
会員会則

【定義】
第1条         本会員によって定める条項は「フィットネス＆スパ・レアレア」（以下本クラブという）に
　　　　　適用されるものとします。

【所在地】

第2条         本クラブの所在地は、東京都三鷹市井口3-6-4に置くものとします。

【目的】

第3条         本クラブは本会則に則り、本クラブ会員がクラブ施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進及び
　　　　　会員相互の親睦並びにフィットネスライフの振興を図ることを目的とします。

【管理運営】

第4条         本クラブの全ての施設は、東京都三鷹市井口3-6-4「株式会社ラストウェルネス」（以下会社という）が
　　　　経営するものとします。

【会員制度】

第5条         1．本クラブは会員制とします。

　　　　2．本クラブに入会する方は、本会則を承認し本会則に基づく諸契約を会社と相互に締結するものとします。

　　　　3．会員の本クラブの諸施設の利用範囲、条件及び特典については別に定めるものとします。

　　　　4．会員が、本クラブの諸施設を利用する時は、常に会員証を提示するものとします。

【入会資格】

第6条         1．年齢満１３歳以上（但し、未成年者は第７条による）で本クラブの会則に従う方。

             2．本クラブ所定の誓約書を提出することにより本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを
                   自らの責任のもとに会社へ申告した方。法人会員においてはその責任において、本施設の利用者の健康
　　　　　　チェックを行い本施設の利用に堪え得ると認めた方。

【会員資格】

第7条         第４条第2項の契約が完了し、規定の料金の納入により、会員資格を取得したものとします。

【未成年者の取扱い】

第8条         未成年者が会員になろうとする時は、所定の書類に本人とその親権者が連署した上、申し込むものとします。

　　　　この場合、親権者は自ら会員となった場合と同様に、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

【入会手続き】

第８条　　入会を希望する場合は、所定の入会申込書により入会申込を行い、会社の承認を得た上で、

　　　　　会員区分に従って、入会金及びその他所定の費用等を払い込み、入会手続きが完了するものとします。

【会員資格の譲渡】

第９条　　本クラブの会員資格は他者に譲渡できないものとします。

　【入会金・諸費用】

第10条　　1．会員区分に従う入会金及び諸会費は別に定めます。また入会金及び諸会費は税込価格とします。

                 2．会員は別に定める諸会費を規定の期日に納めるものとします。

                 3．一旦納入した入会金及び、諸会費は、これを返還しないものとします。

　【ビジター】
第11条　　1．会員は本クラブのプログラムの一部においては会員以外の方（以下ビジターという）に、
                      本クラブ諸施設を利用させることができるものとします。
　　　　　　2．ビジターは、別に定める施設利用料を支払うものとします。

【諸規則の遵守】

第12条　　1．会員は本クラブの施設利用にあたり、本会則及び施設内諸規則を遵守するものとします。

　　　　　　2．会員は本クラブ諸施設利用にあたり、施設スタッフの指示に従うものとします。

　　　　　　3．会員は本クラブの諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはならないものとします。

　　　　　　4．第１１条によりビジターが本クラブ諸施設を利用する際も同様とします。
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【会員の損害賠償責任免責】

第13条 会員が本クラブの諸施設の利用中、会員の責に帰する事由により会員の受けた損害に対して、会社はその責
を負わないものとします。
第14条 会員が本クラブの諸施設の利用中、会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えた場合その
会員が損害賠償の責に任ずるものとします。会員が同伴したビジターについても同様とします。

【会員資格喪失】

第15条 会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員として如何なる権利をも喪失するものとしま
す。その場合速やかに会員証を返却するものとします。尚、会員は会員証を変換するまでは諸会費及び諸費用を支払う責
を負い、会社はこれらを請求する権利を有します。

　　　　　　1．会員の都合により退会を申し出、会社がこれを承認した場合。

　　　　　　2．第１６条により除名された場合。

　　　　　　3．会員本人が死亡した場合。

　　　　　　4．経営上やむを得ない事由により、本クラブ施設の全部を閉鎖した場合。

【会員の除名】

第16条　　会員は次の各号に該当する場合、会社はその会員を本クラブから除名することができるものとします。

　　　　　　1．本クラブの会則及び諸規則に違反した場合。

　　　　　　2．本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱し、本クラブ会員としてふさわしくない行為をした場合。

