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TOKYU SPORTS OASIS 港北店
ご利用のご案内
会員種別と利用時間について
●レディースアンダー30（月 4）会員様は、30 歳以下の女性限定で月に 4 回利用可能です。
31 歳の誕生日を迎えた次の 4 月より自動的にフルタイムに変更となります。
●会員規約の時間外利用の場合は、別途 1,650 円（税込）をお支払いただきます。
●スポーツゾーン（プール・ジム・スタジオ）のご利用時間は、営業終了時間の３０分前まで、
浴場エリアのご利用時間は、営業終了時間の１５分前までとなります。

プレミアム会員様のご利用について
プレミアム会員様は、いつでも浴場以外のゆったり COco の施設をご利用いただけるだけではなく、
様々な特典のある上級の会員種類です。ご利用方法および特典は下記の通りです。

オアシスフロントでのチェックイン
① フィットネスクラブのチェックインをします。
② ゆったり COco（浴場以外）ご利用の際は、リストバンドをお受け取りください。
③ 必要であれば、ゆったり COco 用館内着をフロントよりお持ちください。
～以降、オアシスとゆったり COco を自由にご利用ください。～
※ お着替え等はオアシス側ロッカールームをご利用ください。
※ 館内着の返却はオアシス側ロッカールーム内返却ＢＯＸにお願いいたします。
④ オアシスフロントにてゆったり COco の精算とリストバンドの返却をお願いいたします。

⑤ フィットネスクラブのチェックアウトをします。

ゆったり COco でのチェックイン
① ゆったり COco にて会員証を提示してください。
② 入館手続きをいたします。
（入館料はいつでも「無料」です）
③ お帰りの際、チェックアウト・精算をいたします。

プレミアム会員様の特典
① ゆったり COco の館内着を無料で貸し出しいたします。
② アシス定休日を含め、いつでもゆったり COco の入館料は「無料」です。
③ 駐車場のサービスは通常 3 時間が無条件でつきます。
※ ゆったり COco 内でのご利用額が２,０００円（税込）を超えましたら、
さらに２時間無料サービスをおつけいたします。
（最大５時間無料）
④ ゆったり COco からの入館時同伴の方（人数制限なし）が５０％引きにてご利用いただけます。
⑤ プレミアム会員様は、ゆったり COco の利用時間制限（土日祝日＝５時間）はございません。
⑥ 岩盤浴は５２０円（税込）にてご利用いただけます（時間無制限）
。ご希望の際はフロントにお申しつけくださ
い。
⑦ オアシス入館時、タオルセットを無料でご利用いただけます。
⑧ レストランでお食事を注文された方に限り、ドリンクバーまたは生ビール（小）をサービスいたします。
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プレミアム会員様へのお願い！
※オアシスから入場した場合は、オアシスの営業時間内で、ゆったり COco からご入場した場合は、
ゆったり COco の営業時間内でのご利用となります。あらかじめご了承ください。
※ゆったり COco からチェックインされた場合、オアシス施設（スポーツゾーン・フィットネスロッカー・
契約ロッカーなど）はご利用いただけません。
※タオルセットだけのレンタルも可能です。
（無料）
※レストランにて飲酒した後のスポーツゾーンのご利用はお断りいたします。
※リストバンドの管理は充分にご注意ください。紛失の場合 3,300 円（税込）をお支払いいただきます。

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、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。また酒気を帯びての施設利用はお断りいたします。
■ 貴重品はお持ちにならない様お願いいたします。万が一、貴重品をお持ちになった場合は、フロント横に設置し
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あらかじめご了承ください。
■ 更衣室ロッカーの鍵を紛失された場合、再発行料３,300 円（税込）をお支払いいただきますので
あらかじめご了承ください。
■ 携帯電話のプール・スタジオへのお持込みはお断りいたします。尚、携帯電話の通話は、フロント前および４階
ロッカールーム内休憩室にてご使用いただけます。他のお客様のご迷惑にならない様にご協力ください。
ロッカールーム内での携帯電話のご利用は全てお断りしております。休憩室にてご利用ください。
■ お食事の際は、フロント前および４階ロッカールーム内休憩室をご利用ください。指定の場所以外でのお食事は
お断りいたします。
■お客様のお呼び出しは、お受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。
■ 館内でのお忘れ物に関しましては、２週間保管後、お引取りがない場合は処分いたします。
※但し、未開封・開封済みに関わらず、食品は当日処分いたします。

レンタル
■ レンタル品ご希望の方はレンタル棚よりお取りいただき、券売機にてアイテム分のチケットをご購入の上
フロントまでお申し付けください。
■ 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、必ずソックスをご着用ください。
■レンタル用品は、ロッカー内の返却ＢＯＸへご返却をお願いいたします。

