身体をつくるのは自分自身！

新年運動生活
新年運動生活

応援キャンペーン
！
！
応援キャンペーン！
！
入会金

は
いぶ 」
「りら

方に
こんな です
メ
おスス

21,600円が

●いつまでも元気でいたい人
●運動不足が気になる人
●体力・筋力が落ちてきたと感じる人
●10才若返りたい人
●メタボが気になる人
●医者からすすめられている人

年会費

円

2,160円が

入会手続きの際ご準備下さい‼
●月会費１ヶ月分

●事務手数料5,400円

（月なかばから開始の方は1.5ヶ月分）

●引落し口座（郵便局か七十七銀行）
●届出印 ●ご本人と確認できるもの
●顔写真（3×4cm）

■お問い合わせはこちらまで
〒981-3217 仙台市泉区実沢中山南25-5
仙台ヒルズホテル 3F
（仙台大観音隣）

022（355）7710

FAX.022（277）5310

www.relive.jp

営業時間 〈月・火・水・金〉10:00〜22:00
〈土・日・祝〉10:00〜20:00
受付時間 〈月・火・水・金〉10:00〜20:00
〈土・日・祝〉10:00〜18:00
休 館 日 毎週木曜日定休、夏季3日間･
年末年始6日間･メンテナンス日
提携：
（財）宮城県結核予防会

複十字健診センター

仙台ヒルズ
ホテル内

仙台
大観音

（旧仙台ジョイテルホテル）

平禄寿司●
マクドナルド●
←至折立

●イオン

北環状線
至八乙女→

一 人 一 人 の 目 的 に 応じて
トレーニングメニューを作成
し 、マン ツ ー マン でトレ ー
ニン グ をサ ポ ートします 。
筋力トレーニングのサポート
または水泳の個別指導など
も可能です。

さらに （ご家族、お友達など）

ペアで入会されますと

パーソナルトレーニング３０分１回券
または

円

（3,240円相当）

鍼灸マッサージ３０分１回券

（3,240円相当）

いずれかをプレゼント！
！

初めてご利用の方
限定！

月なかば（15日以降）開始の場合、

月会費は半額となります‼
※入会特典は、6ヶ月以上在籍される方に限ります。
ご入
会後6ヶ月以内に退会される場合は、入会金・年会費・
事務手数料を頂きます。
※りらいぶを過去6ヶ月以内に退会された方が再入会さ
れる場合は、事務手数料と年会費を頂戴いたします。

駐車場
完備
0台
※20 可
駐車

建物１Ｆエレベーターに乗り、2Ｆホテル正面玄関
から入り、階段にて3Ｆ「りらいぶ」にお越し下さい。
ホテルロビーのエレベーターでもお越し頂けます。

お年玉
チケット

0
0

１月30日まで入会手続きされますと

パーソナル
トレーニングとは…

25
1回限り
お1人様

このチケットをご持参下さい。
マシンジム、プール、スタジオレッスン、
風呂、サウナ等全てが500円でご利用
いただけます。
ご利用の際は予約が必要です。詳しく
はお気軽にお問い合わせ下さい。

