


法人料金 1,000 円/回

1,320 円/回

※契約内容および続柄などの条件により補助内容が異なり、表示価格は全て税込(消費税10％)です。

 【例】 カテゴリⅠ

(補助 320 円反映でお得!)

都度利用

プラン

※施設により設備やプログラムが異なります。

キャンペーン期間：2022年6月1日～2022年7月最終営業日 ※1キャンペーン期間：2022年6月1日～2022年7月最終営業日 ※1

只今 キャンペーン実施中 スタートするなら今がチャンス!!

※2

会員証発行手数料

無料 ※2

無料

※3

同伴者施設体験

無料 ※3
21

無料

※1 施設により休館日(施設利用不可日)がございます。詳しくはご利用施設のホームページをご確認ください。

※2 補助条件などにより、対象外となる場合があります。郵送発行は有料となります。

※3 会員様と同伴で来館した場合、同伴者の施設体験料が1回無料となります。本特典の適応はキャンペーン期間中、おひとり様1回限りです。

みせる夏、みられる夏はもうすぐ !

準備は大丈夫ですか？

まずは心と身体のリフレッシュから !!

コナミスポーツクラブを でご利用になれます!コナミスポーツクラブをお得な法人会員価格でご利用になれます!

東京都報道事業健康保険組合にご加入の皆様へ

♪

全国の施設をご利用可能! さらに都度利用プランなら､法人会員利用提携施設も利用いただけます。

コナミスポーツクラブ

法人会員利用提携施設

141 施設

302 施設

ご利用可能施設 2022年5月2日現在 通いやすい
家の近くや

職場の近くが
オススメです！

コナミスポーツクラブの
施 設 検 索 は こ ち ら※法人会員利用提携施設はキャンペーン対象外となります。

65歳未満の被保険者・被扶養者の方

https://www.konami.com/sportsclub/shisetsu/


カテゴリ

Ⅰ

カテゴリ

Ⅱ

カテゴリ

Ⅲ

カテゴリ

Ⅳ

法人会員利用
提携施設

気軽に都度利用（Ａ）
（1回ごとのお支払い）施設

カテゴリ

料金

プラン

1回320円補助!

1,000 円/回

1回760円補助!

1,000 円/回

1回1,090円補助!

1,000 円/回

1回1,420円補助!

1,000 円/回

1回0円～1,860円補助!

880～1,000 円/回

カテゴリ

Ⅰ

カテゴリ

Ⅱ

カテゴリ

Ⅲ

カテゴリ

Ⅳ 1,870 円/回 

1,540 円/回 

1,210 円/回 

880 円/回 

まずは週1
(月4回まで)

しっかり週2
(月8回まで)

好きなだけ
フリー

(回数制限無し)

回数追加
利用料

5,390 円/月　

6,270 円/月　

7,150 円/月　

8,140 円/月　

7,040 円/月　

8,140 円/月　

10,120 円/月　

12,430 円/月　

9,680 円/月　

10,670 円/月　

12,540 円/月　

14,520 円/月　

施設

カテゴリ

料金

プラン

フロントでチェックインします。
会員証を提示し、ロッカーキーを
受け取ります。
都度利用プランの方はこの時に
利用料を支払います。※1

ロッカールームで着替えます。
荷物はロッカーをご使用ください。
貴重品は各自で管理ください。

お好きな設備・プログラムを
お楽しみください。※2

フロントにロッカーキーを返却し
チェックアウトします。
お忘れ物の無いようにご注意
ください。

※1:コナミスポーツクラブでのお支払いはキャッシュレスで行っております。(現金のお取り扱いはしておりません) お手数をお掛けしますが、

お申込み・ご利用の際は、現金以外のお支払い方法のご準備をお願いいたします。尚、一部キャッシュレス対象外の施設がございます。

詳しくは各施設へご連絡ください。 ※2:施設により設備やプログラムが異なります。

■■ 施設ご利用の流れ

施設ご利用方法の詳細はこちら

レンタルグッズもございます。(有料) ※取扱アイテムは施設により異なります。
◎シューズ◎トレーニングウエア◎バスタオル＆フェイスタオル◎水着◎スイムキャップ

●トレーニングウエア
●フィットネスシューズ

フィットネス用のシューズを選ぶことが
怪我の予防、動きのサポートに有効です。

●靴下
●汗拭きタオル

汗を拭くために、タオルは必ずお持ち
ください。少し長めで、吸湿性・乾燥性
の高いものがオススメです。

●水やスポーツドリンク

フィットネス

●スイムキャップ
プールでは管理上スイムキャップを

被っていただきます。
忘れるとプールで泳げません。

●ゴーグル

●水着
泳ぎに適したスポーツ水着や
フィットネス水着がオススメです。

●タオル

プール

■■ スポーツクラブへの持ち物

■■ 対象続柄

たくさん通うなら 月会費プラン マイペース派は 都度利用プラン

ご不明な点はお電話、またはホームページからお問い合わせください。

コ ナ ミ ス ポ ー ツ

お客様ダイヤル

詳細な情報はWEBをチェック!

