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東急スポーツオアシス多摩川

キッズクラブ



　会費について

会費自動引落のご案内

　当クラブでは、会員様の月会費などをお客様の口座より自動引落させていただいております。

　当クラブの会費の制度についてご説明いたします。

SMBCファイナンスサービス株式会社　

「東急スポーツオアシス入会申込書（兼 債権譲渡承諾書 兼 預金口座振替依頼書）」
に基づき、ご指定の金融機関の口座から自動的に引落させていただきます。

毎月26日(但し、土・日・祝祭日の場合は、翌営業日)に当月分の月会費としてお引落

いたします。毎月引落日の前日までに当月分の月会費をご指定の口座にご準備くださ

い。ご指定の口座の通帳には「オアシスカイヒ（SMFS」と印字されます。

ご入会時にはご本人確認のための書類をご提示いただきます。

20歳未満の未成年の方は、ご入会に際し入会確認書に親権者の署名が必要です。
また、入会申込書の承諾欄は親権者の方にご記入いただきます。

※毎月の会費引落に伴う請求書（ご利用代金明細書）の郵送はございません。

※当クラブは会員制のフィットネスクラブですので、施設のご利用のない月に関し

　ましても、月会費は通常通りお支払いいただきます。

※いったん引落させていただいた会費は、お返しできません。

※ 引落日にご指定の口座よりお引落できなかった場合、㈱セディナより振込用紙を

　 郵送いたしますので、金融機関、コンビニエンスストアからのお振込をお願い

　いたします。（振込手数料はお客様負担となります。）

　フロントではお支払いできませんので、予めご了承ください。

※お手続完了日によりましては、初回引落予定日が遅れる場合がございます。

　その際は複数月分のお引落となるか、フロントまたは振込用紙にてお支払いをお願いすることが

　ございますので、予めご了承ください。

※お手続が完了されない場合、お支払い済みの会費有効期限をもってご利用を終了させて

　いただくことがあります。

株式会社東急カード

2021.07.19

収納企業名

引落方法

引落日

お願い

ご注意

SMBCファイナンス
サービス株式会社

問い合わせ先

株式会社東急スポーツオアシス問い合わせ先

　引落口座の照会
月会費金額の照会等

東急スポーツオアシス会費照会センター
TEL：0120-109-723

平日11：00～17：00　※木曜除く

または【ご入会先の東急スポーツオアシス店舗】までお問い合わせください。

TEL：03-6740-0450
9:30～17:00（土日祝・年末年始休）

収納企業名

引落方法
クレジットカード会社の規約に基づき継続して自動振替いたします。
引落日は毎月10日(但し、土・日・祝祭日の場合は、翌営業日)

株式会社東急カード
問い合わせ先

TEL：0570-026-109
9:30～17:00（1/1、2月第2日曜休）



■手続き（退会・変更・休会）について

※（注1）月会費の自動引落はカードにTOPマークの付いたTOKYU CARDが対象です。JALカード TOKYU POINT ClubQ　、

ANA TOKYU POINT ClubQ PASMOマスターカード、スーパーICカード TOKYU POINT PASMO「三菱UFJ-VISA」はご利用いただけません。

