
パーソナルトレーニングジム スポーティア 

会 則 

株式会社スポーティア 

 

第１章 総 則 

第１条【名 称】 

本会は、パーソナルトレーニングジム スポーティアと称します。 

 

第２条【目 的】 

「予防医学の観点」から、週１回ペースの運動を取り入れたライフスタイル＆運動プログラムを具体的に提

案し、本会員様の“心とカラダ”を豊かにするお手伝いをすることで、「一生涯を若々しく、美しく、力強く、病

気知らず」を本会の目的とします。 

 

第３条【運 営】 

株式会社スポーティアが運営。 

 

第４条【所在地】 

〒815-0082 福岡市南区大楠３丁目１４番１５号 

 

第５条【連絡先】 

TEL 092-521-4672, FAX 092-521-4673， E-mail info@sportia.co.jp 

 

第２章 会 則 

第６条【会員資格】 

本会の目的に賛同され、会員権を得た個人様（学生様）・法人様。 

 

第７条【会員の種類】 

１．個人契約 

●SPORTIA 個人正会員 （推奨サポート） 

●SPORTIA フリー会員 

●SPORTIA 学生会員 

２．法人契約 

●SPORTIA 法人正会員 

  ＊別途 法人契約を締結させて頂きます。 

 



第８条【会員の特権】 

１．当施設を利用することができます。 

２．本会が取扱うすべての商品を「会員価格」にて得ることができます。 

 

第９条【システム】 

１F カーディオ＆フリートレーニングスペース： 完全会員制・予約制・基本セルフトレーニング 

２F パーソナルトレーニング＆ボディケアスペース： 完全会員制・予約制・パーソナルサポート 

 

１．個人契約 

●SPORTIA 個人正会員 （推奨サポート） 

・本会の目的に賛同され、会員権を得た個人様を月契約でサポートするシステム。 

＊「週１ペース（月４回）」、「曜日・時間固定」にてサポートします。 

・本会に所属する Level 別トレーナーと専属契約しサービスを受けて頂きます。 

 

●SPORTIA フリー会員 

 ・本会の目的に賛同され、会員権を得た個人様を単発でサポートするシステム。 

 ・本会に所属する Level 別トレーナーを選択しながらサービスを受けて頂きます。 

 

●SPORTIA 学生会員 

・本会の目的に賛同され、会員権を得た学生（小・中・高）を単発でサポートするシステム。 

・本会に所属する Level 別トレーナーを選択しながらサービスを受けて頂きます。 

 

２．法人契約 

●SPORTIA 法人正会員 

・本会の目的に賛同され、会員権を得た法人様を月契約＆単発でサポートするシステム。 

＊「週１ペース（月４回）」、「曜日・時間固定」にてのサポートと単発サポートの融合。 

＊ご登録できる人数には制限があります。（上限５名／２０回） 

・本会に所属する Level 別トレーナーを専属契約＆選択しながらサービスを受けて頂きます。 

 

第１０条【フィットネス＆トレーニング相談（３０分／無料）】 

    私共の専門分野に関することでのご相談を承ります。（要予約） 

＊Level２以上の弊社トレーナーが対応させて頂きます。 

 

第１１条【体験トレーニング（９０分／有料）】 

ご入会前、必ず「体験トレーニング（９０分）」を受けて頂きます。（要予約） 

     ①カウンセリング ⇒ ②InBody 測定 ⇒ ③姿勢＆柔軟性＆体幹力の確認 ⇒ ④フィードバック 

項 目 
体験トレーニング（９０分） トレーナーLevel 別サービス料金表 （＋１０％税） 

Level① Level② Level③ Level④ Level⑤ 

体験トレーニング（９０分） ２，５００円 ３，０００円 ３，５００円 ４，０００円 ４，５００円 

注意）上記の金額に消費税がプラスされます。 



第１２条【ご契約手続】 

１．ご希望の会員を選択、所定の申込用紙・指定銀行の振替用紙に記入して頂きます。 

２．入会金と月契約料（２ヶ月分）をお支払い頂きます。 

３．３ヶ月短期契約（シェイプアップサポート）は、ご一括でお支払い頂きます。（税込：８８万円） 

 