有効期限 2019年１月30日迄

「りらいぶ」はかかりつけの
スポーツクラブとして！
！

見学随

時

受付中！
プール

マシンジム

スタジオA

スタジオB

初めての方でも大丈夫。 ★月会費にスタジオ・プールのレッスン料も含まれています★
入会したら最初に何をするの？

新入会サポートシステム

スタジオレッスン

専門の知識を持ったトレーナーが
あなたのスタートをサポートします。

①血圧測定
安全に運動するために血圧を測定し今日の体調をチェックします。

②体組成測定＆カウンセリング
体重、体脂肪だけでなく筋肉量、
骨量など体の現状を測定し、目的
目標に合わせた運動プログラム
を作成します。

太

極

舞

太極拳の動きと呼吸法、
中国の伝統武術や民族
舞 踏の要 素を取り入れ
中国音楽に合わせて踊
ります。どなたにでも楽
しんでいただけます。

ヨ ガ

呼吸を意識した、ゆっくりとした動きで心と身体の緊張を
ほぐし、自律神経の働きを整えます。

カウンセリング

やさしいエアロ

体組成測定

③ストレッチマシン説明
バネの反動を利用したストレッチマシンは関節の可動域を増やし、運動
中のケガを予防します。

④有酸素運動系マシン説明

体にやさしい初心者向
けのエアロビクス。
先ずは基本の動作を身
に つ けると、い ろん な
レッスンが 楽しく受け
られます。

プール

ＥＸＣＯＲＥ

コアトレーニング。正しい姿勢づくりや基礎代謝を高めま
す。美しいくびれやヒップライン、スリムなお腹、背中など
にも効果があります。

陸上では辛い運動も水中では楽にできる！

ランニングマシン・エアロバイクの使い方をサポートします。
また、あなた
に合ったスタジオレッスンのプログラムの案内もいたします。

初回のサポートで全部覚えなくても大丈夫！
！
りらいぶでは、初回サポートの他に

５回のサポート券を発行しております（無料）
だから

安心してスタートできます

りらいぶ通いが習慣になり
週3回しっかりと
運動できています
レギュラー会員

水中ウォーキング・メディカルアクア

水中で、膝や股関節にやさしく無理なくできる運動療法。
医師からすすめられた方や筋力の弱い方などは、ここから
始めましょう。

流水健康教室

水の中で超音波を発生
させ、その流れを身体に
あてながら行う運動法
です。運 動が 苦手な方、
歩行困難な方 等のリハ
ビリにも効果的です。

員は
フィットネス会

有料

会員種別

12,960円

いつでもご自由に レギュラー会員

9,720円

ご家族の2人目から

ファミリー会員

7,560円

16〜25才はお得 アンダー25会員

6,480円

レギュラー会員と
同居家族で、同口座引落し

ワンポイントレッスン

利用時間

全営業日・
営業時間内
いつでも
利用可能
月・火・水・金
10：00〜22：00
土・日・祝
10：00〜20：00

ご家族がお留守の間に

デイ会員

8,100円

月・火・水・金の10：00〜17：30

お勤めの
帰りや休日に

ナイト
ホリデイ
会員

8,100円

月・火・水・金の18：30〜22：00
土・日・祝の10：00〜20：00

6,480円

土・日・祝の10：00〜20：00

休日のみご利用の方に ホリデイ会員

顔つけ、水に浮くからいろんな泳ぎ方など、あなたの習い
たいクラスに入りましょう。コーチがやさしくアドバイス！

月会費

ゴールド会員

プライベートロッカー付・
タオル（大・小）
レンタル付

音楽にのりながらインス
トラクターのリードにあ
わせて楽しく動いてい
るうちに、脂肪燃焼。

M.Kさん（70才）

3年ほど前から膝の調子が悪く、外に出るのも
おっくうになってしまいましたが、医者のすすめ
もあり2年前からりらいぶに通うことにしました。
はじめは軽い重さの筋力トレーニングと水中
ウォーキングで膝まわりの強化をしていました
が、段々と筋肉がつき重い負荷でトレーニングで
きるようになってきました。
今は上半身もトレー
ニングを行い、水泳に
チャレンジしています。
目標は25m泳げるよ
うになることです。

便利でお得

アクアビクス

マッサージルーム

私のレッスンライフ！

こんな方におすすめ！
！

⑤筋力系マシン説明
カウンセリングで作成したトレーニン
グメニューに基づいて効率的に行う
トレーニングのサポートをします。

展望大浴場

リハビリの方にも

流水健康
教室会員

お風呂だけ入りたい方に お風呂会員

入館後、
2時間まで
プール・お風呂が
定員６名） ご利用できます

月4回

月4回7,560円 （各曜日

5,400円

全営業日・営業時間内１日1回

★法人会員についてはお問い合わせください。