　　　　　　3．会費及び諸費用の支払いを怠った場合。

　　　　　　4．その他会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めた場合。

【施設の一時的閉鎖・一時的休業】
第17条 次の場合会社は会員へ告知の上、諸施設の全部又は一部の閉鎖、若しくは休業をすることができるものとし
ます。但しこれにより会員の会費支払義務が軽減および免除されることはないものとします。
　　　　　　1．気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断した場合。

　　　　　　2．施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ない場合。

　　　　　　3．定期休業等による場合。

　　　　　　4．管理運営上、会社が必要としたシステム、営業曜日、営業時間などの変更による場合。

　　　　　　5．その他重大な事由によるやむを得ない場合。

【利用の禁止】

第18条　　次の各号に該当する者の施設利用はこれを禁止するものとします。

　　　　　　1．暴力団関係者や刺青（一部例外を除く）のある方。

　　　　　　2．伝染病、その他他人に伝染又は感染するおそれのある疾病を有す場合。

　　　　　　3．オムツを使用している方。

　　　　　　4．一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失を招く疾病を有する場合。

5．医師から運動を禁止されている場合。

６．飲酒等により、正常な施設利用が出来ないと会社が判断した場合。

【システム変更】

第19条　　1．営業の曜日、時間、料金システムの変更に関しては、館内掲示等の後、実施する場合があります。
2．会社は、本会則に基づいて会員が負担するべき会費及び諸費用等を、社会経済情勢の変動に応じて変更する事ができ
るものとします。この場合、会社は一ヶ月前までに全会員にこれを告知するものとします。

【会則の改定】

第20条          会社は、会則等の改定を行なうことができ、改定した会則等の効力は全会員に及ぶものとします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　２００７年4月1日
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この度は、ご入会頂きましてありがとうございます。皆様に楽しくご利用頂けます様に、スタッフ一同努力させて

頂きますので宜しくお願い致します。ご入会にあたりまして、次の点をご確認ください。

１、ご利用いただける時間

営業時間等については、別紙ご利用時間一覧をご参照ください。

毎月２７日（土日、祝祭日の場合、金融機関翌営業日）に、翌月分月会費としてお届けのお口座より振替させて頂きます。

※＜例＞ １月２７日のお振替⇒２月分会費（１月分ではありません）

３、各種手続きの締め日について

フロントにて所定の手続きを行ってください。※締め日が休日の場合、前日までの受付となります。
☆　退会 毎月２５日/翌月末扱い
☆　休会 毎月２５日/翌々月より変更
☆　区分変更（デイタイム⇒フルタイム等） 毎月２５日/翌々月より変更
☆　口座変更 毎月18日/翌々月分より変更

4、休会について

休会制度がございます。ご希望の月の前々月２５日までにフロントにて所定の手続きを行ってください。

当クラブご利用の際は、必ず会員証をご提示ください。

ご提示がない場合は、記入用紙に名前、電話番号をご記入して頂き、ロッカーキーカードをお渡しいたします。

（会員の方とご一緒でない場合は、ご利用になれません）

中学生以上

区分外利用（デイタイム・ナイトタイム、その他の方の時間外利用）

※区分外利用は、1日あたりの料金になります。

7、現金・貴重品について
クラブ内での紛失、盗難等には責任を負いかねますので、管理には十分お気をつけください。

①現金、貴重品はフロントの貴重品ＢＯＸをご利用ください。

②ロッカーには必ず鍵をおかけください

③ロッカーキーは、トレーニング中や入浴中も常に携行してください。

8、メッセージBOXについて

会員の皆様がお気付きになられた事を投書して頂けるよう飲食ラウンジにメッセージBOXをご用意させて頂きました。

どうぞご活用ください。

2,500円（税込2,700円）

ご入会にあたって

２、月会費について

お客様の初回口座振替は　　　　月　　　　日の　　　　月分会費　からとなります。

期限 費用

1ヵ月以上6ヶ月まで 1ヶ月　2,500円（税込2,700円）

5、メンバーズカード（会員証）

6、ビジター・区分外利用について

ご家族、ご友人の方と一緒に施設をご利用することができます。　

料金

3,000円（税込3,240円）
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会員区分利用時間一覧表
2018/8/1