※お手続きは、フロントでの届出書の提出を受付の完了とし、お電話での受付は一切お受けいたして

　おりませんのでご了承ください。

※届出期間日が休館日にあたる場合は、前営業日が締め切りです。

  お電話でのお問合せは、営業時間内でお願いいたします。

キッズフロント直通電話番号　０３-３７５６-０７１６

フィットネスフロント直通電話番号　０３-３７５６-０１０９

※ 5週目の休館日や祝日のお問合せは、フィットネスフロントへお願いいたします。

変更日 金額（税込）

会員証を紛失 随　時
再発行手数料

550円

問い合わせ時間・電話番号

退会をご希望される場合
　　毎月１０日まで
（退会希望月の
　　　　　当月10日）

当月末までの
ご利用となります

－

フィットネスフロント

日曜日・祝日

各種手続きについて

内容

会費変動があるクラス変更
（例：週1回 → 週2回）

　　毎月１０日まで
（変更希望月の
　　　　　前月10日）

休会をご希望される場合
　　毎月１０日まで
（休会希望月の
　　　　　前月10日）

翌月１週目より変更

届出期間

翌月１週目より変更 －

10：00～18：30

1ヶ月1,100円を
休会費として

お引落しいたします

氏名・住所に変更が生じた場合 随　時 －

引落口座の変更を希望される場合
（SMBCファイナンスサービス株式会社）

火～金曜日 10：00～22：30

土曜日 10：00～22：00

キャッシュカードまたは口座番号+お届出印と
会員証をお持ちください。

（新口座の登録には約1～2ヶ月ほどお時間がかかります）
－

月～土曜日 10：00～18：30

営業時間

会費変動がないクラス変更
（例：火曜 → 木曜）

　　毎月2０日まで
（変更希望月の
　　　　　前月20日）

翌月１週目より変更 －

キッズフロント

受付場所

引落を東急カードに
切替希望される場合

東急カード（※注1）と
会員証をお持ちください。

（切替には約1～2ヶ月ほどお時間がかかります）
－



会員の皆様に、安全に気持ち良くご利用いただくため、下記の注意とマナーをお守りください。
　なお、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくスタッフにお尋ねください。

