
都道府県 フィットネス施設名 備考

B-line!

Bodies ゲルマニウム温泉会員除く

FASTGYM24

FEELCYCLE チケットメンバーは除く

TANITA　FITS ME(タニタ フィッツミー）

INSPA　 岩盤浴会員、ホットヨガ、短期ダイエット会員、ゴルフ会員対象外

J-サーキット

アルペンクイックフィットネス オンラインレッスン不可

イオンスポーツクラブ　3FIT

エニタイムフィットネス

カーブス

ゴールドジム パーソナルトレーニング不可

ジョイフィット タンニングマシンの利用、パーソナルトレーニングは不可

スパ＆フィットネス　ゼクシス

スポーツアカデミー スクール会員除く

スポーツクラブ　アクトス スクール会員除く

朝日スポーツクラブ　BIG-S（ビッグ・エス） スイミングスクール会員除く

スポーツクラブ　メガロス ホットヨガ、スクール、パーソナルトレーニングは除く

フィットネス24 月会員のみ対象

ホリデイスポーツクラブ（東祥） オンラインプログラム不可

ワールドプラスジム

zen place 月会員のみ可（チケット不可）

トータルワークアウト Athletic Treatment会員のみ可(パーソナルトレーニング会員不可)

b-monster 月額メンバープランのみ対象

FIT365

快活クラブFiIT24

ビークイック

フィットネスクラブ　アシスト

FIT-EASY（フィットイージー）

スマートフィット100 パーソナルトレーニングは対象外

ハイアルチ パーソナルトレーニングは対象外

北広島クラッセホテル内　フィットネスクラブ・クラッセ スクール会員除く

シャトレーゼガトーキングダム フィットネスメンバーのみ対象

山形県 プラスワンつるおか／さかた

アシスト多賀城 スイミングスクール会員除く

サンピアスポーツクラブ仙台 ホット会員、スパ会員、パーソナルトレーニング除く

スポーツメイト白石蔵王

フィットネスクラブ　ソプラティコ仙台

りらいぶ お風呂会員、スクール会員、流水健康教室会員除く

スポパーク松森 月額利用メンバーのみ対象

エグナススポーツクラブ

スポーツクラブ・ライフ パーソナルトレーニングは除く

エスフォルタ　フィットネスクラブ ゴルフスクール、ストレッチラボ除く

エポックスポーツクラブ

スポーツクラブスパ　アスリエ ゴルフ（所沢のみ）、お風呂・サウナ会員除く

スポレッシュ

西武フィットネスクラブ

東武スポーツクラブ フィットネス会員のみ対象

セサミスポーツクラブ スポーツクラブのみ対象

フィットネス＆スパ あすウェル

フィットネス＆スパ　レアレア パーソナル会員、ホットヨガ会員、オンライン会員除く

NOMAフィットネスクラブ

前橋テルサフィットネスクラブ

栃木県健康倶楽部

イーグルスポーツプラザ小山 スクール会員除く

メディカルフィットネス　クラブエナジー（医療法人北斗会） 月会員のみ可

ATLAS Fitness & Hotspring アクア会員(温浴)会員除く

ヴィスポスポーツスクエアつくば パーソナルトレーニングは除く

アカデミアスポーツクラブ　アクアかずさ

ルキナ(LUCINA FITNESS） 加圧会員、岩盤浴会員、ホットヨガ除く

かんたんスポーツクラブ Y's Fit 

クリーンスパ市川 フィットネスメンバーのみ対象

バタフライライフ　津田沼店

関東

群馬県

栃木県

茨城県

千葉県

補助対象フィットネス施設一覧（2023年5月17日現在）

ソニー健保が対象と認めるフィットネス施設は、トレーニングジム、エアロビクススタジオ等の屋内施設の運動設備を有し、インストラクター、トレーナー等の指導者
を配置し、会員にスポーツ、体力向上などのトレーニングの機会を提供する施設を基準をしています。（例：フィットネスクラブ、トレーニングジム、プール施設、
フィットネススタジオなど）

