
浜 松店
静岡県浜松市中区鍛冶町100-1 ZAZACITY浜松中央館 2F

営業時間／月～土・祝日 7：00～24：00
TEL０５３-４５９-３８３８

日曜 7：00～21：00　休館日／毎月第3月曜日

www.goldsgym.jp

ラウンジ タンニング（有料）
コラーゲンマシン
（女性専用・有料）

カーディオエリア スタジオ

ショップ

サプリメント・ウェアなど何でも揃う!

トレーニング後すぐに栄養補給可能!

綺麗な小麦色はもちろんビタミンDの生成も

海外で大人気の最新美容機器完備!

世界30ヵ国・国内70ヵ所以上のフィットネスネットワーク

ZAZACITY
浜松中央館 2F
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ゴールドジムがあるZAZACITY浜松内の協賛店様です。このチラシご持参で下記の特典がご利用いただけます!

COUPONグルメ

☎053-451-1009

10%OFF
本券提示で

（有効期限:2018.1２.3１）

神戸クック ワールドビュッフェ
ザザシティ浜松店　

（他割引併用不可）

ZAZACITY
浜松

このチラシをご持参ください !

鈴木 雅

指導・競技実績がありメディア出演も多数
ゴールドジムのトップトレーナーによる

17:00～19:00
12.1（土）

初心者からベテランまで、しっかりと効果を
出すためのトレーニング方法やコツを伝授!

初心者も安心の
トレーニングサポート

プレオープンしました!
ザザシティ浜松 中央館2Fに
最高のトレーニング環境が

12/9（日）
まで 無料体験開催中！

どなたでも最新の施設を無料でご利用いただけます!
※ご利用の際は、現住所の記載された公的身分証明書、運動の出来る服装、室内専用シューズをお持ち下さい。
この機会に是非ゴールドジムをお試し下さい。

トレーニング
セミナー開催
500円（税込）

ワンコイン 佐藤 貴規

17:00～19:00
12.15（土）

自身の競技歴を活かし、レベルアップの
ポイントをわかりやすく伝授するセミナー。

加藤 直之

12:00～14:00
1.20（日）

筋量アップについて徹底解説。
身体を作り上げるコツを大公開!

ゴールドジム
アドバンストレーナー

ゴールドジム
アドバンストレーナー

2017年日本ボディビル選手
3位入賞

2010～18年
日本ボディビル選手権９連覇

2017年日本ボディビル選手
5位入賞

男女問わず、初心者からシニア、アスリートまで
対応のトレーニング環境で結果を出す!!

トレーニングセミナー開催!
オープン記念!! ゴールドジムプロダクツ事業部

GGPグループ主任

Mega Kebab浜松店

ドリンク１杯無料
ケバブご購入で

（有効期限:2018.12.31）
（有効期限:2018.12.31）

フジサン・デリ  はままつ楽市店
お一人様５００円以上お買上げで

１杯無料

アサヒスーパードライ（グラス）
またはソフトドリンク

☎053-443-9697

初代しげ ぎょうざ

300円以下の
ドリンク1杯無料

8個以上ご注文で

（有効期限:2018.12.31） 無料駐車場完備（1.5時間）日菅大手門パーキング日菅ジャンボパーキング
※ザザシティ駐車場ではありませんのでご注意ください。

0円
入会登録料
通常5,000円(税別)

下記のいずれか1点プレゼント!1 2

ファットバーン＋
ファットブロックセット

ホエイプロテイン1.5kg
シェイカーセット
（¥10,000相当） （¥10,000相当）

入会特典付 キャンペーン実施中!!

※定員になり次第終了となります。浜松静岡店限定。ゴールドジムに初めての方が対象。商品はイメージ。ファミリー会員へご入会の方は会員へご入会の方は、２の特典は１家族で1点となります。

先着
2００名様



※16歳以上の方が対象。料金は税別です。
※ご入会手続きに必要なものはWebをご確認ください。
※マスター会員様は、年間14回まで海外の
　ゴールドジムもご利用頂けます。

浜松店料金システム

浜松店が
ご利用頂けます。

フランチャイ
ズを除く、東
海エリアの店
舗をご利用頂
けます。

フランチャイズ、
プレイミアム店
を除く国内全店
と年間14回まで
海外のゴールド
ジムがご利用頂
けます。

タンニングマシン
（有料）

オランダのトップブランド
ウルトラサン社マシン

STUDIO 目的に合わせて選べる
多彩なスタジオプログラムが受け放題！！GYM ゴールドジムでは、初心者から中上級者、

そして体力向上、リハビリテーション目的の方まで
効果的な最高レベルのトレーニング環境をご用意!