■当クラブは、原則月４回制のレッスンです。

■実施日は変更になる場合もございますので、あらかじめクラブカレンダーをご確認ください。

■何らかの理由によりレッスン日に参加できなかった場合、他の曜日にてレッスンが受けられます。（振替システム）

　振替についての詳細は、「スイミング・ダンス・空手・バレエ・チア・体操の振替について」ページをご覧ください。

≪ご参加の方へのお願い≫

　レッスンご参加の際は、以下のものをご準備ください。

≪レッスン前≫
　■当日体調の悪い時は、無理をさせないようにしてください。

　■食事は少なくとも、レッスンの1時間以上前までにお済ませください。

　■必要以上の貴重品（携帯ゲーム機など）はお持ちにならないでください。

　　（なお、諸手続き費用及び物販商品購入のための「お金」はフロントにてお預かりいたします。紛失等につきましては、当クラブでは責任を負いかねます。）

　■所持品すべてに、必ずお名前（フルネーム）を書いていただきますようお願いいたします。

　■入場はレッスン開始時間の10分前です。スタッフの指示に従ってご入場ください。

　■お子様のお着替えはロッカーでお願いいたします。（手伝うことはございませんのでご了承ください）

　　※男性の保護者の方は女性ロッカーへは入れません。男性ロッカーをご利用ください。

　■ロッカーで着替えを済ませたら、バスタオルを持ちプールサイドの指定場所に座ってお待ちください。

　■レッスン前には必ずトイレに行ってください。

≪レッスン中≫
　■安全の為、全てスタッフ・コーチの指示に従ってください。

　■気分が悪くなったら、無理をせず、すぐにスタッフ・コーチに伝えてください。

　■トイレに行く時は、必ず担当スタッフ・コーチに伝えてください。

　■プールサイドは滑るので、走らないようご注意ください。

≪レッスン後≫
　■忘れ物のないようお気をつけください。お忘れ物は1階フロントにて、2ヶ月間お預かりしております。

　■バスをご利用の方は、寄り道をせずにバスにご乗車ください。

　■車に気を付けてお帰りください。

≪ご見学の方へのお願い≫
　■ご観覧の際は必ず「保護者カード」をご使用ください。

　※お忘れの場合は保護者カードのご用意がありますのでそちらをご使用ください。

　■１Ｆプールギャラリーよりご見学いただけます。

　■携帯電話、ビデオ、デジカメ等による撮影はお断りいたします。

　■ギャラリー以外での休憩・ご飲食はおやめください。

　■携帯電話のご使用は、１Ｆキッズフロント前にてお願いいたします。

　　※ギャラリーでの携帯電話のご利用はお控えください。

　　　スタッフよりお声を掛けさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

　■使用済みの「おむつ」はゴミ箱へは捨てずに、お持ち帰りください。

スイミングのご利用について

会員証・指定水着・指定スイミングキャップ・タオル・ゴーグルなど



幼児クラス 園児クラス 小学生クラス

カメ プールで遊べる

カニ 顔洗い

メダカ 顔つけ

ラッコ 潜り

ペンギン 伏し浮き

イルカ けのび

クジラ 背浮き

ビート板キック

① 面かぶりキック

② 面かぶりクロール 10m

③ クロール(呼吸つき)

背泳ぎキック

① 背泳ぎ

② クロール

③ 背泳ぎ

平泳ぎキック

① 平泳ぎ

② バタフライキック

③ バタフライ

クロール・背泳ぎ　泳法チェック

平泳ぎ・バタフライ　泳法チェック

100m　泳法チェック

100m個人メドレー　泳法チェック

＜進級テストについて＞

★進級テストは2か月に1度(8週目)、実施いたします。

★進級テスト以外の週でも進級基準を満たせば、次の級へ進級となります。

★テスト距離はあくまでも目安でありお子さまの様子を考慮して行います。

★振替でのテスト判定はできかねますので、ご了承ください。

★テスト判定はA・B・Cの3段階で判定いたします。すべてがA判定で進級です。

★初回のレッスン時に泳力チェックを行い、級の判定をいたします。

★表のワッペン欄にある数字はワッペンの数です。

★幼児（A）クラスはクジラ級まで、園児（B)クラスと12級までといたします。

それ以降は、次のクラスに変更してください。

ワッペン テスト項目 目安距離

ペンギン

イルカ

クジラ

赤色

ラッコ

スイミング進級基準一覧表

級
帽子

11

黄色
10

カメ

ピ
ン
ク
色

カニ

メダカ

15

オレンジ
色

５ｍ
14

13

12

１2.5ｍ

9

25m

8

7

水色
6

5

4

3
50m

2

1
100m

Ｓ1

シ
リ
コ
ン



◆スペシャルスイマー◆

段階 レベル 帽子

SS1

SS2

SS3

SS4

SS5

SS6

SS7

SS8

SS9

SS10

SS11

SS12

SS13

SS14

SS15

※タイムクリアができたレベルに認定となります

※タイムは別紙参照

50m1種目タイム②

ゴールド

1種目選択

50ｍタイム測定
or

100m個人メドレー　　タイム測定

プラチナ

内容

ブロンズ

シリコン

25m1種目タイム①

25m1種目タイム②

シルバー
50m1種目タイム①



会員の皆様に、安全に気持ち良くご利用いただくため、下記の注意とマナーをお守りください。
　なお、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくスタッフにお尋ねください。