第１３条【入会金】 

当施設をご利用いただくには、入会金をお支払頂きます。 

会員種別 料金（１０％税込） 補足 

 

入会金 

SPORTIA 個人正会員   ３３，０００円      初回のみ 

SPORTIA フリー会員   ３３，０００円      （半年間有効） 

SPORTIA 学生会員   ３，３００円      （半年間有効） 

SPORTIA 法人正会員   ５５，０００円      初回のみ 

 

第１４条【施設使用料】 

当施設をご利用いただくには、施設使用料をお支払頂きます。 

会員種別 料金（１０％税込） 補足 

 

施設使用料 

SPORTIA 個人正会員   １１，０００円／月    月契約料に込み 

SPORTIA フリー会員   ３，３００円／回    毎回お支払い 

SPORTIA 学生会員   ０円／回     

SPORTIA 法人正会員   ３３，０００円／月    月契約料に込み 

 

第１５条【基準サービス料金】 

「SPORTIA フリー会員基準料金」と「SPORTIA 個人（学生）・法人正会員基準料金」を項目別に表記。 

項 目 
SPORTIA フリー会員 

基準料金（10%税込） 

SPORTIA 正会員 

基準料金（10%税込） 
補 足 

 

施設使用料 

フリー会員（回） ３，３００円／回 ―  

個人正会員（月） ― １１，０００円／月  

法人正会員（月） ― ３３，０００円／月  

 

 

 

 

サービス料 

３０分加圧トレーニング（回） ６，６００円／回 ３，３００円／回  

 （１０分：２，２００円） （１０分：１，１００円）  

パーソナルトレーニング（３０分） ３，３００円／回 １，６５０円／回  

パーソナルトレーニング（６０分） ６，６００円／回 ３，３００円／回  

パーソナルトレーニング（９０分） ９，９００円／回 ４，９５０円／回  

 （１０分：１，１００円） (１０分：５５０円)  

ボディケア（３０分） ４，９５０円／回 ２，４７５円／回  

 （１０分：１，６５０円） (１０分：８２５円)  

１F カーディオスペース（３０分） ― ０円／回 ＊要予約 

変更料（回） サービス料全額／回 １，１００円／回  

測定＆フォロー 
InBody 測定 １，６５０円／回 ０円／回  



フォローアップ（９０分） ９，９００円／回 ― ＊退会者対象 

 

第１６条【トレーナーLevel 別 単発サービス料金＆変動率】 

●SPORTIA フリー会員 

項 目 
SPORTIA フリー会員 トレーナーLevel 別サービス料金表 （＋１０％税） 

Level① Level② Level③ Level④ Level⑤ 

３０分トレーニング ３，０００円 ３，６００円 ４，２００円 ４，８００円 ５，４００円 

６０分トレーニング ６，０００円 ７，２００円 ８，４００円 ９，６００円 １０，８００円 

３０分ボディケア ４，５００円 ５，４００円 ６，３００円 ７，２００円 ８，１００円 

３０分トレーニング＋３０分ボディケア ７，５００円 ９，０００円 １０，５００円 １２，０００円 １３，５００円 

６０分トレーニング＋３０分ボディケア １０，５００円 １２，６００円 １４，７００円 １６，８００円 １８，９００円 

（料金の変動率） 基準価格 基準から＋２０％ 基準から＋４０％ 基準から＋６０％ 基準から＋８０％ 

注意）上記の金額に消費税がプラスされます。 

 

