体
験
チ
ケ
ッ
ト

氏 名

（ 男 ・女 ）

同伴者の利用

有・無

受付印

（施設名の一覧に
生年月日

昭／平

年

表面の注意事項への同意

月

日（

□ 同意します

歳）

印のある施設のみ）

✤同意をいただけない場合、
フィットネス体験のご利用をお断りします。

フィットネスクラブにて切り取り

✤新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一部利用できない施設・プログラムがあります。必ず事前に電話
予約のうえ、お出かけください。
✤発熱、せき、息苦しさ、だるさ等の自覚症状がある場合は利用を御遠慮ください。
施 設 名
電 話 番 号

アクア
フィットネス
クラブ
ながの
（中越）
(２４１－００９２

メディカル・ジム

健幸工房
（稲田）
(２６３－５０２１

フィットネスクラブ
エフバイエー長野

健康ＺＯＮＥ １００
（三輪）

＜ジム・スタジオ＞
○平日
10：30～22：00
○土曜
11：00～18：30

いくつでも体験していただけます。

※定休日 日曜

○平日 10：00～20：30
○土曜 10：00～19：30
※定休日 日曜

※チケットご利用の場合
月～金曜 10：00～16：00
土曜
10：00～13：30

ピラティススタジオ

○平日 10：00～22：00
○土曜 8：00～15：00

(２２８－２６３１
フィットネスジム

ＦＩＴ３６５
北長野
(２５７－０５１０

長野県初、薬局が運営するジム。
運動×栄養×休養×排泄の悩みをトー
１回 タルに解決します。
無料 安全で効果的な運動を実践するため
の、運動プログラムを作ることができる
60分 健康運動指導士のもと、個人・個人に
あった筋力トレーニングが体験できま
す。

〇月～金曜 10：00～20：00
〇土曜
10：00～15：00

※定休日
日曜・祝日・31日
その他（お盆・年末年始）

長野駅善光寺口
アゲインとなり

スタジオ（ヨガ、エアロビクス、ダンス、
ストレッチ）／プール（水中ウォーキン
グ、膝腰健康運動、各種泳法レッスン
１日 他）など 各種プログラムがあります。

＜プール＞
○月・水・木曜 12：00～21：45 無料
詳しくは体験当日にご案内します。
○火・金曜
12：10～21：45
プログラムの中からご希望のメニューを
○土曜
11：00～15：00

(２３４－１５１４

ボディプログレス

提 供 で き る サ ー ビ ス 等
体 験 内 容

営業時間

※定休日 日曜・祝日
○24時間営業
※チケットご利用の場合
10：00～22：00
※定休日 原則無し

【施設特別体験】
１回 簡単な「健康チェック」と「体組成測定」を
無料 行いマシンジムの体験ができます。（ど
なたでも簡単にできる筋力トレーニング
90分 と運動の方法を体験することができま
す）
＊ご入会特典あり

ヨガ、脂肪燃焼運動をご体験いただけ
ます。
１回
少人数制です！
無料
体力に自信のない方に、ご利用いただ
いています。
時入
間退
制館
限 1
無回
しま
で
・

バーチャル映像を見ながらバイクレッ
スンできます。
女性専用のトレーニングエリアがあり
ます。

備 考

✤ご本人様以外は、利用できません (施設名に

印のある施設は、同伴者１名まで利用可能）

✤左記にご記入いただき、ご利用ください。

(有効期限 令和４年４月１日～令和５年３月31日）

施 設 名
電 話 番 号

営業時間

提 供 で き る サ ー ビ ス 等
体 験 内 容

備 考

カーブス上千田
(２１４－３０２９
カーブス
イオンタウン長野三輪

(４６２－３０２９
カーブス長野あおぞら
（東和田）

【安心】【安全】【しっかりサポート】
「運動が苦手な方」 「年だからと諦
めている方」 「生活習慣病、ひざ
痛、腰痛など不安な方」etc

(２４１-１７０２

カーブス長野若槻
(２４１－３０２９

○平日 10：00～13：00
15：00～19：00
○土曜 10：00～13：00

カーブス青木島
(２１７－９７０５

女性のみ

１回 ●健康ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ（筋肉量・体脂肪量測定）
無料 ●マシン体験
60分 を行う、『1回無料体験』が気軽にでき

ます。

※定休日 日曜・祝日

来ていただいた方全員に、身体が
スッキリする ★「自宅で出来る簡単
ストレッチＢＯＯＫ」 プレゼント★

カーブス安茂里
(２１９－５２２５

カーブス川中島
(２１４－１８８０
カーブス西友川中島

(２７４－５４７５
〇24時間営業
スポーツネットワーク ※チケットご利用の場合
平日
10：00～22：00
土曜
10：00～21：30
三輪店
日・祝日 10：00～18：00