■当クラブベビースイミングはフリー制のレッスンです。

　　※1ヵ月に最大12回まで、ご参加いただけます。

■OKSSの「受講状況・欠席連絡」は表示されなくなりました。出席当日に、チェックイン・チェックアウトのみお願い致します。

また、レッスン日の確認は、お知らせページのキッズクラブカレンダーをご確認ください。

※夏期休館日や祝日などでレッスン回数が変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

※月曜日は女性の保護者の方のみご利用が可能です。（月曜祝祭日は男性の保護者の方もご利用いただけます。）

※金曜・土曜日は男性の保護者の方もご利用が可能です。

■保護者の方の性別でロッカーをご利用ください。

≪レッスン参加の方へのお願い≫
　■レッスンご参加の際は、以下のものをご準備ください。

　　※ゴーグルはご自由にお使いください。保護者の方の水着等は指定のものはございません。

　■ご利用前には必ずプールサイドで頭からシャワーを浴び、整髪料・化粧等は洗い流してからご利用ください。

　■アクセサリー・ピアス・指輪（石のついている物）・腕時計はおはずしください。

≪ご見学の方へのお願い≫
　■ご観覧の際は必ず「保護者カード」をご使用ください。

　※お忘れの場合は保護者カードのご用意がありますのでそちらをご使用ください。

　■1Ｆプールギャラリーよりご見学いただけます。

　■携帯電話、ビデオ、デジカメ等による撮影はお断りいたします。

　■ギャラリー以外での休憩・ご飲食はおやめください。

　■携帯電話のご使用は、キッズフロント前にてお願いいたします。

　　※ギャラリーでの携帯電話のご利用はお控えください。

　　　スタッフよりお声を掛けさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

　■使用済みの「おむつ」はゴミ箱へは捨てずに、お持ち帰りください。

　■当施設はフィットネスクラブも併設しておりますので、お着替えは各ロッカーでお願いいたします。

　■レッスン後プールサイド採暖室をご利用いただけます。

　　他の会員様もご利用されるので、採暖室内でのお着替えはおやめください。

　■ベビースイミングのレッスン参加は満3歳までです。

　　その後は幼児クラスへのコース変更をお願いいたします。

ベビースイミングのご利用について

　　お子様・・・指定水着・指定スイミングキャップ・アームヘルパー

　　保護者・・・水着・スイミングキャップ・バスタオル



会員の皆様に、安全に気持ち良くご利用いただくため、下記の注意とマナーをお守りください。
　なお、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくスタッフにお尋ねください。

