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TOKYU SPORTS OASIS 浦和 

ご利用のご案内 

 

会員種別と利用時間について 

会員種類 月会費 セルフ営業 相互利用 利用可能時間 

グランドマスター 16,280 円 

セルフ営業 
※6 

 

月曜～金曜 

23:00～ 

翌 10:00 

 

土曜 

22:00～ 

翌 10:00 

 

日曜・祝日 

19:00～ 

翌 10:00 

 

18 歳未満 

利用不可 

(高校生不可) 

 

個店 

＋550 円/月 

 

全店 

＋880 円/月 

全店無料 

≪通常営業≫ 

月曜～木曜 10:00～23:00 

土曜        10:00～22:00 

日曜・祝日     10:00～19:00 

エリア（首都） 15,180 円 首都圏無料 
※1 

フルタイム 14,080 円 

全店有料 
※2 

 

アンダー２２ 
※3 7,700 円 

ファミリー 
※4 

11,550 円 
（お一人料金） 

フリーカードファミリー 
※5 

2 名 15,400 円 

3 名 18,700 円 

4 名 22,000 円 

月曜～木曜 10:00～23:00 

土曜        10:00～22:00 

日曜・祝日     10:00～19:00 

デイタイム 
※8 9,900 円 

月曜～木曜・土曜  10:00～17:30 
 （日曜・祝日はご利用いただけません） 

ホリデー 9,350 円 
土曜        10:00～22:00 

日曜・祝日     10:00～19:00 

 （月～木曜日はご利用いただけません） 

イブニング 
※8 10,230 円 

月曜～木曜 17:00～23:00 

土曜        17:00～22:00 
（日曜・祝日はご利用いただけません） 

ナイト 
※8 8,580 円 

月曜～木曜 20:00～23:00 
 （日曜・祝日はご利用いただけません） 

２４Plus 
※7 7,700 円 

全店 

＋330 円/月 
セルフ営業時間内いつでも利用可能 

（通常営業時間内は１日１回 60 分間のみ利用可能） 

（料金はすべて税込） 
 

※1    エリア（首都）会員様の近畿圏・広島圏の相互利用は有料です。 

※1.2 相互利用料・営業時間・休館日及びレンタル料につきましては、各店までお問い合わせください。 

※3  2２歳以下の方限定。（２３歳の誕生日翌月よりフルタイムへ自動変更） 

※4  同姓同居されているご家族２名様以上でご入会いただけます。 

※5  同姓同居されているご家族 4 名様までご登録いただけます。 

3 名以降は 1 名増えるごとにプラス 3,300 円/月額。（発行会員証 1 枚・同時利用不可） 

※6.7 セルフ営業時間の利用には、別途お申込みが必要です。また、月会費に別途料金も発生します。 

    セルフ営業時間は 4 階フィットネスセンターのみご利用いただけます。 

    ロッカールーム・浴室・スタジオ・プールは利用できません。 

    スタッフのサポートはありません。全てセルフでご利用いただきます。 

    他店舗の利用可能エリアや営業時間に関しては各店までお問い合わせください。 

※8  デイタイム・イブニング・ナイトの各会員様はチェックイン・チェックアウト時間をお守りください。 
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会員種別と利用時間について 

 

 

通常営業時間   

               

月曜～木曜  10：00～23：00 

土曜     10：00～22：00 

日曜・祝日  10：00～19：00 
 

セルフ営業時間 

 
月曜～金曜  23：00～翌 10：00 

土曜     22：00～翌 10：00 

日曜・祝日  19：00～翌 10：00 

 

手続き受付時間 

 

月曜～金曜  11：00～21：00 

土曜     11：00～20：00 

日曜・祝日  11：00～18：00 

 

 

 

休館日 

 