火～金 土 日・祝日

チェックイン 9:00 9:00 9:00

プール

マシーンジム

ゴルフレンジ

お風呂サウナ

チェックアウト 23:00 21:00 20:00

火～金 土 日・祝日

チェックイン 9:00
プール

マシーンジム

ゴルフレンジ

お風呂サウナ

チェックアウト 18:00

火～金 土 日・祝日

チェックイン 18:00
プール

マシーンジム

ゴルフレンジ

お風呂サウナ

チェックアウト 23:00

◆チェックイン・アウトの時間を必ずお守り下さい。
◆ 時間外の場合は、区分外利用とさせて頂きます。
　 （区分外利用料金は2700円になります。）

※スクールのみに登録されている方は
   スクール前30分からスクール後1時間までの館内をご利用できます。

◆お手続き終了時間（閉館時間の2時間前）
　　平日　　 21：00
　　土曜日　19：00
　　日曜日　18：00

各種手続きご希望のお客様は、お早めにフロントまでお越し下さい。
※手続きのご予約を頂いた方が、スムーズにご案内できます。

ご利用になれません

ご利用になれません

※祝日の月曜日は
ご利用可能です。

ご
利
用
時
間

18：00～22：45

＜フルタイム会員・ファミリー会員・Ｕ-23会員・ＡＵＲＡ　ＳＰＡ会員＞

ご
利
用
時
間

9：00～22：45 9:00～20:45 9：00～19：45

＜デイタイム会員＞

ご利用になれません

ご利用になれません

※祝日の月曜日は
ご利用可能です。

ご
利
用
時
間

9：00～17：45

＜ナイトタイム会員＞
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1）毎週月曜日

2）夏季休館日

3）年末年始休館日

4）臨時休館日

※夏季・年末年始・臨時休館日につきまして

は、館内告知やホームページ等で、その都度

事前に案内させていただきます。
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駐車場をご利用いただく事ができます。

駐車場のご利用に関するご案内

●1Fから2Fにかかるスロープは歩行禁止です。階段をご利用ください。

●駐車場で起きました盗難・損害などのトラブルについて

当クラブは責任を負いかねますのでご注意ください。

●レアレア側駐車場が満車時は『ゆず庵』側の

かえで通り

バイク専用駐輪場

ご利用の際は下記の図を参照していただき、優先駐車場は①レアレア駐車場⇒

②ゆず庵側駐車場⇒③建物下駐車場となります。

①②が満車の時のみ③をご利用いただきます様、ご協力をお願いいたします。

●バイクの駐車は「ゆず庵」看板横の駐輪場をご利用ください。

※駐車場見取り図

②ゆず庵側駐車場

ゆず庵

③建物下駐車場

②ゆず庵側駐車場

②ゆず庵

側駐車

場

レアレア

建物

①レアレア駐車場

【立体駐車場 1F・2F】

ホットモット



≪会員様専用 身体マネジメントアプリです！≫

☆来館しない時でも、運動・食事の記録ができる習慣化支援アプリです。

ダウンロードして、記録をすることで習慣化につながります！

☆体重、体脂肪率、体力レベル、筋力レベル、冷えレベルなど、

様々な記録ができ、自分で見ることもできます。

☆入会時に決めた目標なども、確認できます。

≪本日の登録≫
体重、体脂肪率、体力レベル、筋力レベル、冷えレベルなど、

様々な記録ができ、自分で見ることもできます。

設定をするのでスタッフに聞いてくださいね！

≪本日の食事≫
・食事の時間、内容、写真も記録できます。
・食事記録をつけると自分の食べる内容を意識できるので、

コントロールができるようになります。
・毎日食べる食事だからこそ、体を変えるのに重要です。

改めて、自分の食事を見つめなおしましょう。

≪続けることが成功への道です！！≫

体重、ウエスト、体脂肪などは変化しましたか！？
ここまでたどり着けた人は、習慣化できたのではないでしょうか！？
出来た人は、運動や食事の新たな目標を作って、実践してみてください！！
また、定期的に効果測定もしましょう（＾＾）

皆さんが健康で楽しい毎日が送れるように、レアレアスタッフ一同応援しています。

http://3.bp.blogspot.com/-6xlmgmkp8Nw/Vq89C1lw3EI/AAAAAAAA3k4/ouvm013IDoI/s800/junbiundou_shinkyaku.png
http://4.bp.blogspot.com/-qOMhp0gSSgY/Uvy50I5UxqI/AAAAAAAAdqM/U5GtO7xrgVI/s800/banzai_girl.png
http://2.bp.blogspot.com/-C_ZLBrSz3B0/Uvy5z1KOCJI/AAAAAAAAdqE/Jtqur1Qwd6o/s800/banzai_boy.png
http://3.bp.blogspot.com/-s8EhyjlFdlE/V4whXXYkadI/AAAAAAAA8Wc/x308j8eEZRY47DXVgDsb6roXv0WA9zKYACLcB/s800/sport_walking_woman.png