全国

北海道

宮城県

福島県



都道府県 フィットネス施設名 備考

フィットネスガーデン馬橋

フィットネスクラブ　サンピア

ヴェルディヴィアーレ四街道（VERDI VIALE）

上尾スウィン　フィットネスクラブ

サンラインスポーツクラブ 親子（6か月から3歳）でのベビースイミングコース不可

スウィン深谷スイミングスクール＆スポーツクラブ スポーツクラブ会員のみ可

スポーツフレンド21 スイミング会員除く

トータルフィットネスクラブ　わらわら

ヒューマンスイミングスクール ウェルネス会員のみ。スクール会員除く

エースフィットネス

SPA大手町　フィットネスクラブ

スポーツクラブ エンターテインメント　A-1

LOLフィットネスクラブ 月会費のみ対象、チケット購入等は除く

加圧トレーニングスタジオＯＺ 定額コースのみ対象

吉祥倶楽部

SATスポーツクラブ雪ヶ谷

ジップ　スポーツパーク マスタープラス、マスター、レギュラー（追加料金除く）会員のみ対象

スタジオ　サーティプラス 一般、1年、年払会員のみ対象

DIVAスポーツクラブ

ROXフィットネスBegin フィットネス会員のみ対象

フィットネスサロン　ぱれった

フィットネス＆スパ　マグレブ

フィットネスクラブ金町（KSC wellness） マスターズスイミングコース除く

フィットネスクラブ広尾

PLAYGROUND マンスリーメンバーのみ対象

ボクシングフィットネスジム　ノア 月会員のみ対象、オンライン不可

マイスポーツ久が原 月会員のみ可

マシン専用ピラティススタジオ　ピラティスK 月会員のみ可。チケット利用不可

メディカルフィットネスクラブ武蔵境

クロスフィット六本木

ドームアスリートハウス(DAH) オプション・サービスの利用は含まない

リヴィタップ レギュラー会員のみ(パーソナル会員とオンライン会員は対象外）

アーバンフィットネスクラブ＆スパ　ザムロッド

アリーナつきみ野スポーツクラブ

鎌倉スポーツクラブ 鎌倉スイミングクラブ除く

ライフメディカルフィットネス スクール会員除く

江陽倶楽部

ライフウェル　ビーイング 岩盤浴会員除く

ライフティック(平塚、秦野) コラーゲン岩盤浴、コラーゲンホットヨガ会員除く

ダイドースポーツクラブ スポーツクラブ会員、プレディフィットネス会員のみ可

ハヤシフィットネス

VIVA　SPORTS　CLUB 岩盤浴会員除く

フィットネス＆スパ ココカラ

Fitness Grand Club ネクシス 横浜本牧 スイミングスクール除く

みなとみらいフィットネスクラブ　ビギン

ロコスポーツ 岩盤浴会員、岩盤浴Life会員除く

FOCS GYM（フォックスジム)

