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～～～～ Aloha！ Message ～～～～
Aloha〜！株式会社ラストウェルネスの脇谷です。新年あけましておめでとうございます。
昨年もLEALEA×AURA SPAをご利用頂き、ありがとうございました。会員の皆様に支えられて、昨年も大きな事故なくクラブ運営を終えることがで
きました。また、ここ数年はコロナや大変不安定な社会情勢の中でのクラブ運営になっておりますが、無事に2023年を迎えることができたのは、会
員様や関係している全ての方々のおかげです。元気を与える仕事をさせていただいておりますが、我々スタッフが皆様に元気、勇気をいただいて
いおります。この場を借りてお礼申し上げます。『安全・安心・楽しい』クラブ作りを土台に、さまざまなチャレンジをしてまいります。今年も、どうぞ宜
しくお願い致します。
さて、この年末年始はどのように過ごされましたか？ゆっくりすることができて、日頃の疲れをリフレッシュすることはできたでしょうか？私は、毎
年どこかに出かけるような事はしていなく、普段ほとんどとれていない家族との時間を過ごしていました。また毎年、昨年の振り返りと、今年やりた
いことなんかを考える時間をとっております。これをやってみたいな、チャレンジしてみたいなと思う事を、大きい、小さいは関係なく書き出すように
しています。これも、もう何年も続けている年始の恒例行事です！振り返ると毎年、意外とやりたいと思った事をやっている事に気付けます。私の
大切にしている考え方の一つで、『人はなりたいと思うようにしかならない』という考え方があります。思い描くことから全ては始まると思っていま
す！
我々フィットネスクラブ業界は、このコロナウイルスで大きな影響は受けました。さらに、それがまだ続いています。ただ、そんな時にしか見えてこ
ないもの、考えられないものがあると信じております。地域で生活している方々の健康、メンタル、社会との繋がり、この3つを豊かにできるような
サービスを提供する事が我々の使命だと強く認識しております。我々フィットネスクラブが地域生活者の健康の中心になり、地域を元気にしてまい
ります。2022年10月に事業を再定義しました。新しい事業定義は、『新習慣定着支援、ライフスタイル創造事業』です！会員様一人一人に対して、
現状課題をクリアすることは勿論だが、自信や発見、新しいチャレンジなど、その方の人生がより豊かになるようにサポートすることが我々の事業
です。
今年も、会員の皆様にとって健康で、楽しく、より豊かな一年になるようにサポートさせていただきます。引き続き、LEALEA×AURA SPAを宜しく
お願い致します☆
Ｍａｈａｌｏ（感謝） ＳＨＯＪＩ （脇谷 正二）

✨

ANATATO特別キャンペーン
皆さんこんにちは♪
1月になり寒さも本格的になりましたね！
三が日が終わり少し体重が気になってしまう時期になりましたが、皆さん大丈夫でしょうか・・・？？
1月は大人気の会員区分であるANATATO会員がレアレアの会員様限定で30％OFFのキャンペーンを実施しております！
ANATATOとは短期ダイエットの為のレアレア最高会員となり、パーソナルトレーニングや管理栄養士の食事指導や整体でのメンテナンスを
受けることのできる区分となります
そしてなんと、パーソナルトレーニングがない日でもレアレアに通い放題でホットヨガや岩盤浴、ジムでのトレーニングやスタジオレッスンなど、
レアレアでの全てのサービスを受けられるのです！

✨

短期間で確実な効果を出したい、そんな方には大変おススメとなっておりますので是非お申し込みください！
ご興味のある方は体験も承っておりますので、お気軽にスタッフにお声掛けください。
一緒に身体を変え、理想の自分を手に入れましょう

✨

270,000円 → 154,000円！！

さらに入会金50,000円OFF！
畑 尚希

大好評！1/9(月・祝)まで同伴無料体験開催中(^.^)
皆さんこんにちは(^.^)
2023年もレアレアあざみ野店をよろしくお願いいたします。
さて今回は、12月中旬から開催している同伴無料体験についてのお知らせです。
1/9（月・祝）までに皆さんと一緒にご家族やご友人様がクラブにご来館すると、、、

『通常 同伴ビジター利用 ¥3,300 → ¥0』と無料で施設をご利用できます。

😌
💧
💧
💧

皆さんの大切なご家族・ご友人様で以下に当てはまる方は、いらっしゃいませんか？
・新年何か新しいことを始めたい
・毎年ダイエットしたいと言っている
・肩こりや痛み、手足の冷えが気になる
・運動不足で体の不調が取れない
・一緒にレッスンに参加して汗かいてリフレッシュしたい
※ビジター利用は、お一人様1回まで