LEALEAは、会員の皆様のご紹介によりクラブ運営が成り立っております。

つきましては、ご紹介して頂いた方に特別な特典をご用意いたしました。身の周りの方を是非LEALEAにお誘いください。

尚、ご紹介頂く際は、御両名のお名前を下記にご記入の上、フロントまでお持ち下さい。

会員番号

ご紹介者氏名

会員番号

ご入会者氏名

紹介システム利用条件
紹介システム利用の対象外区分：　マタニティー・メンバースクール

再入会時は、ご退会後6ヶ月間を経過しないとご利用できません。

紹介特典・同時特典の併用はできません。 日付
キッズスクールに関してはご体験後の利用はできません。

※インビテーションチケットでの施設体験は除く。 受付者

・月会費１ヶ月分無料
（翌々月の月会費にご適用致します。対象月前にご退会をされた場合返金は出来ません。）

◎紹介者特典（レアレア会員）◎

≪レアレア・AURA SPAへご入会の場合≫
★入会金（￥21,600-（税込））無料

★月会費1ヶ月無料！！

≪キッズスクールへご入会の場合≫
★入会金（￥10,800-（税込））無料

★月会費1ヶ月無料！！
★指定バッグプレゼント

～キッズスクール同時入会の場合～
なんとご入会者2人とも！！
●入会金（￥10,800-（税込））無料

●月会費1ヶ月無料！！
●指定バッグプレゼント

◎入会者特典◎



●女性限定会員になります

●全営業時間利用可能（別紙にてご参照ください）

●ご利用可能レッスン
　岩盤浴・AURAスタジオ使い放題（それぞれ1日1回のご利用になります）

　※AURAスタジオのレッスンは、レッスン開始時間になりましたら入室できなくなります

　常温スタジオレッスン（ヨガ・ピラティス）参加可能

　※常温スタジオのレッスンは、レッスン開始時間～10分までは途中入室可能です

●無料レンタル用品～全て退館時にご返却ください
　・バスタオル1枚、フェイスタオル1枚(１日１セットまでとさせて頂きます）

  　　　※お風呂のみでご来館の場合も　バスタオル1枚、フェイスタオル1枚でのご利用になります

　・館内移動用スリッパ（オレンジ色）

●有料（203円）で岩盤浴用の作務衣のレンタルも行っています

●Web予約利用について
　Web予約は翌月末までの先行予約(オーラスタジオ2回・岩盤浴2回)が可能です。

　　※尚、ご参加はオーラ・岩盤それぞれ1回ずつとなります。

　お電話での予約は当日のみとなりますのでご了承ください。

　Web予約は当日レッスン開始まで・キャンセルは15分前までとなります。

　※尚、無断キャンセルにつきましてはWeb予約の

　　利用制限をさせていただく事もございますのでご注意ください。

●女性限定会員になります

●会員種別による施設利用可能時間のみレッスンを受けることが出来ます

●ご利用可能レッスン
　岩盤浴・AURAスタジオ使い放題（それぞれ1日1回のご利用になります）

　※AURAスタジオのレッスンは、レッスン開始時間になりましたら入室できなくなります

●無料レンタル用品～全て退館時にご返却ください
　・レッスン利用時　バスタオル1枚、フェイスタオル1枚

　※お風呂のみでご来館の場合も　バスタオル1枚、フェイスタオル1枚でのご利用になります

　・館内移動用スリッパ

●有料（203円）で岩盤浴用の作務衣のレンタルも行っています

●Web予約利用について
　※上記に同じです

AURA SPＡ会員について

ホットパス会員について



AURA WEB予約の流れ

URL：https://labola.jp/r/shop/3118/calendar_week/

※カレンダーからご希望の日にちをクリック

※ご希望のプログラムをクリック

※AURA、岩盤浴、ご希望の枠をクリック

※岩盤浴は〇〇〇のどこをクリックしても構いません。

　　　　　　　※会員番号でログインしてください。

 共通パスワード　「c2PyXzd8」※ログインしたらご自分で変更をお願いします

※岩盤浴は時間を選んで４５分抑えてください。

登録完了です。マイページからキャンセル、変更可能です。

https://labola.jp/r/shop/3118/calendar_week/




こんな時に・・・

通常のFITNESのご入会だと・・・12,711円～

AURAのご入会だと・・・15,046円～

お子様が学校に

通っている間に・・・

仕事の休日で

キッズスクールの

時間に・・・

子供のスクール8,085円～

＋

ファミリー会員5,500円～

ご家族3人で更にお得に！

￥１３，５８３




