■ フィットネス会員種別、会費、利用時間の変更
現会員種別

2021.6～会員種別

改定後月会費

メガロスゴールド24

メガロスゴールド24

15,500円（税抜）
17,050円（税込）

24フルタイム

24フルタイム

19,780円（税抜）
10,758円（税込）

24アンダー35

24アンダー35

17,780円（税抜）
18,558円（税込）

24アンダー27

24アンダー27

16,780円（税抜）
17,458円（税込）

24アンダー22

24アンダー22

16,480円（税抜）
17,128円（税込）

24パパママ

24パパママ

14,800円（税抜）
15,280円（税込）

大和店のご利用時間帯
【ジムエリア】
月～水・日/ 24時間
木
/ ～23:00
※木が祝日の場合は～20:00
土 / 7:00～24時間
【定休日】
木23:00～土7:00

備考

※他エリア、店舗等のご利用時間や詳細
はホームページでご確認ください。
※2021年6月より併学割引が適応にな
ります。但し、メガロスゴールド24及び
24パパママ会員は対象外。
※新ナイトモーニング会員はナイトタイム
会員に統合いたします。尚、ナイトタイム
会員は再募集となります。通常営業時間
外の深夜・早朝ご利用される方は他の24
時間会員種別へのコース変更手続きが必
要となります。詳しくは4ページをご覧く
ださい。

15,980円（税抜）
16,578円（税込）

月～水/ 17:00～23:00
木～水/ 17:00～23:00
土～水/ 17:00～21:00
日・祝// 17:00～20:00
【定休日】 金

メガロスゴールド

14,500円（税抜）
15,950円（税込）

大和店のご利用時間帯
月～木// 8:30～23:00
土～土// 8:30～21:00
日・祝 / 10:00～20:00
【定休日】 金

※他エリア、店舗等のご利用時間や詳細
はホームページでご確認ください。

フルタイム

18,780円（税抜）
19,658円（税込）

アンダー27

15,780円（税抜）
16,358円（税込）

月～木// 8:30～23:00
土～土 / 8:30～21:00
日・祝/ / 10:00～20:00
【定休日】 金

※アクア会員、スーパーアクア会員はフル
タイム会員に統合いたします。他の会員種
別にコース変更を希望される方はお手続
きが必要です。詳しくは4ページをご覧く
ださい。

新ナイトモーニング
ナイトタイム
ナイトタイム

メガロスゴールド

利用時間

フルタイム
アクア
スーパーアクア
アンダー27

アンダー22

アンダー22

15,480円（税抜）
16,028円（税込）

パパママ

パパママ

13,800円（税抜）
14,180円（税込）

パーソナル会員フルタイム パーソナル会員フルタイム

37,000円（税抜）
40,700円（税込）

アンダー35

16,780円（税抜）
17,458円（税込）

アンダー35

月～木/ 12:00～23:00
土～土/ 8:30～21:00
日・祝// 10:00～20:00
【定休日】 金

デイタイム

15,980円（税抜）
16,578円（税込）

月～木/ 8:30～17:30
土～土/ 8:30～17:30
日・祝/ ご利用不可
【定休日】 金

※アフタヌーン会員、モーニング会員はデ
イタイム会員に統合いたします。他の会員
種別にコース変更を希望される方はお手
続きが必要です。詳しくは4ページをご覧
ください。
※2021年6月よりご利用時間～17：00
までが17：30までに延長いたします。

中学生

中学生

14,300円（税抜）
14,730円（税込）

月～木/ 8:30～21:00
土～土/ 8:30～21:00
日・祝/ 10:00～20:00
【定休日】 金

中学校在学中のみ

パーソナルオプション

パーソナルオプション

現在の会員種別の利用時間
23,800円（税抜）
パーソナルトレーニングの
26,180円（税込）
前後1時間

デイタイム
アフタヌーン
モーニング

※「オープン時入会特典割引」等、通常会費からの割引は２０２１年 5 月を以て終了させていただきます。
（併学・ペア割引除く※割引額が一部変更となります）
※プラチナ、メガロスゴールド、中学生、パパママ会員様の改定は当社全店共通事項となります。
※法人等の契約で月会費割引が適用されている場合、割引額を全て 1,000 円に統一させていただきます。