■当クラブは、原則月４回制のレッスンです。

■実施日は変更になる場合もございますので、あらかじめクラブカレンダーをご確認ください。

■何らかの理由によりレッスン日に参加できなかった場合、他の曜日にてレッスンが受けられます。（振替システム）

　振替についての詳細は「スイミング・ダンス・空手・バレエ・チア・体操の振替について」ページをご覧ください。

≪ご参加の方へのお願い≫
　レッスンご参加の際は、以下のものをご準備ください。

（担当講師より説明がありますので、ご入会当初は「動きやすい服装」で結構です。）

　※空手については別途、新極真会指定のスポーツ安全保険・所属団体への会員登録が必要です。

　　また、修得状況により後日サポーター等をご購入いただきます。

≪レッスン前≫
　■当日体調の悪い時は、無理をさせないようにして下さい。

　■必要以上の貴重品（携帯ゲーム機など）はお持ちにならないでください。

　　（なお、諸手続き費用及び物販商品購入のための「お金」はフロントにてお預かりいたします。紛失等につきましては、当クラブでは責任を負いかねます。）

　■所持品すべてに、必ずお名前（フルネーム）をお書きください。

　■入場はレッスン開始時間の10分前です。スタッフの指示に従ってご入場ください。

　■お子様のお着替えはスタジオ奥のキッズ専用ロッカーでお願いいたします。（手伝うことはございませんのでご了承ください）

　■ロッカーで着替えを済ませたら、各スタジオにてお待ちください。

　■レッスン前には必ずトイレに行ってください。

≪レッスン中≫
　■安全の為、全て先生の指示に従ってください。

　■気分が悪くなったら、無理をせず、すぐに先生に伝えてください。

　■トイレに行く時は、必ず担当の先生にお伝えください。

≪レッスン後≫
　■忘れ物のないようお気をつけください。（お忘れ物は２階フィットネスフロントにて２週間お預かりしております。）

　■バスをご利用の方は、寄り道をせずにバスにご乗車ください。

　■車に気を付けてお帰りください。

≪ご見学の方へのお願い≫
　■スタジオ前でのご見学は導線確保の為、お断りいたします。

　　ダンス・体操・バレエ・チアはスタジオ内でご観覧いただけますが、お静かにお願いいたします。

　　小さなお子様をお連れの場合は、２Ｆフィットネスフロント前の休憩スペースでお待ちください。　

　■空手は集中力を養うことも目的に行っているので、レッスン終了15分前からスタジオ前でご見学いただけます。

　　（※お待ちの間は、２Ｆフィットネスフロント前休憩スペースをご利用ください。ご理解とご協力をお願いいたします）

　■携帯電話、ビデオ、デジカメ等による撮影はお断りいたします。
　■２Ｆフィットネスフロント前休憩スペース以外での飲食はおやめください。

　■携帯電話のご使用は、２Ｆフィットネスフロント前にてお願いいたします。 2021.07.19

≪その他≫
　■空手の昇級審査会、発表会等へ参加される際は、別途費用が発生いたします。

　　（詳細は開催の際、改めてご案内いたします。）

チア
会員証・ポンポン（クラブ指定のもの）・動きやすい服装・室内シューズ
タオル・飲み物（フタのできるもの）

ダンス・空手・バレエ・チア・体操のご利用について

ダンス／体操 会員証・動きやすい服装・室内シューズ・タオル・飲み物（フタのできるもの）

空手
会員証・空手着（クラブ指定のもの）・タオル・飲み物（フタのできるもの）

バレエ
会員証・バレエシューズ・レオタード・タイツなど（指定のものはありません）

タオル・飲み物（フタのできるもの）



会員の皆様に、安全に気持ち良くご利用いただくため、下記の注意とマナーをお守りください。
　なお、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくスタッフにお尋ねください。

■当クラブは、年間４２回開催のレッスンですので、月によって開催回数が異なります。

■実施日は変更になる場合もございますので、あらかじめクラブカレンダーをご確認ください。

≪ご参加の方へのお願い≫
　レッスンご参加の際は、以下のものをご準備ください。

　　会員証・運動しやすい服装・運動靴(雨天時は室内履きをご用意ください)