    ●SPORTIA 個人正会員・法人正会員・学生会員 

サービス内容 
SPORTIA 正会員 トレーナーLevel 別サービス料金表 （＋１０％税） 

Level① Level② Level③ Level④ Level⑤ 

３０分トレーニング １，５００円 １，８００円 ２，１００円 ２，４００円 ２，７００円 

６０分トレーニング ３，０００円 ３，６００円 ４，２００円 ４，８００円 ５，４００円 

３０分ボディケア ２，２５０円 ２，７００円 ３，１５０円 ３，６００円 ４，０５０円 

３０分トレーニング＋３０分ボディケア ３，７５０円 ４，５００円 ５，２５０円 ６，０００円 ６，７５０円 

６０分トレーニング＋３０分ボディケア ５，２５０円 ６，３００円 ７，３５０円 ８，４００円 ９，４５０円 

（料金の変動率） 基準価格 基準から＋２０％ 基準から＋４０％ 基準から＋６０％ 基準から＋８０％ 

注意）上記の金額に消費税がプラスされます。 

 

第１７条【SPORTIA 個人正会員（曜日・時間固定） トレーナーLevel 別 月契約料金＆変動率】 

月契約（４回分）項目 
SPORTIA 個人正会員 トレーナーLevel 別 月契約料金 （＋１０％税） 

Level① Level② Level③ Level④ Level⑤ 

６０分トレーニング ２２，０００円 ２４，４００円 ２６，８００円 ２９，２００円 ３１，６００円 

３０分トレーニング＋３０分ボディケア ２５，０００円 ２８，０００円 ３１，０００円 ３４，０００円 ３７，０００円 

６０分トレーニング＋３０分ボディケア ３１，０００円 ３５，２００円 ３９，４００円 ４３，６００円 ４７，８００円 

（料金の変動率） 基準価格 基準から＋２０％ 基準から＋４０％ 基準から＋６０％ 基準から＋８０％ 

注意）上記の金額に消費税がプラスされます。 

＊月契約料は、施設使用料（１０，０００円）＋４回分サービス料（トレーナーLevel 別）込の金額です。 

 

第１８条【SPORTIA 法人正会員（曜日・時間固定） トレーナーLevel 別 基本月契約料金＆変動率】 

月契約（４回分）項目 
SPORTIA 法人正会員 トレーナーLevel 別 基本月契約料金 （＋１０％税） 

Level① Level② Level③ Level④ Level⑤ 

６０分トレーニング ４２，０００円～ ４４，４００円～ ４６，８００円～ ４９，２００円～ ５１，６００円～ 



３０分トレーニング＋３０分ボディケア ４５，０００円～ ４８，０００円～ ５１，０００円～ ５４，０００円～ ５７，０００円～ 

６０分トレーニング＋３０分ボディケア ５１，０００円～ ５５，２００円～ ５９，４００円～ ６３，６００円～ ６７，８００円～ 

（料金の変動率）  基準価格 基準から＋２０％ 基準から＋４０％ 基準から＋６０％ 基準から＋８０％ 

注意）上記の金額に消費税がプラスされます。 

＊基本月契約料は、施設使用料（３０，０００円）＋４回分サービス料（トレーナーLevel 別）込の金額です。 

 

第１９条【会員種別システム・料金】 

●SPORTIA 個人正会員（推奨サポート） 

SPORTIA が提唱している、「週１回/月４回/年間４８回」のトレーニングライフを「曜日と時間固定」にて、

お客様の目的に合ったカラダづくりをサポートするシステム。 

ご契約時に、専属トレーナーとお客様のトレーニングライフ「曜日・時間帯・サービス内容」を決めます。 

項 目 料金（税込） 

入会金 ３３，０００円   

パーソナル料金／月 １１，０００円／月（施設使用料）＋サービス料（４回分）／月   

（適応料金表） SPORTIA 個人正会員   

例：月契約料内訳 

専属トレーナーを Level②でサービス内容を６０分トレーニング＋３０分ケア（計９０分）を選択された場合 

施設使用料 ： １１，０００円／月 

サービス料金： ５，７７５円×４回＝２３，１００円／月 

サポート料金 ： ３４，１００円／月 

 