毎週金曜日 10：00～23：00 

※年末年始、施設点検日等でもお休みをいただく場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

●ご入会時には初回事務手数料 5,５00 円が必要です。 

●グランドマスターを除く入会金は無料です。 

●１２歳以上の方からご入会いただけます（小学生不可）。但し、２０歳未満の方は保護者の承諾が必要です。 

●セルフ営業時間は、18 歳未満（高校生含む）の方はご利用出来ません。 

また、20 未満の方は親権者の承諾が必要です。 

●外国籍の方は、外国人登録証が必要です。 

●会員規約の時間外で利用の場合は、別途 1,650 円（税込）をお支払いいただきます。（セルフ営業時間を除く） 

●グランドマスター会員様は全店で、毎回タオルセットを無料でご利用いただけます。 

●グランドマスター・エリア（首都）会員様が月会費プラス 2,916 円（税込）のフルレンタルオプションを付けた場合、

ご利用される店舗でレンタル品がご利用いただけます。  

●フリーカードファミリー会員は４名様まで登録できますが、会員カードの発行は 1 枚です。ご利用の際は１名様のみで

同時利用はできませんのでご了承ください。 

●スイミングスクール会員・法人会員もございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。 
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オプションのご案内 

フルレンタル 2,970 円/月 

タオル（バスタオル＆フェイスタオル）・T シャツ・ハーフパンツ・

シューズ・水着・スイムキャップをご来場ごとに各種 1 点ずつご

利用いただけます。※靴下とゴーグルのレンタルはございません。 

フルレンタル 
（フリーカードファミリー用） 

3,520 円/月 
フルレンタルオプションをフリーカードファミリー登録 

されているご家族様でご利用いただけます。 

タオルレンタル 1,760 円/月 
タオル（バスタオル＆フェイスタオル）をご来場ごとに 

1 セットのみご利用いただけます。 

プライベートロッカー 1,100 円/月 

暗証番号式個人ロッカーです。 
※場所により 864 円のロッカーもございます。 
＜サイズ＞ 

（高さ）２４.５ｃｍ×（横幅）３０ｃｍ×（奥行）４３ｃｍ 

水素水 1,296 円/月 

エイジングケアや健康・美容面のケアを期待できる水として注目

を集めている水素水を飲み放題でご利用いただけます。毎回のド

リンク代が、月 1,296 円で水素水に変わります。 

オアシス WELBOX プラス 880 円/月 

オアシス施設内外に関わらず、日常生活やスポーツ中のケガに対

するお見舞金制度やショップの割引(10％OFF)やオアシス以外

の提携ショップでの割引が受けられるサービスです。 

WEBGYM Plus 880 円/月 

「ストレッチ、マッサージ、トレーニング、スイミング、ランニ

ング」など 400 種類以上の動画レッスンを 24 時間いつでもお

楽しみいただけるアプリケーションサービスです。 

24plus オプション（個店） 

         （全店） 

550 円/月

880 円/月 

セルフ営業時間をご利用いただけるサービスです。 

（個店）は浦和店のセルフ営業時間を、 

（全店）はセルフ営業に対応している全ての店舗のセルフ営業時

間をご利用いただけます。 
 
  
お申し込み方法 
１．フロントスタッフにお申し付けください。 

２．お申し込み時には最大２ヵ月分の料金をお支払頂きます。（３ヵ月目から自動振替） 
 
※ロッカーの数には限りがございますので、ご用意できない場合がございます。あらかじめご了承ください。 
  

 

● 会費と同様に毎月自動更新です。毎月会費と合わせて各種オプション料金も自動振替させていただきます。 

● ご解約のお手続きがなければ、自動更新となりますのでご注意ください。 

● ご注意いただきたい点についての詳細は、お申込み時の「各種オプション申込書（お客様控え）」を 

 ご確認ください。 
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会費･各種手続きについて① 
 

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。 
 

収納企業名 SMBC ファイナンスサービス株式会社 ※対象店舗のみ 

引落方法 
「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。 

引落日 
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。 

ご注意 

※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。 

※ 引落日にご指定の口座よりお引落できなかった場合、SMBC ファイナンスサービス(株)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みをお

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。 

SMBC ファイナンス

サービス株式会社 

問い合わせ先 

TEL：03-6740-0450 

9:30～17:00（土日祝・年末年始休） 

 

※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。 

 

 

収納企業名 株式会社東急カード  

引落方法 

引落日 

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） 

 

 

収納企業名 各種クレジットカード ※一部対象店舗のみ 

引落方法 

引落日 

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。 

引落日は各種クレジットカード会社にお問い合わせください。 

 