フルタイム 全営業時間 14,000円

デイタイム 月～土曜・祝日 OPEN～18:00

20,000円ゴールド
全営業時間

土・日・祝日 OPEN～CLOSE

通常8,500円

6,500円

13,500円

6,000円

12,000円

18,000円

ご利用内容
月会費

マスター東海エリアレギュラー

ウィークエンド

※５名様以上は何名でもお１人様5,000円でご入会頂けます。ご入会時のご家族が全員在籍
　して頂いていることが条件です。また同居家族、2親等以内のご家族の方が対象です。

月会費
お1人当たり

4名合計金額／20,000円（税別）
5,000円（税別）4名のご入会で

月会費
お1人当たり

3名合計金額／18,000円（税別）
6,000円（税別）3名のご入会で

月会費
お1人当たり

2名合計金額／14,000円（税別）
7,000円（税別）2名のご入会で

レンタルタオル・ウェア・シューズが
1日１セットつきます

家族の
交流の場
として 共通の

話題
づくりに

家族全員
の健康の
ために

お1人様だとレギュラーフルタイム会員
月会費 通常8,500円(税別)ですが、
ご家族でご入会されると…

通常、年齢とともに線維芽細胞の働きは衰え、
皮膚の組織が古くなり、肌のハリが失われていきます。
コラーゲンは、若々しいハリやキメに役立ち
みずみずしく、しなやかな美しさをサポートします。

スタンドタイプとベッドタイプを
ご用意しております。安全で
効果的な日焼けをお楽しみください。

月会費にプラス５,000円（税別）で
使い放題のプランあり
※お一人様、1日1回まで。

最新美容機器 コラーゲンマシン（有料）
女性
専用

マシンは50台以上のラインナップ!! 各部位ごとにトップブランドのマシンが揃う
ベンチプレス、パワーラック、スミスマシンなどフリーウェイトも圧倒的な充実度!!

【最新のスタジオプログラムはwebにてご覧いただけます→ www.goldsgym.jp】
コンディショニング調整 ヨガ・リラクゼーション マーシャルアーツ エアロビクス ステップ ダンス

会員種別

女性専用
トレーニング
エリア

安心してトレーニング!

充実のフリーウェイト パワーラックも充実!

ファミリーメンバー募集

サウナ パウダールーム ラウンジ ショップ

サプリメントからウェア、ギアまでなんでも揃う!!

トレーニング後にすぐにプロテイン補給が可能!

●真剣にトレーニングをしたい方
●同性の女性トレーナーに教わりたい方
●友達同士でトレーニングし、やる気を
　高めたい方

初心者トレーニング説明会（1回～6回）
６回で、まずはトレーニングの基本をマスター
しましょう。
プロのトレーナーによるカウンセリングから各
種マシンの使い方、正しい有酸素運動、栄養
素の基礎など、正しいトレーニングを続けて頂
けるよう、親切・丁寧にご指導いたします。

経験豊富な方にもスポット的にトレーナーが指導させて頂
きます。ご希望であれば、個人メニューも作成いたします。個人別メニュー

目標達成のための個別オリジナルメニューを作成し、トレー
ニング動作の確認やメニュー更新も随時行っていきます。オリジナルサポート（31～100回）

トレーニングを始めて間もない方へ、それぞれのレベルや
目的に合わせたプログラムメニューを提案。ビギナーサポート（7～30回）

知識・経験豊富な
プロのトレーナーが 結果が出るまで責任を持ってサポート!!

充実の無料トレーニングサポート
トレーニング未経験の方から上級者まで対応のサポートシステムをご用意！

無料

無料

無料

無料 無料

女性限定の女性トレーナーによる
エクササイズ指導実施!

日本トップクラスのプロフェッショナルトレ
ーナーがトレーニングから食事、健康管理
について指導及びアドバイスを行います。

パーソナルトレーニング

ゴールドジム公認
パーソナルトレーナーがご指導

社内独自のカリキュラムを受講し、実技・筆記共に
厳しい基準をクリアしたトレーナーがご指導。時
間内であれば1人でも、数名のグループでもOK!

プライベートトレーニング

豊富な経験・知識を持つ
ゴールドジムトレーナーが個別でご指導!!

適切に血流を制限した状態で行うトレーニング方法です。
徐々に圧を上げ、加圧除圧を繰り返しながらトレーニング
することで、成長ホルモンの分泌増加などにより、様々な
効果が短時間・短期間・軽量負荷で期待出来ます。
● 筋力・回復力アップ　       ● ダイエット効果
● 肩こり・腰痛・冷え性改善　● 美肌・アンチエイジング

サイクル®
トレーニング加圧

「KAATSU」のロゴマークおよび「加圧ウェルネス」「加圧トレーニング」「加圧サイクル」は、
KAATSU JAPAN 株式会社の登録商標です。

チーム・
ウーマンズ
エクササイズ

ワンランク上の指導をご希望の方向けの有料サポートもあり！！
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