＊ご指定の銀行口座から前納でお引落させて頂きます。 

＊サポート日（時間）の変更は、変更料金（１，１００円／回）で承ります。 

＊追加サポートは、サービス料金（SPORTIA 個人正会員）で承ります。 

＊１F のカーディオスペースは、予約の下利用できます。 

 

●SPORTIA フリー会員 

SPORTIA でのパーソナルトレーニングを希望されるお客様で、「曜日と時間を固定できない」「不定期で

パ―ソナルトレーニングを受けたい」‥という方をサポートするシステム。 

項 目 料金（税込） 

入会金 ３３，０００円   

パーソナル料金／回 ３，３００円／回（施設使用料）＋サービス料金／回（トレーナーLevel 別）   

（適応料金表） SPORTIA 法人正会員   

例：月契約料内訳 

担当トレーナーを Level②でサービス内容を６０分トレーニング＋３０分ケア（計９０分）を選択された場合 

施設使用料 ： ３，３００円／回 

サービス料金： １３，８６０円／回 

サポート料金 ： １７，１６０円／回 

 

＊入会金は初回のみ（ただし、半年間ご利用がない場合は、退会とみなします。） 



＊サポート終了後、現金でお支払い頂きます。 

＊サービス料金（SPORTIA フリー会員）が適応されます。 

＊１F のカーディオスペースは、トレーニング日のみご利用できます。 

 

●SPORTIA 法人正会員（別途契約書類あり） 

SPORTIA で役員様・従業員様の‟健康づくり“を希望される法人様をサポートするシステム。 

ご契約時に、法人枠として「曜日・時間・サービス内容・専属トレーナー」を決めます。 

項 目 料金（税込） 

入会金 ５５，０００円   

基本月会費 ３３，０００円／月（施設使用料）＋サービス料（４回分）／月   

（適応料金表） SPORTIA 法人正会員   

例：月契約料内訳 

専属トレーナーを Level②でサービス内容を６０分トレーニング＋３０分ケア（計９０分）を選択された法人

様で、追加で同トレーナーのサービスを６回受けられた場合 

施設使用料     ： ３３，０００円／月 

サービス料金    ： ５，７７５円×４回＝２３，１００円／月（＊基本月契約料金： ５６，１００円／月） 

追加サービス料金 ： ５，７７５円×６回＝３４，６５０円／月 

サポート料合計   ： ９０，７５０円／月 

 

＊ご指定の銀行口座から前納で基本月契約料金をお引落させて頂きます。 

＊追加サービス料金は、翌月ご請求させて頂きます。 

＊サポート日（時間）の変更は、変更料金（１，１００円／回）で承ります。 

＊追加サポートは、サービス料金（SPORTIA 法人正会員）で承ります。 

＊１F のカーディオスペースは、予約の下利用できます。 

 

●SPORTIA 学生会員 

将来、プロアスリートを目指す学生様を中心にサポートするシステム。 

年間計画を立てながらサポートを受けることを薦めています。 

項 目 料金（税込） 

入会金 ３，３００円   

パーソナル料金／回 サービス料金／回（トレーナーLevel 別）   

（適応料金表） SPORTIA 学生会員   

 

＊入会金は初回のみ（ただし、半年間ご利用がない場合は、退会とみなします。） 

＊サポート終了後、現金でお支払い頂きます。 

＊サービス料金（SPORTIA 学生会員）が適応されます。 

＊１F のカーディオスペースは、トレーニング日のみご利用できます。 

 

第２０条【お支払い方法】 

１．個人契約 



●SPORTIA 個人正会員 

・ご契約時に初回入会金（３３，０００円）＋月契約料金２か月分を現金でお支払頂きます。 

・毎月２５日に指定銀行口座より翌月分の月契約料金をお引き落としさせて頂きます。 

＊指定銀行：福岡銀行 or 西日本シティ銀行 

＊お引き落とし日が銀行休業日の場合、翌営業日のお引き落としとなります。(月会費は、前納となります。) 