　　４号サイズのサッカーボール・水筒・タオル

≪レッスン前≫
　■当日体調の悪い時は、無理をさせないようにしてください。

　■必要以上の貴重品（携帯ゲーム機など）はお持ちにならないで下さい。

　　（なお、諸手続き費用及び物販商品購入のための「お金」はフロントにてお預かりいたします。紛失等につきましては、当クラブでは責任を負いかねます。）

　■所持品すべてに、必ずお名前（フルネーム）をお書きください。

　■レッスン前には必ずトイレに行ってください。

≪レッスン中≫
　■安全の為、全て先生の指示に従ってください。

　■気分が悪くなったら、無理をせず、すぐに先生に伝えてください。

　■トイレに行く時は、必ず担当の先生にお伝えください。

≪レッスン後≫
　■忘れ物のないようお気をつけください。（お忘れ物は２階フィットネスフロントにて２週間お預かりしております。）

　■バスをご利用の方は、寄り道をせずにバスにご乗車ください。

　■車に気を付けてお帰りください。

≪ご見学の方へのお願い≫
　■屋外テニスコートサイドで見学をお願いします。

　　または、2Ｆフィットネスフロント前休憩スペースをご利用ください。

　■携帯電話、ビデオ、デジカメ等による撮影はお断りいたします。

　■２Ｆフィットネスフロント前休憩スペース以外での飲食はおやめください。

　■携帯電話のご使用は、２Ｆフィットネスフロント前にてお願いいたします。

　※スパイクはＮＧです。

サッカークラスのご利用について



何らかの理由によりレッスンに参加できなかった場合、もう１つの曜日にて欠席分のレッスンを

受けられるシステムです。振替は付帯サービスです。

安全上の理由で各クラス定員制のため、ご希望のクラスにてお取りできない場合もございます。

やむを得ない場合を除き、登録クラスへの参加をお願いいたします。

　■専用WEBサイト【OKSS～オアシスキッズ安心システム～】にて手続きを行っていただきます。

　　定員になっていない場合のみお受けいたします。

　　安全なレッスンを遂行する上で定員を設けております。

　　なお、スイミングスクールは級毎にクラス枠が設定されているため、通常クラスの在籍人数が定員に達している場合、

　　振替をお受けできないこともございます。

　　ダンス・バレエ・チア・体操クラスは、在籍クラスと同じ時間帯のみ、お振替をお取りいただけます。

　　空手クラスは、各レッスン時間の対象年齢が同じなため、在籍クラス以外の時間帯にもお振替をしていただけます。

≪振替方法≫
　「振替・欠席の利用方法」ページをご覧ください。

≪振替に関する留意事項≫
　■手続きは専用WEBサイト【OKSS～オアシスキッズ安心システム～】にて行っていただきます。

　　※店頭やお電話での受付はできかねます。

　■携帯電話やスマートフォン、PCからの連絡は締切時間までにお願いいたします。

　　欠席連絡手続きを行っていただくことで、振替権利が発生いたします。

　　※締切時間を過ぎると欠席連絡不可となり、振替権利が失効します。

　■振替のキャンセルは、お取りいただいた振替レッスン日の当日１１時59分までに

　　振替キャンセル手続きを行ってください。

　　※キャンセル手続きがない場合、または振替当日のキャンセルは振替権利が無効となります。

　★休会期間中は、振替の対象とはなりません。

　★スイミングのみ、進級テスト週間は振替がお取りできません。予めご了承ください。

　★ダンスのみ、週２回登録の方はお振替できません。
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基本的に雨が降ってもレッスンは実施いたしますので、振替のご用意はありません。
万が一、台風などでレッスンが中止になった場合は、予備日を設けております。

予備日に関しては、キッズサッカーカレンダーをご覧ください。

（レッスン開催日数は、年間４２日・別途予備日６日）

スイミング・ダンス・空手・バレエ・チア・体操の振替について

お客様のご都合によるお休み お休みした月を含めて「６ヶ月間有効」

サッカークラスの振替について

オアシス都合（悪天候や施設整備など） キッズクラブ在籍中有効　※退会されるまで有効

欠席連絡の締切時間 レッスン当日の23時59分まで

振替申込の締切時間 レッスン当日のお昼11時59分まで
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欠席連絡が、携帯やスマホから簡単に！
毎月の受講カレンダーもマイページから確認できます

お知らせ一斉配信メールにて、さまざまな情報を配信！
レッスンの休講など、タイムリーにお届けします

より便利に！より快適に！
ネットサービス開始

スクールに着いた時刻、帰りの時刻を保護者様の
ケータイへメールでお知らせします

スマートフォンをご利用されている方の【アプリ】登録方法

① 各家庭専用の利用者登録用紙のＱＲコード
にアクセスします
② AppStoreまたはGoogle Playのアイコン
をクリックします

③ AppStoreまたはGoogle Playから
［れんらくアプリ］をインストールします
④ アプリを起動し、登録用紙に記載された
施設ID・システム利用コードを入力します

⑤ パスワードを設定して登録します
⑥ 利用者登録完了となります

iPhoneの方はインストール時に必ずプッシュ通知の送信を許可して下さい【ご注意】

※ お手元の携帯電話で「登録案内メール」を受信できない場合は、メールの受信拒否設定されている可能性があります。 その場合は、以下のURLの受信許可マニ
ュアルに従って、[ @buscatch.net ]からのメールを受信できるように設定してください。
http://buscatch.net/mail.pdf

ガラケーをご利用されている方の【メール】登録方法

① 各家庭専用の利用者登録用紙のＱＲコード
にアクセスします
② [空メール送信]をクリックして、空メール
を送信します

③ 登録案内メールが返信されますので
本文のリンクにアクセスします

④ パスワードを設定して登録します

⑤ 【トップページへ】をクリックします
トップページをお気に入りやブックマーク

に登録してください

@buscatch.netからメールが受信できるように設定して下さい【ご注意】
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振替・欠席の利用方法/各種設定方法

＜注意事項＞
・携帯やスマホ、PCからの連絡は締め切り時間までにお願いします
欠席連絡の締切時間：「レッスン当日の23時59分まで」
振替申込の締切時間：「レッスン当日のお昼12時まで」
※振替のキャンセルは、お取りいただいた振替レッスン当日の11時59分までに振替キャンセル連絡を行ってください
※上記時間までに振替キャンセル連絡の無い場合は、振替権利が無効となります