ＳＡＭ長野

(２２５－９１１７

※定休日 不定休
〇24時間営業

スポーツネットワーク

ＳＡＭ長野
今井駅前店
(２５４－６００２

※チケットご利用の場合

平日
土曜
祝日

10：00～22：00
10：00～21：30
10：00～18：00

１回
無料

トレーナーが適切な運動方法をアドバ
イスします。マシン/スタジオ/プールの
各種プログラムの中から、ご希望のメ
ニューを選択できます。
体成分分析器による「体脂肪量」「筋
肉量」「内臓脂肪面積」などの測定を行
います。

（日曜利用不可）

※定休日 不定休
※定休日については、年末年始等、記載された日以外でも休館となる場合があります。

◇裏面に続きます。

印 ： チケット１枚で、本人と同伴者（利用施設の規定に基づく）１名まで利用可能

◇フィットネス体験施設 続き
施 設 名

提供できるサービス等
体 験 内 容

営業時間

電 話 番 号

備 考

○平日 8：30～23：30

南長野運動公園
総合体育館

マシンジム・スタジオ・プー

○土日祝 8：30～21：30

（篠ノ井東福寺）
(２９３－４０４８

1回
ルのいずれか１つご希望
無料

のものを体験できます。

※定休日 火曜

（プール内水着着用）

＜ジム＞＜プール（4～10月）＞
平日
9：00～22：00
土日祝 9：00～21：00

長野運動公園
総合運動場
・
アクアウイング

＜プール（11月～3月）＞
9：00～21：00

（東和田）
(２４４－７５５５

※定休日 月曜

サンマリーンながの
（松岡）
(２２１－５５３５

＜ジム＞有酸素系・無酸素系
1回 マシン各種あります。
無料 マシンの有効な使い方、運動
（ジムか 方法をアドバイスします。
プール
いずれ ＜プール＞（25ｍ・50ｍ）
か1つ） ウォーキング専用コースもあり
ます。

＜プール＞
平日 13：00～20：40
土日祝 及び 夏季（7～8月）
9：00～20：40
＜トレーニングルーム＞
9：00～21：00

プール・トレーニングルー

1回
ムのいずれか１つ ご希望
無料

のものを体験できます。

※年中無休 （施設管理のため臨時休館あり）

ＮＡＧＡＮＯ健康スポーツ教室
スポーツ課では、健康づくり・仲間づくりのために、市内各地で通年の教室を開催しています！
長
◆内容／多種目球技やストレッチ、体操等、教室によって内容が異なります いずれも初心者の方を対象としていますので、お気軽にご参加ください。
◆申込み／ご希望の会場をお決めいただき、事前にスポーツ課までお電話（026-224-7804）でご連絡ください。
◆その他／ＮＡＧＡＮＯ健康スポーツ教室の体験は、中面のフィットネス体験チケットとは別に体験いただけます。
曜日
月

会場
豊野体育館
更北体育館
信州新町体育館

曜日

会場
北部スポーツ・
レクリエ-ションパ-ク

篠ノ井体育館
火

女性会館しなのき
北部保健センター
長野運動公園総合体育館

コース
シルバー体操
若返り体操・ソフトバレーボール
若返り体操・多種目スポーツ
ストレッチ＆健康体操

時間
10:45～11:45
13:20～14:50
9:10～10:25
10:40～11:40

コース

時間

若返り体操・多種目スポーツ

10:15～11:30

若返り体操・多種目スポーツ
（前半）

9:20～10:35

若返り体操・多種目スポーツ
（前半・冬期プラス）

9:20～10:35

若返り体操・多種目スポーツ
（後半）

10:40～11:55

若返り体操・多種目スポーツ
（後半・冬期プラス）
ストレッチ＆健康体操
ストレッチ＆筋力トレーニング
ストレッチポールを使った体幹トレーニング①
ストレッチポールを使った体幹トレーニング②
男性が楽しめるスポーツ
【筋トレ＆多種目スポーツ】