 
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】までお問合せください。 
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会費･各種手続きについて② 
諸届出（退会・変更）について 

内 容 お持ちいただくもの 届出について 金額（税込） 

退会をご希望される場合 会員証 
退会希望月の 10 日までにお手続きくだ

さい。（休館日の場合はその前営業日迄） 
－ 

会員種類の変更を 

ご希望される場合 
会員証 

変更希望月の前月 10 日までにお手続き

ください。（休館日の場合はその前営業日

迄）翌月 1 日から変更となります。 

手数料１,100 円 

氏名・住所などに 

変更が生じた場合 
会員証 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） 

キャッシュカード 

または 

口座番号+お届出印 

会員証 

随 時 

（新口座の登録には約 1～2 ヶ月ほど 

お時間がかかります） 

－ 

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） 

随 時 

（切替には約 1～2 ヶ月ほど 

お時間がかかります） 

－ 

クレジットカードの変更                      

を希望される場合 

※一部対象店舗のみ 

新しく登録する              

クレジットカード                  

随時               

（切替え月は登録クレジット会社に 

よって異なります） 

— 

会員証を紛失された場合 － 随 時 手数料 550 円 

IC バンドを 

紛失された場合 
－ 随 時 手数料 550 円 

※（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。 

※会員種類の変更をご希望される際には、「変更ご希望会員種類」の入会金と「変更前会員種類」お申込時に 

 お支払いいただいた入会金との差額をいただきますのでご了承ください。 
 

退会・変更のお手続きについて 

◆当月 10 日までにフロントでお手続きください。10 日が休館日にあたる場合は、その前営業日が締め切りです。 
  

例）11 月末にてのご退会、もしくは 12 月からご変更の場合 

 

 

 

 

 

再入会制度について 

◆オアシスご退会後 6 ヶ月以内であれば、再入会制度をご利用いただけます。（一部会員種類を除き入会金無料） 

◆再入会手数料 2,200 円（税込）と前納会費（2 ヶ月分）にてご入会いただけます。 

◆再入会時の会員種類は、現在募集中の会員種類よりご選択いただきます。 

◆退会前の所属店以外へ再入会する際は、入会金の差額が必要な場合がございます。 

詳しくは各店舗へお問合せください。 

◆オアシスご退会後 6 ヶ月を過ぎた場合は、新規入会のお手続、ご入金が必要です。 

11 月 10 日 12 月 1 日 1 月 1 日 

11 月 30 日 

11 月 10 日迄に 
それぞれ手続きをすると 

11 月末日までご利用可 12 月 1 日より変更 
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施設の利用について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。 

尚、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。 

 

館 内 
■ 健康を目的とした施設ですので、全館禁煙です。 

■ 酒気を帯びての施設利用はお断りいたします。 

■ 館内では、全てのエリアにおいて許可のない撮影（写真・動画）および録音は固くお断りいたします。 

■ 衛生上、館内を移動される際は、外履きエリアを素足・靴下のままで移動することはご遠慮ください。 

■ 貴重品はお持ちにならない様お願い致します。万が一、貴重品をお持ちになった場合は、フロント前に設置して

おります専用ロッカー（無料）をご利用ください。 

※館内における盗難・紛失につきましては一切責任を負いかねますので予めご了承ください。 

■ロッカーに収まらない荷物はできるだけお持ちにならないようにお願い致します 

■ 更衣室ロッカー・コートハンガーの鍵を紛失された場合、再発行料をお支払頂きますので予めご了承ください。 

 

 

≪忘れ物について≫ 

■ 館内でのお忘れ物は、２週間の保管後、お引取りがない場合は処分させていただきます。 

尚、衛生管理上保管することに問題のあるものについては処分させて頂く場合がございます。 

 

≪携帯電話・スマートフォンについて≫ 

■モバイル端末はマナーモードに設定していただき、通話の際は 3 階ラウンジエリア・階段でご使用ください。 

プライバシー保護の観点から、ロッカールームでは通話・メール・カメラ機能など一切の操作をお断りします。 

ジムエリアへ音楽プレイヤー等としてお持ち頂くのは問題ございませんが、音漏れなど他お客様のご迷惑になる 

場合や、スタッフが危険と判断した場合にはお声掛けをし、ご使用をお控えいただく場合もございます。 

 