※欠席連絡を行っていただくことで、振替権利が発生します ※振替制度対象外のクラスは除きます

締切時間を過ぎると欠席連絡不可となり、振替権利が失効となりますので、
必ず、締切時間前に欠席連絡をお願い致します

受講予定から欠席する
予定日を選択します

レッスンを振替したい場合 【振替連絡】

「欠席」ボタンを選択し、
欠席の連絡を行います。

受講予定に表示される内容について
[欠席（未振替）] 欠席日の振替連絡をして
いない
[欠席（振替済）] 欠席日その振替連絡済み
[振替] 振替連絡をした受講

受講予定から振替したい受
講（振替元）を選択します

選択された受講内容が表示されるの
で振替ボタンを選択します

振替したい日と受講（振替先）の
一覧から、振替受講を選択します

振替元と振替先を確認し、よろしけ
れば振替するボタンを選択します

締切時間を過ぎると、「欠席」

ボタンを選択できなくなります

振替をした日に、バス送迎を希望する場合は、
「振替とバス連絡」をクリックして、バス停一覧から
送迎場所を手順に従い選んでください

※バスの乗車定員がオーバーとなる場合は、
バスが利用できません

受講予定には、
欠席と表示されます。

レッスンを振替したい場合 【欠席連絡】
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メインメニューのメールの
受信設定・家族招待を
選択します

「ご家族を招待する」を
選択します

「招待メール送信」をク
リックします 招待するアドレスへメールを送

信します
招待者には招待メールが届き
ますので、本文のリンクへアク
セスし登録をします

メインメニューのメールの
受信設定・家族招待を
選択します

「メール受信設定」を選択
します

＜各設定について＞

「緊急連絡メールの受信設定」

オアシスからの緊急メールです ※設定変更不可

「お知らせメールの受信設定」

オアシスからのメール受信の設定です

「到着案内メールの受信設定」

スクールバスがご利用のバス停への到着を案内するためのメールの受信設定です
２分、５分、７分、１０分前の受信設定が可能です

「遅延メールの受信設定」

スクールバスがご利用のバス停に１０分以上の遅延が発生する場合に
案内するメールの受信設定です

「入退館メールの受信設定」
入退館時に送信されるメールの受信設定
受信するが設定されている場合、「入館・退館ともに受信」「入館のみ受信」
「退館のみ受信」の設定を選択します

マイページに利用者を増やす方法

マイページの利用者を増やしていただくことで、ご登録いただいた方が「欠席連絡や振替連絡」を行えるようになります

例）お母様がマイページ登録。その後、お母様がお父様を招待しご登録いただくとお母様もお父様もマイページが利用できます

※メイン利用者登録後、他の利用者様が登録用紙のＱＲコードにアクセスしますと、上書き登録となってしまいますのでご注意下さい

各種メールの受信設定



■東急スポーツオアシス　キッズクラブ往復途中での交通事故・その他の事故につきましては、

　当クラブでは責任を負いかねますので、十分ご注意いただけるようご指導ください。（クラブバス送迎は除く）　

■幼稚園・学校の健康診断及び検査等で、運動に制限のある場合は必ず担当スタッフにご相談ください。

■感染症やその他の疾患に関しては、医師の診断を受けていただき、

　レッスン参加可能の診断を受けた上でのレッスン参加をお願いいたします。

　レッスン参加不可の診断を受けた場合はレッスン参加をお控えいただきますようお願いいたします。

台風や雪などにより、レッスンを中止する場合は、原則、以下の対応をさせていただきます。

レッスン中止の場合は、OKSS【緊急連絡】メールにてこちらからご連絡をいたします。

※キッズクラブＨＰへも随時情報を掲載いたしますので、併せてご確認をお願いいたします。

天候の判断をしかねる場合は、お手数ですが当クラブまでお問合せくださいますようお願い申し上げます。

駐車場及び駐輪場での事故・盗難につきましては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■多摩川店横駐車場（収容台数21台）