コナミスポーツクラブ

※受付時間は変更となる場合がございます。最新情報はホームページにてご確認ください。

受付時間 平日 10:00～18:00

https://www.konami.com/sportsclub/corp/

コナミスポーツクラブ 施設ご利用方法 ※施設のご利用は16歳以上が対象です。

施設利用料のご案内 ※表示価格は全て税込(消費税10％)です。

衛生管理の取り組み（安心・安全な環境で、健康にあり続けるために。）

運動する場所だから、安心して通っていただけるために、これまで実施してきた

除菌や清掃をより強化し徹底して行います。

清掃･換気の
徹底

ソーシャル
ディスタンスの徹底

密の防止
体調管理

マスクの着用
オゾン発生器

の導入

詳しい取り組みは
こちら

コナミスポーツクラブは、ロケーション、施設規模等により、施設をカテゴリⅠ～Ⅳに区分しております。
カテゴリ区分の施設詳細についてはコナミスポーツお客様ダイヤル（0570-000-573）までお問い合わせください。

ご入会手続きに必要なもの

●健康保険証

●ご本人確認書類 ※

●クレジットカードまたは金融機関の

　キャッシュカード(月会費プランのみ)

※運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・住民基本台帳カード・

住民票写し・在留カード・特別永住者証明書 ・身体障害者手帳・マ

イナンバーカード(顔写真付き)のいずれか

所属者、被扶養者

https://www.konami.com/sportsclub/riyo/riyo.php
https://www.konami.com/sportsclub/corp/
https://www.konami.com/sportsclub/new_standard/sengen02.html


法人料金 4,890 円/月 法人料金 500 円/回

5,390 円/月 1,320 円/回

※契約内容および続柄などの条件により補助内容が異なり、表示価格は全て税込(消費税10％)です。

 【例】 まずは週1(月4回まで) カテゴリⅠ  【例】 カテゴリⅠ

(補助 500 円反映でお得!) (補助 820 円反映でお得!)

月会費

プラン

都度利用

プラン

※施設により設備やプログラムが異なります。

みせる夏、みられる夏はもうすぐ !

準備は大丈夫ですか？

まずは心と身体のリフレッシュから !!

コナミスポーツクラブを でご利用になれます!コナミスポーツクラブをお得な法人会員価格でご利用になれます!

キャンペーン期間：2022年6月1日～2022年7月最終営業日 ※1キャンペーン期間：2022年6月1日～2022年7月最終営業日 ※1

只今 キャンペーン実施中 スタートするなら今がチャンス!!

※1 施設により休館日(施設利用不可日)がございます。詳しくはご利用施設のホームページをご確認ください。

※2 会員様と同伴で来館した場合、同伴者の施設体験料が1回無料となります。本特典の適応はキャンペーン期間中、おひとり様1回限りです。

※3

同伴者施設体験

無料 ※2
21

無料

東京都報道事業健康保険組合にご加入の皆様へ

♪

全国の施設をご利用可能! さらに都度利用プランなら､法人会員利用提携施設も利用いただけます。

コナミスポーツクラブ

法人会員利用提携施設

141 施設

302 施設

ご利用可能施設 2022年5月2日現在 通いやすい
家の近くや

職場の近くが
オススメです！

コナミスポーツクラブの
施 設 検 索 は こ ち ら※法人会員利用提携施設はキャンペーン対象外となります。

65歳以上の被保険者・被扶養者の方

https://www.konami.com/sportsclub/shisetsu/


カテゴリ

Ⅰ

カテゴリ

Ⅱ

カテゴリ

Ⅲ

カテゴリ

Ⅳ

法人会員利用
提携施設

気軽に都度利用（Ａ）
（1回ごとのお支払い）施設

カテゴリ

料金

プラン

1回820円補助!

500 円/回

1回1,260円補助!

500 円/回

1回1,590円補助!

500 円/回

1回1,920円補助!

500 円/回

1回380円～2,360円補助!