ロッカールーム
■ ロッカーから離れる際は必ず施錠し、ロッカーキーは必ずご携帯ください。
※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あらかじめご了承ください。
■ シューズは脱いでご利用ください。
（盗難防止のためシューズはロッカー内にお入れください。
）
※ロッカー内にシューズ置きトレーがございます。
※他のお客様のご迷惑となる場合は、お荷物を撤去することがございます。あらかじめご了承ください。
＜ロッカールームで守っていただきたいマナー＞
※浴室・プール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・パウダールームは譲り合ってご利用ください。
※脱衣ロッカーの場所取りはおやめください（浴室利用時のみ使用可）

タンニング
■男性ロッカーのみ、２台のタンニングマシンを設置しております。
■１０分５30 円で、一回につき連続３０分までご利用いただけます。
（※初めてご利用の際は１０分間から始めてください）
■皆様に快適にご利用いただくため、マシンご利用後は備え付けのタオルで足元についた汗をお拭きください。
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施設の利用について②
フィットネスセンター
■ 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。（中履き以外でのご入場は厳禁です。）
■ 安全にご利用いただくため、フィットネスセンター内は必ずシューズ（中履き）の着用をお願いいたします。
■ 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。
■ ご利用の際は、必ずロッカーでお着替えを済ませてからお越しください。
＜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。

スタジオ
■安全で効果的にご利用いただくために、レッスン途中の入退場はお断りいたします。
■ 中履き以外でのご入場は厳禁です。事故防止のため、ご協力をお願いいたします。
■ スタジオレッスンスケジュールは、フロントにてご用意いたしております。
■ ヨガなどの裸足で行うレッスンに参加する場合も、移動のための履物をご用意ください。
■ 事故防止のため、定員を設けております。尚、一部レッスンは予約制となっておりますので予めご確認ください。
■ スタジオをご利用の際、必ずロッカーでお着替えを済ませてからお越しください。
＜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、使用後のストレッチマットをお拭きください。
※スタジオのご入場待ちで並ばれる際、荷物等で場所取りをするのはおやめください。
※会話のボリュームにつきましては、周囲の方へのご配慮をお願いいたします。
※次のレッスンに続けて参加する場合でも、レッスン終了毎に一旦スタジオからご退出ください。
スタッフによる清掃終了後、ご入場いただけます。
※レッスン参加にお並びいただけるのは前のレッスンが開始してからとなります。
※レッスン開始 15 分前からスタジオ内にお入り頂けます。15 分の間隔がない場合は担当インストラクターの
指示に従ってください。

プール
■ プールご利用時には、必ずプールサイドまでタオルをお持ちください。プール内に棚がございますので
ご利用ください。
■ ご利用の目的に応じたコース分けを行っております。（歩くコース、長距離コースなど）。
各種レッスン（アクアビクス･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。
■ご利用中、気分のすぐれない方は速やかにスタッフまでお知らせください。
■ 安全のため、伝染性疾患・心臓病・てんかんの方のご利用はお断りいたします。
■ 安全のため、フリー遊泳時のフィンの使用はお断りしております。なお、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。
■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（結婚指輪除く）
・腕時計は全ておはずしください。
■スイミングキャップは必ず着用していただくようお願いいたします。
■遊泳中は右側通行をお守りください。飛込み、潜水は禁止です。
＜プールで守っていただきたいマナー＞
※他の会員様のご迷惑となりますので、コース内で立ち止まってのお話しはおやめください。
※プールからロッカールームへ移動される際は、身体の水気を十分にお拭き取りのうえお戻りください。
（転倒事故防止のため、ご協力をお願いいたします。
）

※ 衛生上の理由によりプールエリアでのお食事はおやめください。
※ビン・缶類など、ふたのない容器での飲み物の持ち込みはおやめください。
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一時外出
■ロッカーをご使用のまま一時外出される場合は、フロントにロッカーキーをお預けになり、
１時間以内にお戻りください。
※必ず外履きにお履き替えください。
※１時間以上外出される場合は、ロッカーからお荷物を出しチェックアウトをお願いします。
ご利用できる時間帯内であれば、何度でもチェックイン・アウトができます。

温浴施設（港北天然温泉ゆったり COco）のご利用について
東急スポーツオアシス港北店会員様は、ゆったり COco の温浴施設をご利用いただけます。
オアシスご利用中は浴場（温浴ゾーン・洗い場・シャワー）エリアに男女各ロッカールームから直接入ることができます。
※スパのご利用可能時刻はオアシス閉館時刻の１５分前までです。
※リフレッシュサロンの施術時間は閉館時刻の３０分前までですので、お時間をお確かめの上、
ご予約をお願いいたします。
※岩盤浴・レストラン・リフレッシュサロン等も、ご利用可能時刻はオアシス閉館時刻の１５分前までです。
※リフレッシュサロンでのご利用額が５，０００円以上になりますと、駐車場２時間サービスがございます。
（通常の３時間サービスと合わせ、５時間無料になります）