FIT-EASY（フィットイージー）

フィットネスクラブ ネクシス ホットヨガ会員除く

新潟県 AFAS

総合スポーツクラブ　ブルーアース

fujiyama fitness Venus Life(ﾌｼﾞﾔﾏ　ﾌｨｯﾄﾈｽ　ｳﾞｨｰﾅｽ　ﾗｲﾌ） オンライン会員、カルチャー会員は対象外

AFAS

スポーツネットワークSAM スイミング会員除く

いみずスポーツクラブ パーソナルトレーニングは除く

オーパス高岡店 フィットネス会員のみ対象

おおい町フィットネスセンター　アクアマリン

スポーツクラブ　ルネッス

ALULA　Sports & Spa パーソナルトレーニング、ゴルフスクールは除く

スポーツクラブ　Ｓ＆Ｃ 

スポーツクラブ　エースワン サウナ会員除く

フィットネスクラブ　ケイフィット お風呂会員除く

メディカルフィットネス プラーナ

福井県

静岡県

埼玉県

東京都

神奈川県

山梨県

長野県

富山県

千葉県



都道府県 フィットネス施設名 備考

アスティースポーツクラブOne HOT会員除く

アミスポーツクラブ

エイムスクエアゲート スクール会員、ホットヨガ会員除く

カクスイスポーツクラブ

上社スイミングスクール フィットネス会員のみ対象

スポーツクラブアシスト蟹江 健康教室会員除く

スポーツシティ旭

パシフィックスポーツクラブ フィットネス会員のみ対象

フィットネスクラブ　B-Design 

フィットネスクラブ　レスポ

Vトピアスポーツクラブ

ロイヤルスポーツクラブ

H4GYM ジム＆スタジオコース、ジムコースのみ対象

コブフィットネス(KOBFITNESS） ゴルフ会員とパーソナル会員は対象外

岐阜スイミングスクール　アスキス スポーツクラブ会員のみ対象

健康増進施設　クラブエム

コパンスポーツクラブ コスモ

スポーツクラブ　ジェイ・スクエア

ピーススポーツクラブ

三重県 べスパスポーツクラブ

スポーツアメニティ　フレックス

スポーツクラブ アドヴァンス

ジストスポーツクラブ和歌山 スクール会員除く

タナベスポーツプラザ

トップウェルネス

パルポート

オーパス水口店 フィットネス会員のみ対象

堅田イトマンスポーツクラブ

クラブコング

フィットネス＆スパ　ヘミング伏見

フィットネスクラブ　ピノス（けいはんな・洛西口） 

フィットネスポイント　サンスポーツ

NSI光明池スポーツクラブ おとなフィットネス　フル会員のみ対象

スポーツクラブゼオス泉佐野 お風呂会員除く

ドルフィン放出フィットネスクラブ

トレーニングジムパワーウェ－ブ

TRAIAXIS大阪ベイ プールビジター料金除く

フィットネス　CLUB ONE パーソナルトレーニングは不可

イトマンスイミングスクール三田校 フィットネスクラス会員のみ対象

エス・パティオ　スポーツクラブ

神戸ウイングスタジアムスポーツクラブ

サンスポーツクラブ スクール会員不可

スパ＆フィットネス　リストーロ

スポーツクラブ　VIVO ホットヨガフリー会員、ホットヨガ会員不可

スポーツクラブWOODY

トライアクシス宝塚

伯鳳会生活習慣病センター　パワーハウス赤穂

パシオスポーツクラブ

バタフライライフ　川西店

フィットネス　ガーデンクラブ（ホテル日航姫路内） ガーデンクラスアカデミー不可

神辺スポーツセンター 大人会員のみ対象

サンクスウェルネスクラブ

スポーツクラブ　エンジョイ

スポーツクラブ　フィッタ HOTスタジオは不可

フィットネスジムWIN マシンジム・スタジオのみ可

広島YMCAウエルネススポーツセンター

コアスポーツアルファ

フィットネスクラブ ネクシス ホットヨガ会員除く

伊藤スイミングスクール丸亀校レディネススポーツクラブ フィットネス会員のみ可

たくまシーマックス フィットネス会員のみ可

高知県 スポーツクラブ　フィッタ ホットヨガ会員不可

愛媛県 スポーツクラブ　フィッタ ホットヨガ会員不可

九州 メルヘンスポーツ

医療法人　和仁会　メディカルフィットネスセンター三幸

グラース 月会員プランのみ対象

トータルワークアウト　福岡店 Athletic Treatment会員のみ可(パーソナルトレーニング会員不可)

フィットネスクラブBeat吉塚

ブリヂストンスポーツアリーナ久留米 自由遊泳(フリーコース）のみ対象

福岡県

京都府

大阪府

兵庫県

広島県

山口県

香川県

愛知県

岐阜県

和歌山県

滋賀県



都道府県 フィットネス施設名 備考

マチカラフィットネス大分 月会員プランのみ対象（岩盤浴などオプション利用は対象外）

メディカルフィットネスセンター　ソルバリエ パーソナル会員除く

いさはや　スイミングセンター(Hi-Body女性フィットネス）

アルファステップ　フィットネススタジオ

マルヤジム パーソナルトレーニング、タンニングマシンは不可

メディカルフィットネス西諫早 月会員のみ対象

熊本テルサ　フィットネスクラブ テニス会員除く

くまもとYMCA レッスンコース対象外。

B-fitスポーツクラブ

マリーンスポーツクラブ健康館 スイミングスクール会員除く

コンビニフィットネス

スポーツクラブエルグ・テクノ スクール会員除く

フィットネスジムBODYBOX

ホテル京セラ　スポーツ＆リラクゼーションOXYA オクシア会員のみ可

トレーニングセンターサンプレイ KAGOSHIMA パーソナルトレーニング・加圧トレーニング除く

ガーラ鹿児島

スポーツクラブ　スカイスポーツ ホットヨガ不可

スポーツパレスジスタス セントラルのビジター利用除く。ダイエットコース不可
沖縄県

大分県

長崎県

熊本県

熊本県

鹿児島県
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