＊クレジットカードはご利用できません。 

・追加サービス料金は、サポート終了時に現金でお支払い頂きます。 

 

●SPORTIA フリー会員 

・ご契約時に初回入会金（３３，０００円）を現金でお支払頂きます 

・サポート終了時に毎回現金でサービス料金（トレーナーLevel 別）をお支払い頂きます。 

 

●SPORTIA 学生会員 

・ご契約時に初回入会金（３，３００円）を現金でお支払頂きます。 

・サポート終了時に毎回現金でサービス料金（トレーナーLevel 別）をお支払い頂きます。 

 

２．法人契約 

●SPORTIA 法人正会員 

・法人契約書類にサインして頂きます。 

・基本月契約料金と追加サポート料金を弊社指定銀行口座にお振込頂きます。 

＊御明細書・御請求書を作成し郵送させて頂きます。（月会費は、前納となります。） 

＊初回のみ、入会金（５５，０００円）をご請求させて頂きます。 

＊クレジットカードはご利用できません。 

 

３．体験トレーニング（９０分） 

・体験トレーニング終了時、現金でお支払い頂きます。（トレーナーLevel 別） 

 

第２１条【入会金の返還】 

原則として返還いたしません。 

 

第２２条【SPORTIA 個人正会員のサポート曜日・時間帯・サービス内容の変更】 

■月契約の「曜日・時間帯・サービス内容」の変更は、基本できません。 

・変更を希望され時間が取れる場合のみ、変更料１，１００円で可能です。 

・変更後の当日キャンセル/無断キャンセル時は、変更料１，１００円お支払頂きます。 

・月契約の「曜日・時間帯・サービス内容」の変更は、同月の消費となり、他の月への変更はできません。 

・基本専属トレーナーによるサポートですが、別のトレーナーによる上記サポートが可能となります。 

■月契約内容以外のサポートを希望する場合は、追加サービスで可能です。 

・ご予約後のサービス内容/時間帯の変更・キャンセルは、前日まで可能です。 

・当日の変更、キャンセル/無断キャンセル時には、キャンセル料金として全額お支払頂きます。 

 



第２３条【SPORTIA 個人正会員の退会（契約の解除）】 

■退会（契約の解除）を希望される場合、必ず１ヶ月（３０日）前までに専属トレーナーにお知らせください。 

・所定の「退会届」にサインされ必ず提出する（退会届を提出した日が退会希望日となります。） 

・期日までに「退会届」を提出されない場合、その月の契約料金は全額お支払頂きます。 

■退会され再度入会を希望する場合、再度入会金（３３，０００円）が発生します。 

 

第２４条【SPORTIA 個人正会員の休会】 

継続を希望される会員様のみ最大６ヶ月間の休会を認めます。（休会費として、３，３００円/月が発生します。） 

 

第２５条【SPORTIA 法人正会員のサポート曜日・時間帯・サービス内容の変更】 

■ご契約頂いている１枠（サポート曜日・時間帯・サービス内容）の変更は基本できません。 

■月ご契約内容を超えるサポートは、追加サービス料金で可能となります。 

・ご予約後のサービス内容/時間帯の変更・キャンセルは、前日まで可能です。 

・当日の変更、キャンセル/無断キャンセル時には、キャンセル料金として全額お支払頂きます。 

 

第２６条【SPORTIA 法人正会員の退会（契約の解除）】 

■契約の解除は、契約期間終了の１か月（３０日）前までに両社合意の下で行います 

要確認）ご契約の解除を希望されない場合、自動的に更新されます。 

・所定の「退会届」にサインされ必ず提出する（退会届を提出した日が退会希望日となります。） 

・期日までに「退会届」を提出されない場合、その月の契約料金は全額お支払頂きます。 

■退会され再度入会を希望する場合、再度入会金（５５，０００円）が発生します。 

 

第２７条【SPORTIA 法人正会員の休会】 

基本的に認められません。 

 