レンタル 
■ タオル（大・小のセット）・Ｔシャツ・ハーフパンツ・シューズ・水着・スイムキャップをご用意して 

 おります。 《料 金》１点 300 円（税込） 

 ※レンタルシューズご利用の際は、安全確保、衛生維持のため必ずソックスをご着用ください。 

■レンタル品ご希望の方は、券売機にてチケットをご購入の上フロントまでお申しつけください。 

■ レンタル品は、ご退館の際に専用ＢＯＸにご返却ください。 

 

ロッカールーム 
■ ロッカーから離れる際は必ず施錠し、ロッカーキーをご携帯ください。 

■外履きはロッカーの下段にお入れください。 
 
 ＜ロッカールームで守っていただきたいマナー＞ 

 ※シャワールームからロッカールームへ移動される際には身体の水気を十分にお拭き取りください。 

  

浴室＆サウナ 
■ 浴室へは、水着を脱いでご利用ください。 

■危険防止のため、ガラス容器のお持込みはお断りいたします。 

■塩、オイル、毛染め、美顔器、健康機器はお持込みにならないようにお願い致します。 

■ 水質維持のため、浴槽内での歯磨き、パックなどはお断りいたします。 

■ サウナ内へのタオル以外のお持込みはご遠慮ください。 

■ サウナでのオイル・ローション・塩等のご使用はおやめください。 

 
＜浴室・サウナで守っていただきたいマナー＞ 
※浴室、シャワーブース、カラン、脱衣棚の荷物を使っての場所取りはご遠慮ください。 
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施設の利用について② 
 

ジムエリア 
■トレーニングに適した服装・室内専用シューズでご利用ください。 

■裸足で行うレッスンのみ参加の場合でも、館内移動には室内シューズやスリッパをご用意ください。 

■けが防止のため、十分にウォーミングアップを行ってください。 

■フィットネスセンター内に飲み物をお持込みになる際は、ふた付きのボトル（ガラス瓶以外）をご使用ください。 
 
 ＜フィットネスセンターで守っていただきたいマナー＞ 

※ トレーニングマシンに座ったままでの休憩は、他のお客様のご迷惑となりますのでおやめください。 

（トレーニングマシンは譲り合ってご利用ください。） 

※ご利用後のダンベルなどの器具は、次に利用される方のために元の位置にお戻しください。 

※トレーニングマシンのご利用後は、次に利用される方のために必ずマシンについた汗をお拭きください。 

（専用タオルを常備しております。） 

 

プール 

■各種レッスン（水中エアロ･スイムレッスン等）がある場合、コース制限をさせていただくことがあります。 

予めご了承ください。（別紙、コース表をご参照ください。） 

■プール入水時にはスイミングキャップをご着用ください。 

■水質維持のため、ご利用前には必ずシャワーを浴び、汗・メイク・整髪料を洗い流してからご利用ください。 

（水中ウォーキングなどで顔を水につけない場合でも、メイクを落としてからご利用ください） 

■時計・ピアス・指輪などのアクセサリー類は外してご利用ください。 

但し、ロッカーキー・シリコン系バンド・ミサンガ・弊社指定のウェアラブル端末・突起物のない結婚指輪は付け

たままご利用いただけます。 

※弊社指定外のウェアラブル端末をご利用する場合には、弊社指定シリコンカバー（税込 300 円）をお付け下さい。 

 フロントにて購入いただけます。 

■メガネは顔を水につけない場合のみご使用いただけます。（落下防止のためメガネバンドを必ずご着用ください） 

■プールご利用時には、必ずプールサイドへタオルをお持ちください。 

■コース内右側通行です。待機する場合は、衝突防止ため、プール中央に向かって左側のコースロープに沿って一

列にお並び下さい。 

■フリー遊泳時のフィンの使用はお断りしております。尚、パドルは安全に使用できる素材と大きさでしたら 

使用可能です。ご使用を希望される場合は予めプールスタッフへご申告ください。 

■飛込み、追い越し、潜水は禁止です。（レッスン時を除く） 

■衛生上、プールエリアでのお食事はお断りいたします。 

■プールエリア内へのガラス容器のお持込みはお断りいたします。 

■プールエリア内にお持込みいただける飲み物は、水およびそれに類する清涼飲料水のみといたします。 

■ 水中エアロなどの一部のプールプログラムには定員を設けております。 

 参加・予約方法等につきましては、スタッフまでお問い合わせください。 

 