浴場エリア＆サウナ
■ 浴場エリアは、水着を脱いでご利用ください。
■ 浴槽へは必ず汗を流してからお入りください。
■ 浴槽内へのタオルの持ち込みはおやめください。
■ 浴場エリア内での毛染めや洗濯はおやめください。
■ サウナ内へはタオル以外はお持ち込みにならないようお願いいたします。
■ 浴場エリアでのオイル・ローション・塩等のご使用はおやめください。
■ 浴場エリアに、ビン・缶類、またペットボトルのお持ち込みはおやめください。
■オアシス営業終了１５分前までにオアシスロッカーへお戻りください。

その他のエリア（岩盤浴・リフレッシュサロン・レストラン等）
ご利用の際は専用リストバンドが必要となりますので、オアシスフロントにお申し付けください。
リストバンドをお持ちの際の専用出入り口が、男女ロッカー休憩室にございますので、そちらから
ゆったり COco にご入場・ご退場いただけます。（※お着替えはオアシス側ロッカールームをご利用ください。
）
お一人様につき６17 円で、ゆったり COco をご利用いただけます。
（館内着￥３２０）
岩盤浴・レストラン・リフレッシュサロン等、有料サービスについては別途記載事項をご参照ください。
※ご利用後、オアシスフロントにて最終チェックアウト時刻までにご精算ください※
■岩盤浴・・・１回 1,137 円（入館料含・時間無制限）で、ご利用いただけます。
※専用岩盤浴着をオアシスフロントにてお渡ししております。オアシスロッカーでお着替えの上、スパにご入場ください。
■リフレッシュサロン
リフレッシュサロンのご利用料金が 2,0９０円（税込）を超えますと、入館料は０円になります。
※リフレッシュサロンご利用の際は必ずご予約が必要です（当日受付のみ）
受付専用ダイヤル

０４５－５９３－１６７１

受付専用内線

６０番（オアシス施設内内線から発信可能）

（サロンメニュー等、詳細はゆったり COco のパンフレットをご参照ください）
■レストラン
ゆったり COco から入館して頂くと、入館料無料にてレストランのみの利用可能です。（２時間以内）
２時間を超える利用ご利用、及びレストラン以外の施設を利用される場合は別途入館料を頂戴いたします。
（但し、混雑時にはお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。
）
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ご注意
※浴場エリアはお子様のご利用もございます。あらかじめご了承ください。
※ゆったり COco 休館日を除くオアシス休館日のみ、オアシス港北店所属の会員様は、
ゆったり COco 入館料を２０％引きにてご利用いただけます。
（ゆったり Coco をフルタイムでご利用の場合に限る）
※ゆったり COco のご利用につきましては、予告なく変更されることがあります。

プライベートロッカー（個人契約ロッカー）のご案内
会員様のお化粧品・シューズ等の収納用としてご利用いただける月間契約のプライベートロッカーをご用意してお
ります。毎回のお荷物が少なくなれば、より気軽にフィットネスライフをお楽しみいただけます。

お申し込み方法
契約可能なロッカーには「契約カード」を貼付けしております。ご利用希望ロッカーのカードをお持ちの上、フロ
ントまでお越しください。1,100 円（税込）／月
※毎月 1 日より空きロッカーの販売を行っております。
（解約状況により、空きロッカーがない場合もございます。
）

契約料のお支払い方法
※会費と同様、毎月自動更新となります。毎月会費と合わせてロッカー料金も自動振替いたします。
※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
※汗などで濡れたままの衣類等の収納はおやめください。
※点検などのため、ロッカーを開けさせていただく場合がございますのでご了承ください。
※契約期間終了後１ヶ月経過をしてもお荷物の引き取りが無い場合、お客様の荷物を処分いたします。
※ゆったり COco からご入場された場合、オアシスロッカーはご利用いただけません。
個人契約ロッカーも同様にご利用ができませんので、予めご了承ください。

駐輪場・駐車場のご案内
＜自転車でお越しの会員様へ＞
駐輪場のご利用については、専用の駐輪場スペースをご用意しております。
※駐輪場のご利用は、営業時間内のみとさせていただきます。通勤・通学時のご利用は固くお断りいたします。
※駐輪場内における盗難・紛失につきましては一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

＜自動車でお越しの会員様へ＞
駐車場 1,000 台をご用意しております。
（オアシスご利用の会員様は、３時間まで無料です。）
※駐車場から出られる前に、ミナモの館内にある「事前精算機」で必ず精算をお済ませください。
（精算されてから１５分の猶予が付きます。
）
※出庫に時間がかかり、割引き時間を超える場合がございます。あらかじめご了承ください。

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。
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