第２８条【SPORTIA 学生会員のサポート曜日・時間帯・サービス内容の変更】 

■ご予約後のサービス内容/時間帯の変更・キャンセルは、前日まで可能です。 

・当日の変更、キャンセル/無断キャンセル時には、キャンセル料金として全額お支払頂きます。 

 

第２９条【SPORTIA 学生会員の退会】 

■半年間ご利用がない場合、自動的に退会となります。 

■退会され再度ご入会を希望される場合、再度入会金（３，３００円）が発生します。 

 

第３０条【SPORTIA フリー会員のサポート曜日・時間帯・サービス内容の変更】 

■ご予約後のサービス内容/時間帯の変更・キャンセルは、前日まで可能です。 

・当日の変更、キャンセル/無断キャンセル時は、キャンセル料金として全額お支払頂きます。 

 

第３１条【SPORTIA フリー会員の退会】 

■半年間ご利用がない場合、自動的に退会となります。 

■退会され再度ご入会を希望される場合、再度入会金（３３，０００円）が発生します。 



第３２条【除 名】 

本会の名誉・秩序を著しく乱した場合、除名することがあります。 

 

第３３条【その他】 

■本会での「トレーニング・サポート」は、ご契約者/ご契約法人様のみご利用できます。 

■トレーニング・サポートは、ご予約の時間内に限ります。（前後１０分内での調整となります。） 

・１F の有酸素スペースは、個人・法人正会員に限り予約の下、ご利用できます。 

・ご予約時間前にご来店の場合、基本ご予約時間からのトレーニング・サポート開始となります。 

・ご予約時間を過ぎてのトレーニング・サポート開始の場合、時間短縮にて調整させて頂きます。 

■短期契約（３ヵ月シェイプアップサポート契約）は、上記システムと異なります。 

  ・３ヵ月（１２週間）という短期間の契約スタイルであり、サービス料金（８８万円）は一括でお支払頂きます。 

  ・休会及び契約期間の延期は基本できません。 

  ・サポート中・後のサービス料金の返金は致しません。 

要確認）何頭の理由でサポート料返金の際、施設使用料は返金対象外となります。 

■大型連休（GW・お盆・お正月）によるキャンセル時は、サービス料１回分の全額返金もしくは変更料金無

しでのサポート時間変更での対応とさせて頂きます。 

■トレーナーの私用によるキャンセル時は、サービス料１回分の全額返金もしくは、本会が会員様に変更料１，

１００円をお支払いしてのサポート時間変更にて対応させて頂きます。 

■災害（台風・地震・水害など）によるキャンセル時は、サービス料１回分の半額返金もしくは変更料金無し

でのサポート時間変更にて対応させて頂きます。 

■会員様の体調不良・私用等によるキャンセルは、サービス料のご返金は致しません。 

 

第３章 会員の権利・義務 

第３４条【責任事項】 

良好な身体状態で「トレーニング・サポート」を受けて頂きます。 

注）飲酒状態、風邪などによる体調不良状態でのパーソナルトレーニングは禁止（中止）させて頂きます。 

 

第４章 その他 

第３５条【営業時間】 

月曜日～金曜日 AM９：００～PM１１：００（最終受付 PM９：００） 

土曜日       AM９：００～PM８：００（最終受付 PM６:00） 

日曜日       基本 休館日 

＊月の５週目は、休館日（調整週）となります。 

 

第３６条【定休日】 

毎週日曜日、月の５週目（２９日・３０日・３１日）、お盆、お正月、その他 

 

第３７条【事故・盗難】 



事故・盗難が起こらないように最善の努力を心がけます。 

 

第３８条【危険性の同意】 

■体調不良の場合、必ずトレーナーに相談・報告し、場合によっては医師の診察を受けて頂きます。 

■本会は、パーソナルトレーニング中によるケガ・障害に対する一切の責任を負いません。 

 

 

第３９条【附 則】 

本会則は、都合により変更する場合があります。 

 