✨

※複数人のご紹介可能

※ご予約は必須

当てはまる方がいたら是非一度レアレアに一緒にお越しください(^.^)
〜とってもお得なご紹介システムについて〜
ご家族やご友人様がご入会されると月会費がなんと、、、１ヶ月無料になります。
この機会にぜひご紹介ください。ご予約は、フロントまたはお電話にて承ります。
たくさんのご来館を心よりお待ちしております♪
一丸 明日香
1月レッスンスケジュール！
皆さんこんにちは！
1月のレッスンの新設・変更点のご紹介です！
【新設】
有料 太極拳クラス
毎月第1.3週 水曜日 11：45～13：00 （75分） 担当：高木真希
場所：2スタジオ
料金：1100円
予約方法：WEB予約 「2スタジオ 有料」 枠からご予約可能
48式楊式太極拳！24式楊式太極拳からレベルアップしたい方におすすめです！慣れている方も始めたばかりの方でも大丈夫です！
この機会にぜひ始めてみませんか？？ご参加お待ちしております

😊

【変更点】
・AURA
毎週土曜日 13：45～14：30 オーラストレッチ 富田 → オーラヨガ 富田
毎週土曜日 16：30～17：15 ヨガ45 福本 → アクティブヨガ45 宇野

✨

🙇♀️

レッスンスケジュールは、館内掲示とフロントでも配布をしていますので、ご確認ください
1月もレッスンのご参加を心よりお待ちしております

友澤 桃香

パーソナル体験会
いつもレアレアあざみ野店をご利用いただき誠にありがとうございます！
1/9（月・祝）に人気好評中のパーソナル体験会のイベントを開催致します。
パーソナル体験会では短期的にダイエットしたい、太りにくい体質にしたい人や筋肉量を上げたい人におすすめです！
正しい器具の使い方や自分に合った方法、なかなか入りにくいフリーウエイトエリアでの質の高いトレーニングをたくさんお教え致します！
1回１時間のトレーニングでお身体の悩みを一気に解決しましょう♪
ご予約はフロントもしくはお電話にて承ります！
時間：13：00～18：00 １人１時間
料金：500円
皆さんのご参加お待ちしております！
畑 尚希

✊

キッズ体操体験会
皆さんこんにちは！
1月のキッズスクール祝日無料体験会のご案内を致します。
＜体操＞

1/9（月・祝）

3～6歳
13：30-14：30
小学生 14：30-15：30

キッズ体操では、マットや跳び箱、鉄棒だけでなく、サッカーやバスケなど様々なスポーツの動きを行います。
楽しく身体を動かして、基礎運動能力を身につけましょう！ご参加をお待ちしております！！

👀

そして、お得なファミリープランについてもご紹介いたします
お子様がキッズスクールに通われている方は、お父様・お母様2人でお得に通うことができます。

通常（大人1人） 14,494円 → ファミリー会員（両親2人） 5,500円

🔥

さらに！今なら月会費2ヶ月無料！！ ※1月末まで 限定30名様
この機会に是非、ご家族で身体を動かしましょう
廣部 野の葉

🍚

栄養相談窓口
皆さんこんにちは！
12月から開設された栄養相談窓口ですが、もう館内POPはご覧になられましたか？
今月の祝日には特別開催として、栄養相談体験会を実施いたします！

1/9（月・祝） 13：30～17：00 1名20分間 ※先着7名 要予約
体組成測定、問診、食事アドバイスをさせていただきます。

✨

お食事やお身体にお悩みのある方、管理栄養士が解決に導きます
特に ★健康診断結果が良くない方
★運動で効果が出ていない方
★今の食事内容に不安がある方

当クラブの管理栄養士は、ムリな食事制限なしで、正しく食べて痩せるを実践します！
また、食事サービスの登録をしていただくと、無理なくダイエットを続けられるように食事アドバイスを週1回以上をしていくので、
効果を実感でき、ひとりでは変えることができなかった食習慣も改善しやすくなります。