曜日

会場
裾花体育館
南長野運動公園体育館

木

昭和の森公園
フィットネスセンター
中条体育館
古牧体育館
古里体育館
塩崎体育館
長野Ｕスタジアム

10:40～11:55
9:30～10:45
10:55～11:55
13:15～14:15
14:30～15:30

曜日

会場
川中島体育館
松代体育館

9:30～10:45

若穂公民館
若穂体育館

曜日

会場
長野運動公園総合体育館
川中島体育館
安茂里体育館

コース
若返り体操・多種目スポーツ
ストレッチ＆健康体操
若返り体操・多種目スポーツ
若返り体操・多種目スポーツ
若返り体操・多種目スポーツ
（冬期プラス）

時間
9:10～10:25
10:35～11:50
9:10～10:25
9:10～10:25

ホワイトリング

ストレッチ＆筋力トレーニング

9:15～10:15

浅川体育館

若返り体操・ソフトバレーボール

13:30～14:45

金
北部勤労青少年ホーム
柳原体育館
三輪体育館

コース
若返り体操・多種目スポーツ
若返り体操・多種目スポーツ
（冬期プラス）
若返り体操・ソフトバレーボール
多種目スポーツ・ストレッチ＆健康体操

9:20～10:35
10:45～12:00

若返り体操・多種目スポーツ

10:00～11:15

シルバー体操
若返り体操・多種目スポーツ
ストレッチ＆筋力トレーニング
若返り体操・多種目スポーツ
男性が楽しめるスポーツ
【筋トレ＆多種目スポーツ】

10:45～11:45
9:30～10:45
10:55～11:55
10:40～11:55

男性が楽しめるスポーツ
【体幹UP】
コース
若返り体操・多種目スポーツ
若返り体操・ソフトバレーボール(午前)
若返り体操・ソフトバレーボール(午後)
ストレッチポールを使った
体幹トレーニング
若返り体操・多種目スポーツ
ストレッチ＆筋力トレーニング①
ストレッチ＆筋力トレーニング②
若返り体操・ソフトバレーボール
男性のための体力づくり講座
～柳さんの、男若返りサークル～
ストレッチ＆健康体操
若返り体操・ソフトバレーボール

時間
9:10～10:25

10:40～11:55
13:30～14:30
時間
9:10～10:25
9:10～10:25
13:30～14:45
9:20～10:20
10:45～12:00
9:00～10:00
10:00～11:00
11:00～12:15
10:40～11:55
9:30～10:30
10:40～11:55

若返り体操・多種目スポーツ
水

川合新田体育館

若返り体操・多種目スポーツ
（冬期プラス）

9:10～10:25

ストレッチ＆健康体操

9:30～10:30

若返り体操・多種目スポーツ

10:40～11:55

豊野体育館

若返り体操・ソフトバレーボール

10:40～11:55

柳原体育館

若返り体操・多種目スポーツ

10:40～11:55

古里体育館

男性が楽しめるスポーツ
【体幹UP】

9:20～10:20

浅川公民館（分館）

ストレッチポールを使った体幹トレーニング

10:30～11:30

芹田体育館

ＮＡＧＡＮＯ健康スポーツ教室
体験チケット（１回分）
体験者氏名（

体験チケットを点
線で切り取り、講
） 師にお渡しください。

長野市国保特定健診・３０歳代の国保健診・人間ドック等を受診された方へ
長野市役所
（健診担当

国民健康保険課
℡ 026-224-7241）

運動のきっかけづくりや運動を通じた健康づくりを推進するため、長野市国保特定
健診・３０歳代国保健診等を受診された方（ドック、職場健診を含む）に、フィット
ネス体験のご案内をしています。
フィットネス体験施設の一覧をご覧いただき、ぜひこの機会をご活用ください！
＜フィットネス体験の流れ＞

１．体験したい
施設を選ぶ

✤予約時に、「長野市のチケットの利用」とお伝えください。

２．各施設に直接電話予約をする

３．体験

※必ず予約が必要となります

４．アンケートに
ご協力ください

チケット有効期限は、令和４年４月１日から令和５年３月31日です。
日時指定等ご希望に添えない場合もあります。特に３月は大変混雑しますので、
早い時期のチケットご利用をお勧めします。
＜持ち物＞ ・フィットネス体験チケット
・健診結果（持参できる方）
・各フィットネスクラブが指定した物
〇ジム／スタジオ
運動着、運動靴、タオル、飲み物 等

「ながの健やかプラン21」
シンボルマーク

〇プール
水着、水泳帽、ゴーグル、タオル、飲み物 等

なっぴい

＜ フィットネス体験の注意事項 ＞
〇フィットネス体験をする際は、フィットネスクラブの規則に同意し、諸規則を遵守してください。
諸規則を守っていただけない場合は、体験をお断りします。（飲酒、妊娠、体調不良等）
〇損害保険・傷害保険等は、必要に応じ各自でご加入ください。体験中に生じた損害等につきまして
は、長野市とフィットネスクラブは、一切責任を負いません。
〇医療機関で治療中の場合は、主治医にフィットネス体験を実施してもよいか確認の上、ご参加くだ
さい。状況によっては、予約をお受けできない場合もあります。
〇事業の実績把握のため、フィットネス体験をした結果は、フィットネスクラブから長野市に報告をいた
だきますのでご了承ください。
✤いただいた個人情報は、目的以外に利用せず厳重に管理いたします。

