
¥2,000（税別）総
額

¥3,000登録手数料 ¥0さらに！
¥10,000入会金

¥0水素水2ヶ月間もっと
¥1,500×2ヶ月

※８月末までに3ヶ月目以降ご利用になる会員種別をお申し出ください。 お申し出のない場合は「ベストスタイル会員」で
自動継続とさせていただきます。 ※他店舗利用はキャンペーン期間終了後からとさせていただきます。

※キャンペーン適用には6ヶ月間在籍いただくことが必要です。 ※料金は全て税別表示となります。

新浦安

GINZA
KAIHINMAKUHARI

SHINURAYASU湾岸ＮＥＴＷＯＲＫ
続々拡大中!!

ベストスタイル新浦安

Tel. 047-323-6751
http://www.best-style-fitness.jp

休館日  毎月15日

リゾート気分が味わえるベストスタイル新浦安で、

リゾートに似合う夏ボディをつくりませんか。

24時間営業の本格ジムエリアや

女性だけのホットヨガスタジオも完備の上、

最先端プログラムをラインナップした

スタジオやプールも完備！

だから！ メリハリボディを楽しく仕上げるなら

ベストスタイル新浦安で！

SUMMER START CAMPAIGN
２ヶ月間、全施設
使い放題!!

選べるスタート月 7月・8月 8月・9月or

月会費2ヶ月

２ヶ月間は《BestStyle会員》が適用！
利用制限もございません！ 思いっきりご利用ください！

マデ!

最終
募集!!
7/31W

E
D

マデ!