😊

ぜひ一度、管理栄養士とお話しをしませんか？皆さんのご参加をお待ちしております
会員様だけでなく、（会員登録をしていない）ご家族様、お知り合いの方のお問い合わせも受け付けています！
富田 日菜子
栄養コラム
こんにちは！ LEALEA＆AURA SPAの管理栄養士です。
ビフィズス菌という名前を聞いたことはありますか？CMなどでも良く耳にする名前ですよね！
「お腹に良い！」と言った謳い文句と共に使われることが多く、なんとなく良い印象を持たれているかと思います。
実際にはどんな働きをしているのでしょうか？
【腸内細菌の種類】
１ 腸内を良好な環境に保つはたらきの善玉菌
２ 腸内で有害な物質を作る悪玉菌
３ そのどちらにも属さず、善玉菌・悪玉菌の多い方の味方になる日和見菌
これらはどれも、腸内環境には必要不可欠な重要な細菌ですが、このバランスを理想的な状態に保つことこそが腸内環境を良くしてくれます
そのバランスは善玉菌：悪玉菌：日和見菌が２：１：７、とされています。
ビフィズス菌は善玉菌の一種。ですので、ビフィズス菌を摂取することによって腸内の善玉菌が増加し、
腸内環境を整えてくれる働きが期待できます。腸内環境の改善は便秘の解消や免疫力のアップ、美肌効果にも繋がりますよ

😊

✨

【ビフィズス菌の摂り方】
1 生きたまま腸に届ける
⇒ビフィズス菌は熱に弱いので、非加熱で食べるようにしましょう！また、胃酸でも死んでしまうので、胃酸が弱まる食後に食べましょう
2 ビフィズス菌の餌となるものと一緒に食べる
⇒食物繊維（玄米、オートミール、ひじき、切り干し大根、きのこ類、ゴボウなどの根菜類など）や
オリゴ糖（玉ねぎ、にんにく、アスパラガス、大豆、はちみつ、バナナなど）と一緒に食べると更に効果UP(^^♪
上手に取り入れて腸内環境を良くし、内側から美しいからだを目指しましょう
栄養チーム

🎵

✨

🌟

遺伝子検査キャンペーン 残り1ヶ月！
皆さんこんにちは！
新年を迎え、正月太りに悩まされているという方も多いのではないでしょうか？
そんな方におススメ！1月までの特別開催、遺伝子検査キャンペーンのご案内です♪

💦

私たちの身体は、遺伝子からの影響が3～5割、生活習慣からの影響が5～7割と言われています。
ダイエットをしているのになかなか痩せない・・・
そんな方は遺伝子に原因があるかもしれません。
遺伝子検査では、自分が太る原因や筋肉の付きやすさ、自分に合った運動などを調べることができます！
生まれ持った体質を調べ、自分に合った食事改善方法や運動を知るきっかけにしてみませんか？
通常価格 25,000円 → キャンペーン価格 5,000円引き の

20,000円！

さらにペアで同時購入すればお１人様18,000円です！

✨

また、キャンペーンを利用していただいた方は特典付きとなっております
①通常1か月3,494円 管理栄養士による食事サポート
②通常550円 体組成測定2回分（初回カウンセリング時と1か月サポート終了時）

✨

気になった方はスタッフまでお気軽にお声かけ下さい
皆さんのご参加を心よりお待ちしております♪

富田 日菜子

😊

ネイルサロン AURAbeautyよりお知らせです♪
皆さんこんにちは
いつもレアレア オーラスパあざみ野店をご利用いただき、ありがとうございます♪
1月のキャンペーンネイルのご案内です！
レアレアの会員様限定で特別価格にてご案内しております！

５，９８０円→３,９８０円

６，９８０円→５,４００円

初回は、オフ無料でご案内可能です（＾Ｏ＾）
今月からフットネイルのサービスもスタートします！！
ネイルブースにも、様々なデザインがありますのでぜひチェックしてみてください！
手先からおしゃれをして、冬を楽しみましょう❄
ご予約は、フロントまたはお電話にて承ります！大好評の為、ご予約はお早めに☺️)
一丸 明日香

🎂

😊

1月誕生日のスタッフより
皆さんこんにちは！1月4日生まれの山宮です
今年で24歳になります！
また、同じく1月生まれの皆さんも、おめでとうございます

🎉

皆さんは年末年始どうお過ごしになりましたでしょうか？
私は毎年家族と東京にある帝釈天に初詣に行くのが恒例行事です(^^♪
皆さんも何か年末年始の恒例行事はありますか？
おススメがあれば教えて下さい(^^)/

✊

今年も皆さんの運動はもちろん、管理栄養士として食事のサポートもしっかり行っていき、
運動と食事の両面から、皆さんの健康を支えられるように頑張ります
今年も宜しくお願い致します

🙇

山宮 千佳

🎂

こんにちは！1月29日生まれの廣部です。
同じく1月生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます

私は今年の誕生日で21歳になります！
去年の誕生日に成人を迎え、お酒が飲めるようになったり、4月からは社会人と盛り沢山な一年でした。
21歳も明るく元気に、皆様に笑顔になっていただけるよう頑張ります☺︎
今年も宜しくお願い致します！！
廣部 野の葉