■ スクール会員種別、会費の変更
子どもスクール

成人スクール
現会員種別

改定後月会費

備考

フラダンス
バレエ
ジャズダンス

改定後月会費

備考

キッズダンス
17,180円（税抜）
17,898円（税込）

空手
スカッシュ

現会員種別

キッズバレエ
キッズチアダンス
キッズ空手

※2021年6月より
19,180円（税抜）
併学割引が適応にな
10,098円（税込）
ります。

17,180円（税抜）
17,898円（税込）

キッズスカッシュ
アスリート
※2021年6月より併学
割引が適応になります。

ミライク

スイミング
スイムスクール

17,180円（税抜）
17,898円（税込）

スイノビ

17,680円（税抜）
18,448円（税込）

テニス
スタート（入門）

16,680円（税抜）
17,348円（税込）

平日デイタイム

10,600円（税抜）
11,660円（税込）

土日ナイトタイム

11,600円（税抜）
12,760円（税込）

ベビーミライク

14,180円（税抜）
14,598円（税込）

スイミング
ベビーフリー

16,680円（税抜）
17,348円（税込）

ベビーマンスリー4

14,680円（税抜）
15,148円（税込）
ベビーミックス会員が廃止となり、以下の①及
び②となります。
①【ベビーフリー + ベビーミライク】
7,860円（税抜） 8,646円（税込）

ベビーミックス

フリータイム

12,600円（税抜）
13,860円（税込）

月2フリータイム

※2021年6月より
17,580円（税抜）
併学割引が適応にな
18,338円（税込）
ります。

キッズクラス

U-30レディース

18,480円（税抜）
19,328円（税込）

育成クラス

②【ベビーマンスリー4 + ベビーミライク】
5,860円（税抜） 6,446円（税込）
※月会費は併学割引適応後の料金です。
※①もしくは②に変更していただきます。

ジュニアクラス

選手クラス
少人数クラス

17,180円（税抜）
17,898円（税込）
10,600円（税抜）
11,660円（税込）
11,180円（税抜）
12,298円（税込）

テニス
キッズクラス
ジュニアクラス

17,480円（税抜）
18,228円（税込）

※2021年6月より併学
割引が適応になります。

■ 併学・ペア割引の改定
2021 年 6 月度会費より下記の通り、併学・ペア割引額を改定（統一）させていただきます。
【改定後】

併学割引

【成人】1,100 円（税込み）

【子ども】1,650 円（税込み）

ペア割引

550 円（税込み）※対象外の会員種別有り

ペア割引の受付は、2021 年 4 月 29 日までとさせていただきます。
（在籍いただいている方同士での新規登録は出来ません。
）

■ お手続き
・新会員種別に統廃合となる場合は自動変更となりますので、お手続きは一切不要です。
※統合先種別以外への変更をご希望の場合は、お手続きが必要になります。
・2021 年 6 月からの会員種別変更をご希望のお客様は、本状の到着から「2021 年 5 月 10 日（月）
」
までにお手続きいただく場合、コース変更手数料（1,100 円（税込）
）無料で承ります。
・本状到着以前にご入会され、2021 年 6 月以降に在籍条件が残存するお客様が、2021 年 5 月末
での退会を希望された場合、契約解除金はいただきません。入会特典商品（指定商品、ラケット
等）はご返品ください。

本件に関するお問い合わせ先：

メガロス大和

046-262-7700

電話受付時間 月～木 11:00～20:00
土日祝 10:00～18:00
休館日 毎週金曜日、夏期、年末年始