 

＜プールで守っていただきたいマナー＞ 

 ※プールからロッカールームへ移動される際は、プールサイドで身体の水気を十分にお拭き取りください。 
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スタジオ 
■安全で効果的にご利用いただくために、レッスン開始後の途中入場、途中退場はご遠慮頂きます。 

■ 事故防止のため、各レッスン定員を設けております。 

一部のレッスンを除き、予約された方から優先にご案内させて頂いております。 

予約システム「オアシスリザーブ」の登録をお願い致します。 

（浦和店予約対象外レッスン：有料スクール、Virtual レッスン、クロールベーシック、スイム多種目） 

■ スタジオレッスンスケジュールは、各種 WEB サイトよりご確認ください。 

 参加・予約方法等につきましてはスタッフまでお問い合わせください。 
 

 ＜スタジオで守っていただきたいマナー＞ 

 ※次に利用される方のために、レッスン終了後は使用後のストレッチマットをお拭きください。 

 ※ご本人様分以外の場所取り、順番取りはご遠慮ください。 

 

 

会員様以外のご利用について 

ビジターについて 
● 会員様同伴にて、５名様までビジターとしてご利用いただけます。 

● ビジターお１人様につき、３,300 円（税込）でご利用いただけます。 

 

 

駐車場・駐輪場のご案内 

■ 駐車場はございません。 

■ 駐輪場（店舗南側及び東側道路沿い）をご利用の方は、必ず駐輪証をお貼りください。 

  フロントにてお渡しいたします。 

 ※施設ご利用時以外には駐輪されませんようお願いいたします。 

  お守り頂けない場合、施錠、撤去、または違反金を徴収することがございます。予めご了承ください。 

 

 

感染症対策のお願い 

■館内ではマスク着用をお願い致します。（一部エリア除く） 

 マスク着用時でも、近距離・長時間・大声・集団での会話はご遠慮ください。 

■ロッカー・浴室・サウナ・プールエリアではマスク着用時でも会話は禁止です。 

 上記エリアでは緊急時以外の会話はお止めください。 

■館内では周りのお客様との間隔をあけてご利用ください。 

 特にレッスン前後のロッカーや浴室エリアなどには、譲り合ってご利用をお願いします。 

■マシンや館内備品のご利用後は消毒をお願いします。 

■その他、安心・安全の取組みにご協力ください。 

※以上が守られていないとスタッフが判断した場合、お声かけさせていただく場合がございます。 

  お聞き入れいただけない場合、施設の利用をお断りする事がございます。 
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その他サービスについて 

会員の皆様にフィットネスライフを楽しんでいただくためのその他サービスをご案内いたします。 
尚、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。 
 

 
 

      http://sportsoasis-webgym.socialcast.jp/ 
 
■自宅や外出先、早朝深夜を問わず、いつでも、どこでもオアシスでのエクササイズがお楽しみいただける 
オンラインサービスです。ストレッチ、バランスボール、フィットネスエクササイズなど、100 種類以上の 
動画レッスンがパソコンやスマートフォンを通じて無料でお楽しみいただけます。 
マシンの使い方等もございますので、予習・復習がいつでもできます。 
 
※ＷＥＢＧＹＭのご利用には登録手続きが必要になりますので詳しくは上記 URL、または QR コードをご参照ください。 
※一部ご利用いただけないコンテンツがある場合がございます。 

 
                                         

OASIS VILLAGE（オアシスヴィレッジ） 
 

       http://www.sportsoasis.co.jp/sphone/pr/det.html?pkey=329 
 

■仲間との出逢いが、世界をひろげる「OASIS VILLAGE」 
メンバーの方々が交流を持てる場を提供したいという想いから「OASIS  VILLAGE」は誕生しました。 
OASIS  VILLAGE では「Academia」「Outdoors」「Circles」「Charities」「Parties」の最大「５つ」の 
コンテンツをお楽しみいただけます。 
 