500 円/回

カテゴリ

Ⅰ

カテゴリ

Ⅱ

カテゴリ

Ⅲ

カテゴリ

Ⅳ 1,870 円/回 

1,540 円/回 

1,210 円/回 

880 円/回 

まずは週1
(月4回まで)

しっかり週2
(月8回まで)

好きなだけ
フリー

(回数制限無し)

回数追加
利用料

月々500円補助!

4,890 円/月　

月々500円補助!

5,770 円/月　

月々500円補助!

6,650 円/月　

7,640 円/月　

月々500円補助!

月々500円補助!

6,540 円/月　

月々500円補助!

7,640 円/月　

月々500円補助!

9,620 円/月　

11,930 円/月　

月々500円補助!

月々500円補助!

9,180 円/月　

月々500円補助!

10,170 円/月　

月々500円補助!

12,040 円/月　

14,020 円/月　

月々500円補助!

施設

カテゴリ

料金

プラン

フロントでチェックインします。
会員証を提示し、ロッカーキーを
受け取ります。
都度利用プランの方はこの時に
利用料を支払います。※1

ロッカールームで着替えます。
荷物はロッカーをご使用ください。
貴重品は各自で管理ください。

お好きな設備・プログラムを
お楽しみください。※2

フロントにロッカーキーを返却し
チェックアウトします。
お忘れ物の無いようにご注意
ください。

※1:コナミスポーツクラブでのお支払いはキャッシュレスで行っております。(現金のお取り扱いはしておりません) お手数をお掛けしますが、

お申込み・ご利用の際は、現金以外のお支払い方法のご準備をお願いいたします。尚、一部キャッシュレス対象外の施設がございます。

詳しくは各施設へご連絡ください。 ※2:施設により設備やプログラムが異なります。

■■ 施設ご利用の流れ

施設ご利用方法の詳細はこちら

レンタルグッズもございます。(有料) ※取扱アイテムは施設により異なります。
◎シューズ◎トレーニングウエア◎バスタオル＆フェイスタオル◎水着◎スイムキャップ

●トレーニングウエア
●フィットネスシューズ

フィットネス用のシューズを選ぶことが
怪我の予防、動きのサポートに有効です。

●靴下
●汗拭きタオル

汗を拭くために、タオルは必ずお持ち
ください。少し長めで、吸湿性・乾燥性
の高いものがオススメです。

●水やスポーツドリンク

フィットネス

●スイムキャップ
プールでは管理上スイムキャップを

被っていただきます。
忘れるとプールで泳げません。

●ゴーグル

●水着
泳ぎに適したスポーツ水着や
フィットネス水着がオススメです。

●タオル

プール

■■ スポーツクラブへの持ち物

■■ 対象続柄

たくさん通うなら 月会費プラン マイペース派は 都度利用プラン

ご不明な点はお電話、またはホームページからお問い合わせください。

コ ナ ミ ス ポ ー ツ

お客様ダイヤル

詳細な情報はWEBをチェック!

コナミスポーツクラブ

※受付時間は変更となる場合がございます。最新情報はホームページにてご確認ください。

受付時間 平日 10:00～18:00

https://www.konami.com/sportsclub/corp/

コナミスポーツクラブ 施設ご利用方法 ※施設のご利用は16歳以上が対象です。

施設利用料のご案内 ※表示価格は全て税込(消費税10％)です。

衛生管理の取り組み（安心・安全な環境で、健康にあり続けるために。）

運動する場所だから、安心して通っていただけるために、これまで実施してきた

除菌や清掃をより強化し徹底して行います。

清掃･換気の
徹底

ソーシャル
ディスタンスの徹底

密の防止
体調管理

マスクの着用
オゾン発生器

の導入

詳しい取り組みは
こちら

コナミスポーツクラブは、ロケーション、施設規模等により、施設をカテゴリⅠ～Ⅳに区分しております。
カテゴリ区分の施設詳細についてはコナミスポーツお客様ダイヤル（0570-000-573）までお問い合わせください。

ご入会手続きに必要なもの

コナミスポーツ法人会員証作成依頼書

●ご本人確認書類 ※

●クレジットカードまたは金融機関の

　キャッシュカード(月会費プランのみ)

※運転免許証・運転経歴証明書・保険証・パスポート・住民基本台

帳カード・住民票写し・在留カード・特別永住者証明書 ・身体障害者

手帳・マイナンバーカード(顔写真付き)のいずれか

特定従業員

https://www.konami.com/sportsclub/riyo/riyo.php
https://www.konami.com/sportsclub/corp/
https://www.konami.com/sportsclub/new_standard/sengen02.html