　※駐車場をご利用の方はフロントに駐車券を会員証とともにご提示ください。検印いたします。

　※駐車券を紛失された場合、在館時間に合せて駐車料金をご精算いただきます。
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■駐輪場（駐車場脇）

　※他のマンションの敷地内、公開空地・植え込み付近に停められますと、緊急車両の妨げやマンション住民の方の

　　ご迷惑になりますので、ご遠慮くださいますようお願いいたします。

　　駐輪場には限りがございます。ご利用の際はなるべく徒歩でお越しくださいますようご協力お願い申し上げます。

お願い

サービス時間 サービス超過後料金

2時間 30分毎100円

駐輪場・駐車場のご案内

悪天候時の連絡について



オアシスでは、クラブ会員の方にプールを開放し、ご家族で遊ぶことのできるサービスデーを用意しています。

■日　　時：第３日曜日　１３：００～１５：００　 （１５：００完全退館です。）

■利用時間：受付：１３：００～１４：００　プールゾーン１３：００～１４：４５

■利 用 料 ：お子様１名につき５5０円（税込）　（保護者の方は無料です。）

■受付場所：１階キッズクラブフロント（フィットネス会員の方もキッズクラブフロントからのご入館です。）

■その他

　・必ず会員様ご同伴でご利用ください。（法人の方もご利用いただけます。）

　　会員の兄弟の方もご利用いただけます。

　・お子様のみのご利用はお断りしております。

　・指定コースのみのご利用です。

　・タオル、水着、スイムキャップ、ゴーグル等はご持参ください。

　・着替え等はキッズクラブロッカーをご利用ください。

　・遊具（浮き具以外）の持ち込みはご遠慮ください。

　・ご利用中は安全確保のために、スタッフの指示に従ってください。

　・日時は変更する場合がございます。予めご了承ください。

（変更の際は事前に館内掲示にてお知らせいたします。）

　★その他ご不明な点がございましたら、お気軽にスタッフにお尋ねください。

ファミリーサービスデーについて



■ご確認事項
　・1ヶ月のご利用回数が4回・8回未満の場合、残りの利用回数を翌月に繰越はできません。

　　また、同じ月に、5回目・9回目以降のご利用はできませんのでご了承ください。

　・1ヶ月のご利用回数が0回の場合も、月会費が発生いたします。（キッズクラブ会費への充当はできません。）

　・キッズクラブのお子さまが退会の際には、パパ・ママシェア会員の会員資格が消失致します。

　　フィットネス会員への変更手続き（変更手数料1,100円）、またはパパ・ママシェア会員の退会手続きを

　　お願いいたします。

　・スクールバスのご利用はできません。

■営業時間のご案内 
　フィットネス 休館日：毎週月曜日、年末年始、施設点検日  2021.07.19

パパ・ママシェア会員のご案内

火曜日～金曜日 10：00～22：30

土曜日 10：00～22：00

日曜祝日 10：00～18：30

パパ・ママシェア

■利用回数

■月会費

■利用可能日

■入会条件

■利用特典

月 4 回

5,830円

多摩川店営業時間全て
※多摩川店のみでのご利用です。

お子様がキッズクラブに在籍する
保護者の方

お父様、お母様でのシェアが可能

パパ・ママシェアプラス

■利用回数

■月会費

■利用可能日

■入会条件

■利用特典

月 8 回

9,570円

多摩川店営業時間全て
※多摩川店のみでのご利用です。

お子様がキッズクラブに在籍する
保護者の方

お父様、お母様でのシェアが可能



  オアシスWELBOX詳細はこちら　 http://www.sportsoasis.co.jp/campaign/member/benefit/welbox.html

http://www.sportsoasis.co.jp/campaign/member/benefit/welbox.html