※OASIS VILLAGE への登録手続きが必要になりますので、詳しくは上記 URL、または QR コードをご参照ください。 

「Academia」…向上し続ける貴方を応援する学校。 

「Outdoors」…都会を離れ、大自然を満喫する。 

「Circles」…スポーツ系から文化系まで、共通の趣味を持つ方々のコミュニティー。 

「Charities」…地域貢献活動、社会貢献活動に取り組む。 

「Parties」…季節ごとに開催されるお祭りや、展示会を行う。 

WEBGYM（ウェブジム） 
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会員特典のご案内 

東急グループの「ホテルハーヴェスト・リゾートホテル」を優待料金にてご利用いただけます。 

 

●ホテルハーヴェスト・リゾートホテルご利用優待 

 
 

 

 

 

 
 

施設名 電話番号 施設名 電話番号 

ホテルハーヴェスト鬼怒川 0288-76-0100 ホテルハーヴェスト天城高原 0557-29-1155 

ホテルハーヴェスト蓼科 0266-69-3200 ホテルハーヴェスト伊東 0557-38-6373 

ホテルハーヴェスト斑尾 026-258-3611 スキージャム勝山 0779-87-0081 

ホテルタングラム 026-258-3511 ホテルハーヴェスト南紀田辺 0739-25-6106 

ホテルハーヴェスト浜名湖 053-526-1713 裏磐梯グランデコ東急ホテル 0241-32-3200 
 

 

■ ご利用方法 

ご利用の２ヶ月前より直接ホテルにてご予約を承ります。（受付時間 10：00～17：30） 

ご予約の際は必ず 

提携団体名・提携番号を 

お申し出ください。 

プラン名 ： V V ８０００ 

提携団体名 ：東急スポーツオアシス 

■ ご利用除外日 全施設：季節によりご利用除外日がございます。各施設までお問い合わせください。 

             

■ オンライン予約 ホームページからもご予約いただけます。  
    

   http://www.resorthotels109.com ⇒「提携企業はこちらへ」をクリックして専用ページよりご予約ください。 

      ※裏磐梯グランデコ東急ホテル、ホテルタングラム、ホテルハーヴェスト斑尾はお電話のみのご予約となります。 

■ご利用料金    １泊朝食付１名様料金（１室２名様からのご利用）※消費税込み 別途施設により入湯税がかかります。 

 施設名 

宿泊日 

斑尾・タングラム 

浜名湖・スキージャム勝山 

鬼怒川・天城高原 

伊東・蓼科・南紀田辺 

裏磐梯グランデコ 

東急ホテル 

大人 
平日 8,100 円 8,532 円 8,856 円 

休日前 10,800 円 11,232 円 11,232 円 

小人 

（4～12 歳） 

平日 7,020 円 7,236 円 6,357 円 

休日前 9,720 円 9,936 円 8,171 円 
 

■ キャンセル料           ■ご宿泊特典 全施設 オーバーユース 12 時まで（通常 11 時チェックアウト） 

３日前まで無料  2 日前・前日 3,000 円/1 部屋  当日 6,000 円/1 部屋  不連絡 10,000 円/1 部屋 
※当日連絡なしでお見えにならなかった場合を不連絡と表示しております。 
 

上記のサービス内容は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。 

 

提携利用のご案内（有料） 

東急スポーツオアシス フィットネス会員の方は、提携スポーツクラブを有料にてご利用いただけます。 

 ■利用料金につきましては、各店にお問い合わせください。 

■ご利用につきましては、各施設の利用規約をお守りくださいますようお願いします。 

■各社により、対象外店舗・休館日・営業時間が異なります。電話・ホームページにて確認の上、ご利用ください。 

■ご利用の際には、各社フロントにてオアシス会員証をご提示ください。 

                

施設名 

ルネサンス 

ジェクサーフィットネスクラブ 

東急スポーツシステム  

アカウント：oasis   パスワード：0111 

全国１0 ヶ所のホテルハーヴェスト・リゾートホテルを優待料金にてご利用いただけます 
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