
good point!!

ニコニコスポーツプラザなら、ダイエットや健康的なカラダづくり
だけでなく、各種スポーツのためのトレーニングのノウハウもいっ
ぱいです！だから、お一人お一人に合った最適なトレーニングを提
供できるんです！

本格的な
フリーウエイト
エリアが大人気！

スタジオ
プログラムで
仲間作り！

仕事帰りの運動
でリフレッシュ&
ストレス発散！

どうしても
ダイエット
したい！

×

トリプルゼロキャンペーン!!

22周年記念
!

22周年記念
!

100名様 限定! 

入会金 5,500円

登録事務手数料 2,200円

初月度月会費 最大 8,030円

今だけのチャンス!今だけのチャンス!

親切丁寧な
スタッフがいつ
でもサポート！

※1枚につき 3名様までご利用可能です。※有効期限 /2022.12.29 まで
※ご予約なしで無料体験いただけます。
※温泉のみのご利用はご遠慮ください。

22th

※1枚につき 3名様までご利用可能です。※有効期限 /2022.12.29 まで
※ご予約なしで無料体験いただけます。
※温泉のみのご利用はご遠慮ください。

22th

ジム活
始めよう!

12/29（木）まで！

先
着

そろそろ

健康増進アプリ【福知山 KENPOS】を使っ
てより一層地域の健康をサポートします。
詳しくは【福知山 KENPOS】で検索してく
ださい!



理想・目的・目標
などがハッキリ
されている方は！

Gym 福知山を一望できる空間で
景色を楽しみながらトレーニング

SPA 運動後はくつろぎの一時を。

血圧測定や
簡単な運動で、
今の体の状態を
チェックします。

「どんな運動をしたらいいの？」「何からはじめればいいの？」など、
皆様の疑問にお応えし、親切・丁寧に指導いたします。

NSCA-CSCS・NSCA-CPT・NESTA-PFT・健康運動実践指導者・
シニアフィットネストレーナーなどの資格保有スタッフも在籍！

※予約制

運動が苦手な方や
フィットネス初体験の方も安心！

初心者トレーニング
サポート

「にこナビ」！
初心者も

安心！！

まずは今の体の状態を
知ることから始めます。

安心の無料サポート!

あなたの健康に
効果的な運動を
ご紹介します。

カウンセリングの結果を元に
改善点を見つけます。

マシンの使い方
など、なんでも
ご相談ください！

PICK UP プログラム！！

福知山を一望できる癒しの温
泉施設でココロもカラダもリフ
レッシュできますよ！

カーディオ系
有酸素運動で脂肪を効率良
く燃焼！

フリーウエイト系
経験者の方も満足のフリー
ウエイトエリア！

高重量ダンベル
正しい使い方をスタッフが
お伝えいたします！

体の凝りをほぐし心を落ち着
かせます。

ヨガ DANCEエクササイズ
（ZUMBA、リトモス） エアロビクス

楽しく脂肪燃焼！ストレス発
散！ができて大人気！

初めてでも大丈夫、音楽に合
わせて体力づくり！

お風呂だけの
ご利用OK！
ココロもカラダも
リフレッシュ！

自慢の充実施設を
存分にお楽しみください！！
自慢の充実施設を
存分にお楽しみください！！

理想のボディへ！パーソナルトレーニング！！

『体の歪みや腰痛を改善したい』など、
あなたの目的に合わせてトレーニングの専門家が
マンツーマンでサポートするので安心です。

効果が違う！ ※有料
プログラム ※予約制

◆入会システムのご案内

�,���円

利用可能時間
月～金 17:00～23:00
土曜日 17:00～21:00
※温泉利用は24：00まで

ナイト会員ナイト会員
月会費

�円利用料
�,���円

利用可能時間
土曜日 10:00～21:00
日・祝 10:00～19:00
※温泉利用は24：00まで

ホリデー会員ホリデー会員
月会費

�円利用料
�,���円

利用可能時間
月～金   9:00～23:00
土曜日 10:00～21:00
日・祝 10:00～19:00
※温泉利用は24：00まで

ゆうゆう会員（��才以上）ゆうゆう会員（��才以上）
月会費

�円利用料

�,���円

利用可能時間
月～金   9:00～23:00
土曜日 10:00～21:00
日・祝 10:00～19:00
※温泉利用は24：00まで

エコノミー会員エコノミー会員
月会費

���円利用料

�,���円

利用可能時間
月～金   9:00～23:00
土曜日 10:00～21:00
日・祝 10:00～19:00
※温泉利用は24：00まで

スポーツ会員スポーツ会員
月会費

�円利用料

�,���円

利用可能時間
月～金   9：00～17：00
土曜日 10：00～17：00
※温泉利用は17：00まで

平日ゆうゆう会員（��才以上）平日ゆうゆう会員（��才以上）
月会費

�円利用料

利用可能時間
月～金  16：00～23：00
　土　  10：00～21：00
日　祝  10：00～19：00
※温泉利用は24：00まで

学生会員学生会員
月会費 �,���円�円利用料

�,���円

利用可能時間
月～金   9：00～17：00
土曜日 10：00～17：00
※温泉利用は17：00まで

平日スポーツ会員平日スポーツ会員
月会費

�円利用料

※別途、半年会費・年会費のプランもご用意しております。（※エコノミー会員・ナイト会員・ホリデー会員は月会費のプランのみです） ※別途法人会員プランもあります。詳しくはお問い合わせ
ください。※18才以下の方は保護者の同意書が必要となります。小学生以下の方はご入会をお断りさせていただきます。

◆入会時にご用意頂くもの
●入会金 5,500円（税込）　●会費 月払いの場合、2ヶ月分の会費　●登録手数料 2,200円（税込）
●金融機関通帳＆お届け印（月払いの方のみ）　●身分証明書(保険証・免許証・学生証等)

〒���-���� 京都府福知山市広峯町��番地

月～金／9:00～23:00
土曜日／10:00～21:00
日曜・祝日／10:00～19:00

※各日とも温泉は
　24：00まで。

毎月第1月曜日・年末・年始
※第1月曜日に温泉を営業する場合は、館内告知にてお知らせいたします。

営業時間

定休日

福知山駅

国道9号線

至京都 至夜久野町

●ガスト

●ヒマラヤ ●ヤマダ
　電機

●

南口

ニコニコ
プラザ

前川
太市商店

（ニコニコプラザ3F）

NPO
プラザ

●和食さと

ニコニコスポーツプラザ

スマホ ケータイパソコン タブレット

TEL.0773-23-2535

新エリアGr
ow+が

大好評！

※10月～12月度プログラム

◆Grow+のご利用について
●スポーツ会員/ゆうゆう会員の方・・・追加料金なしでご利用いただけます。
●上記会員以外の方・・・各会員の月会費に追加料金1,100円/月でご利用いただけます。

北近畿地域初！新エリアGrow+
ケトルベルやメディシングボールなど様々な道具を使って
体をダイナミック且つ機能的に動かせるエリアです。

ニコニコスポーツプラザ スタジオプログラム
時 間
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月曜日 火曜日 水 曜日 木 曜日 金 曜日 土曜日 日曜日
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��：��～��：��

更なる健康を目指して
運動開!

Enjoy

Re
lax

今 だ け の 、� � 周 年トリ プ ル ゼ ロ 入 会 キ ャ ン ペ ー ン 開 催 中 ! !

※表示価格は全て税込価格となります。


