
補助対象フィットネス施設一覧（2018年9月5日現在）

都道府県 フィットネス施設名 備考

アルペンクイックフィットネス

イオンスポーツクラブ

INSPA　 ゴルフデイタイム、ゴルフフルタイム会員対象外

エニタイムフィットネス

カーブス

ゴールドジム

J-サーキット

ジョイフィット

スポーツアカデミー

スポーツクラブ　アクトス

スポーツクラブ　メガロス

スポーツクラブ ビッグ・エス スイミングスクール会員除く

スパ＆フィットネス　ゼクシス

B-line!

FASTGYM２４

ＦＩＴＳ ＭＥ（フィッツミー）

フィットネスクラブ　アクトス

フィットネス２４ 月会員のみ対象

FEELCYCLE チケットメンバーは除く

Bodies ゲルマニウム温泉会員除く

ホリデイスポーツクラブ（東祥） 

ワールドプラスジム

北広島クラッセホテル内　フィットネスクラブ・クラッセ

シャトレーゼガトーキングダム（フィットネス） 

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

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、教室会員除く

エグナススポーツクラブ

スポーツクラブ　ライフ

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

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＆スパ　レアレア

REAL FIT セルフlコース、メンテナンスコースのみ対象

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

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）

ヴィスポスポーツスクエアつくば

マロウドスポーツセンター

アカデミアスポーツクラブ　アクアかずさ

エース　アクシスコア 岩盤会員除く

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

生命の森リゾート　メディカルスポーツクラブ メディカルスポーツクラブ会員のみ対象

バタフライライフ　津田沼店

フィットネスクラブ　サンピア

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

スウィン深谷スイミングスクール＆スポーツクラブ

スポーツフレンド２１

トータルフィットネスクラブ　わらわら

医療法人社団　順公会　ウエルネス葛西

エースフィットネス タンニングマシンの利用は利用料に含まない

SPA大手町　フィットネスクラブ

ＮＡスポーツクラブ　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、札幌バリュープランのみ対象

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

スタジオ　サーティプラス

ＤＩＶＡスポーツクラブ

群馬県

東京都

全国

北海道

宮城県

福島県

関東

栃木県

茨城県

千葉県

埼玉県



都道府県 フィットネス施設名 備考

TOCリラクゼーションクラブBegin フィットネス会員のみ対象

トータルワークアウト

b-monster 月額メンバープランのみ可

フィットネスサロン　パレッタ

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

ボディ バイ ヴィタル プラス

マイスポーツ久が原 カルチャー＆スタジオ会員除く

メディカルフィットネスクラブ武蔵境（医療法人和風会）

リビエラスポーツクラブ

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

快活フィットネスクラブ 時間会員除く

鎌倉スポーツクラブ

健康増進施設　ライフメディカルフィットネス

江陽倶楽部

スパ＆フィットネス ブレス

スポーツバンクフレックス・石田スポーツプラザ

フィットネス＆スパ　ライフウェル　

フィットネスクラブ　ライフティック 岩盤浴会員除く

セサミスポーツクラブ大船店 スポーツクラブのみ対象

総合スポーツクラブ　アクア鶴見

ダイドースポーツクラブ 一般会員、イージーシェイプ会員のみ対象

ハヤシスポーツクラブ

VIVA　SPORTS　CLUB 岩盤浴会員除く

フィットネス＆スパ あすウェル

フィットネス＆スパ ココカラ（港南台・辻堂・本厚木） 

フィットネスハウス　パレット中川

FITNESS CLUB 610

藤沢湘南台病院健康増進施設ﾗｲﾌﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽ

マホロバ・マインズ三浦　ウェルネスクラブ 月会員のみ可

みなとみらいフィットネスクラブ　ビギン

ロコスポーツ湘南

新潟県 AFAS

山梨県 総合スポーツクラブ　ブルーアース

AFAS

快活フィットネスクラブ 時間会員除く

スポーツネットワークSAM

いみずスポーツクラブ

オーパス高岡フィットネスクラブ 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　アクアマリン福井県

スポーツクラブ　ベア

スポーツクラブ　ルネッス

スポーツクラブ・ライフ

ALULA　Sports & Spa パーソナルトレーニングは除く

ヴィーナスライフ

新静岡スポーツクラブ　ホークワン

スポーツクラブ　Ｓ＆Ｃ 

スポーツクラブ　エースワン サウナ・ヒーリングスパ会員、レッスンメンバー会員除く

スパ＆フィットネス　ゼクシス浜松

総合スポーツクラブ　ブルーアース

フィットネスクラブ　ケイフィット レインボー会員除く

フィットネスクラブJOGGER

有酸素運動施設　プラーナ

朝日スポーツクラブ　BIG-S　愛西

アスティースポーツクラブ

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） 

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

スポーツボックス フィットネス会員のみ対象

パーソナルトレーニングCOCORO

パシフィックスポーツクラブ

フィットネスクラブ　アクトス扶養

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

Ｇ－ｆｉｔ　蒲郡店

アウトバンスポーツクラブ フリー会員のみ対象

岐阜スイミングスクール　アスキス（フィットネス） 

静岡県

東京都

神奈川県

長野県

富山県

福井県

愛知県

岐阜県



都道府県 フィットネス施設名 備考

健康増進施設　クラブエム

コスモスポーツクラブ羽島

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

スポーツクラブアポロ

ジストスポーツクラブ和歌山

タナベスポーツプラザ

トップウェルネス

パルポート太田 お風呂会員除く

パルポート彩の台

Sports-Amenity FLEX

フィットプロ 加圧回数券、追加トレーニング代は除く

ヘルメス　トレーニングプラザ

オーパス水口フィットネスクラブ

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

アスティースポーツクラブ

NSI光明池スポーツクラブ

エル・エスト

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 流水コース除く

トレーニングジムパワーウエイブ

TRAIAXIS大阪ベイ プールビジター料金は除く

フィットネス　ＣＬＵＢ　ＯＮＥ 

ASAHI　スポーツクラブ姫路

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

エル・エスト

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

スパ＆フィットネス　リストーロ（ウェスティンホテル淡路内） 

スポーツクラブ　VIVO

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） 

神辺スポーツセンター

サンクスウエルネスクラブ

スポーツクラブ　エンジョイ

スポーツクラブ　フィッタ

フィットネスジムＷＩＮ

福山YMCAウエルネススポーツセンター

山口県 コアスポーツアルファ

伊藤スイミングスクール丸亀校（フィットネス）

たくまシーマックス

高知県 スポーツクラブ　フィッタ

愛媛県 スポーツクラブ　フィッタ

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

元気くらぶ伊都

水光会　メディカルフィットネス

タラソ福岡

トータルワークアウト　福岡店

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

SUGINOIフィットネス&スパ

トレーニングジム　アシスト

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

いさはや　スイミングセンター(Hi-Body女性フィットネス）

女性専用レナトス

フィットネススタジオ　アルファステップ

マルヤジム

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

香川県

岐阜県

和歌山県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

広島県

福岡県

大分県

長崎県

熊本県



都道府県 フィットネス施設名 備考

日赤熊本健康管理センター　ヘルスケアクラブ

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 コンビニフィットネス会員のみ対象

スポーツクラブエルグ・テクノ

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

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

スポーツクラブ　スカイスポーツ

スポーツパレスジスタス セントラルのビジター利用は対象外
沖縄県

熊本県

鹿児島県
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