最終
募集!!
7/31W

E
D



現住所がわかる身分証明書
（学生は学生証）

銀行
届出印

金融機関の
キャッシュカード

キャンペーン特典適用
初期費用 2,000円（税別）

In door Bike Studio
溶岩ホットヨガ&コラーゲンスタジオ

その他料金のご案内
ご入会手続き時のお持ち物

SHINURAYASU

トレーニングジムのみ24時間営業！

〒279-0013 千葉県浦安市日の出5-7-3

休館日  毎月15日

¥10,000入会金

¥3,000
¥2,000

事務登録料

権利外レッスン参加料 /クラス

契約ロッカー

タオルレンタルセット

レンタルフルセット

¥1,500 /月

¥300 /回

¥1,000 /回

※入会手続きには、親族会員と同伴の上学生証をご持参下さい。

Member Plan 会員種別のご案内 目的やライフスタイルにあわせて豊富にご用意しております。 

GYM
エリア

溶岩ホット
スタジオ

コラーゲン
ランプ
レッスン

暗闇
スタジオ

ロッカー
ルームスタジオプール バス

ルーム
タオルセット
1回/日

他施設
利用 利用案内・備考

¥14,000
¥12,000

¥12,000

¥7,000

会員種別 月会費（税別） 利用時間

平日　　9：00～23：00
土・日祝 9：00～21：00

平日　　9：00～23：00
土・日祝 9：00～21：00
ジムのみ24時間

平日　　9：00～23：00
土・日祝 9：00～21：00
ジムのみ24時間

平日　　9：00～23：00
土・日祝 9：00～21：00
ジムのみ24時間

¥10,000
¥8,000

¥8,000

¥0

平日　　9：00～23：00
土・日祝 9：00～21：00

GYM&SPA STYLE

溶岩ホットスタジオ・
Studio HERBSの実施時間
に利用できます
溶岩ホットスタジオ・
Studio HERBSの実施時間
に利用できます

海浜幕張

海浜幕張

海浜幕張

海浜幕張

※1

※1

※2

平日　　9：00～22：00
土・日祝 9：00～21：00

BEST STYLE

24 Hours

STUDENT

高校生FAMILY

HERBS FREE

HERBS 4DAYS

PRIMARY STYLE

※1 24h専用ロッカーをご利用いただきます。

※1 24h専用ロッカーをご利用いただきます。

※2  高校生の平日利用は22時までとなります。

ベストスタイル会員・プライマリースタイル会
員・ジム&スパスタイル会員・HERBS FREE会
員のご家族の２親等までの高校生お１人様限定。

全アイテムを使用できる
最も人気の高い会員プランです。

人気のベーシックプランです。

24時間いつでもジムを利用したい方に！

16歳以上25歳未満の学生限定！

ジム利用+
に月4回入浴いただけます！

女性ONLY  Studio HERBSの全てのクラス
に無制限で参加いただけます！

女性ONLY  月4回、Studio HERBSの全て
のクラスに参加いただけます！

●平日　　9：00～23：00
●土・日祝 9：00～21：00

その他の
施設

MARINE PARK

開放的で優雅なプール空間。

ジムエリアは
24時間利用できます。

脂肪燃焼に効果的！

シェイプアップに効果的！

Weight machine

アンティグラビティCardio machine

Queenax

TRAINING PARK

STYLE UP!!本格夏に向
けて！

ACTIVITY TOWN

空中に浮いた反重力の状態で
余計な力を使わずに体幹を
鍛えることができます。

DETOX YOGA

「Dance」「Martial arts」「Conditioning」
などの要素を取り入れたレズミルズプログラ
ムや、話題のクラスを多数ラインナップ！

インドアバイクを設置した暗闇スタジオ。
「DANCE」と、「INDOOR BIKE」が融合し
た日本初のバイククラスなど毎日発信！

コラーゲンランプをお肌に浴びて溶岩
ホットヨガをするだけで“キレイ”へと導
く、溶岩ホットヨガ&コラーゲンスタジオ。

UBOUND

1日のクラス
受講回数無制限！

すっきり
デトックス
効果

アンチ
エイジング
効果

マインド
フルネス
効果

美肌
うるうる
効果

SUP YOGA
SUPボードの上で行うヨガです。 関節や
筋肉の柔軟性を高め、心身を解放させてい
く中で深いリラックス効果が実感できます。

WALKING
水中歩行の基本を行なうクラスからボディラ
インを整えるクラスや、体幹を意識しながら
歩くクラスなど4クラスご用意しています。

SWIMMING 
初めての方でも安心。クロールの基礎動作
や、呼吸動作、クロールに慣れてきた方のスキ
ルアップのためのクラスなど3クラス完備。

A c t i v e  S t u d i o

女性専用

大江戸温泉物語
浦安万華郷

浦安市
墓地公園

総合公園 東京湾

ラ・ジェント
ホテル東京ベイ

東京ディズニー
セレブレーションホテル

東京ディズニー
セレブレーションホテル

ケーヨーデイツー
新浦安店

トイザらス
ベビーザらス

シンボルロード

←至新浦安駅

平面駐車場P24h無料！

200台以上
時間の制限も
ありません！

最新マシンが揃ったトレーニングパーク。

夏のバカンス気分もOK。
開放的なマリンパーク。

個性豊かな3つのスタジオが揃ったアクティビティタウン。

お風呂が自慢の海浜幕張店が
相互利用できます！

相互利用OK!!

※共通利用可能な会員種別に限ります。
※他店舗利用はキャンペーン期間終了後からとさせていただきます。

ベストスタイル海浜幕張

ランニングマシンをはじめ
有酸素系マシンを
豊富にラインナップしています！

アスリートも使用する本格的な
最新鋭マシンをご用意。
フリーウエイトも完備しています！

サスペンションや付属の機器を
使用した無数の効果的なトレーニングを
提供しています！

話題の
空中フィットネス

た日本初のバイククラスなど毎日発信！

Strike Rush

暗闇
ボクシング
開講中!!

オリジナルレッスン

暗闇の中で自分の
世界に集中して
エクササイズ！

通常12,000円が限定
値下げ

増設！
フリーウェイ

ト器具

※他施設の利用は当該施設の利用制限に基づきます。ご利用前に当該施設にお問合せください。


