
MAKE YOUR BODY ＆HEALTH



入会案内

営業時間

９：００～２２：００（最終チェックイン２１：００）

毎週木曜日定休日
スタッフ常駐時間：１１：００～２０：００

【電話番号】０５５－９２８－６６６７

入会資格

✓入会資格は13歳以上の方。（18歳未満の方は親権者の同意が必要）
✓健康状態に異常がなく、医師等から運動が禁止されていない方。
✓健康管理等を自ら行う事ができ、本クラブの施設利用に支障がなく、
安全に利用できる方。

✓会員規約やマナーを守れる方。
✓妊婦の方、刺青（タトゥー、タトゥーシール含）のある方は、ご入
会いただけません。

✓暴力団等、反社会的勢力に関係していない方。
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入会案内

入会にかかる費用 ※Webからの登録となります。

退会、種別変更について

退会、種別変更につきましては希望退会月の１０日までに所定の届け所をご提出
頂くか、Web上からの大会が可能です。
※退会届期限を過ぎて引き落とされた会費の返金対応はできません。
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入会金
１１，０００円

手数料
３，３００円

２か月分
月会費

※クレジットカードでの会費引き落としは毎月20日に銀行口座より、翌月分が自動引き落としになります。
※引き落とし日が土曜/日曜/祝日の場合は翌営業日になります。
※入会資格は１３歳以上の方となります。

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

１１月１０日までにご提出下さい

１１月末日まで利用 退会・種別変更



体験トレーニング案内

パーソナルトレーニング （所要時間約９０分）

セミパーソナル グループトレーニング （所要時間約６０分）
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納得してご入会していただくために、体験トレーニングをお勧めしています。

スポーツクラブ （所要時間約６０分）

体験料金：４,４００円

体験料金：２,２００円

体験料金：２,２００円

① In‐Body測定・ヒアリング
②トレーニング体験
③ フィードバック説明

① トレーニング体験
② フィードバック説明

① In‐Body測定・ヒアリング
②トレーニング体験

体験の流れ ご予約
電話・WEB・公式LINEから

ご来館



密になりにくく、スペースを広く使った環境を整えました。

沼津店施設案内

地域最大級のパーソナルスペース・地域初の個室を完備

トレーニングエリア

地域最大級のパーソナルトレーニング
スペースを完備しました。こちらは、
フリートレーニングとして２４時間ご
利用いただく事も可能です。

更衣室・ロッカー

男女ともに完全仕切りでの更衣室を完
備しております。

酸素カプセル

痛みの早期回復はもちろん、血流改善
による肩こりや睡眠の質向上など身体
の回復、リラクゼーションに効果的で
す。

スタジオ

衝撃吸収と抗菌仕様の床で安心してご
利用いただけます。スタジオ、セミ
パーソナル、フレイルトレーニング等
を実施していきます。

完全貸切個室ルーム

静岡県東部初となる24時間対応完全貸
切個室トレーニングルーム。周りを気
にせず、好きな時間に自分のペースで
トレーニングができます。WiFi完備、
机での作業にもご利用できます。

整骨院・はりきゅう院

施設の特徴の一つ、治療院を併設して
います。痛みの問題で必要な場合には
治療院と連携を図り解決を目指します。
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地域では数少ないマシンも導入。目標達成・カラダの改善に必要な機器を揃えました。

ジムエリアご紹介

カラダを変えるために無駄を省き、必要なモノを。

フリーウエイト

決まった動きをするマシンではなく、
自分の身体を安定し力は発揮するト
レーニングでより日常につながる動き
を作る事が出来ます。

マットスペース

ストレッチや筋肉のリリース等の準備
や体幹トレーニングを行います。BDP
の特徴の一つである動きや姿勢改善メ
ニューを中心に行うスペースにもなり
ます。

TRXエリア

柔軟性から体幹、更には上半身から下
半身まで全身を使ったトレーニングを
多種多様な器具で行うことが出来ます。

有酸素エリア

沼津の街を見下ろしながら有酸素ト
レーニングが可能です。バイクの他ラ
ンニングマシン３台なども完備してい
ます。

体組成計（in-body)

体脂肪率や筋肉量を数字で見ることが
出来ます。会員様は毎月１回まで無料
で測定することが出来ます。
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マルチケーブルマシン

１台で全身のトレーニングを行うこと
が可能です。一見難しく感じますが、
一度使い方を覚えればセルフでもト
レーニングが可能です。



２．問診・評価 ３．メニュー作成

【フリートレーニング（スポーツクラブ）ご利用について】

・in-body測定、日頃のトレーニング成果の確認として（月１回無料）
・わからないトレーニングや機器の使い方はトレーナーが対応いたします。
・２回目以降のメニュー変更に伴う再評価、メニュー作成、トレーニング指導は
有料（3.300円）にて対応いたします。

自分のペースで、トレーニングを行うことが出来ます。

スポーツクラブ（ジムエリア）

トレーナーが評価を元にオリジナルメニュー作成。

■スポーツクラブ利用の流れ

５．トレーニング開始

トレーナ常駐
11:00～20:00
毎週木曜不在
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トレーニングの補助やトレーニング
が正しくできているか？
ジム内トレーナーがお声掛けします。

４．トレーニング指導

１．評価・指導日を予約



完全マンツーマントレーニング。結果と質を求める方に応える時間。

パーソナルトレーニング
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私達のパーソナルトレーニングに対する
こだわり。
一人一人のプログラムには評価を元に
した明確な理由があります。

『痩せたい』『一生遊べる身体を作りたい』
『筋肉をつけたい！』『腰痛を直したい！』

お得なスポーツクラブ付き！定額月４回パーソナルトレーニング会員２５０００円～

痩せたい方や筋肉をつけたい方の中に
も、腰痛や肩こりに悩まれる方が多く
みられます。BDPトレーナーは、この
症状を無視せず原因を対策しながらプ
ログラムを作成指導します。

トレーニングに来られる方は、女性か
ら高齢者など様々です。アスリートと
して競技力アップを目的に利用される
方も利用されています。様々な方に対
応出来る応用力も特徴の一つです。

しっかり鍛えたい方にも対応。現役ア
スリートがトレーナーとして対応する
事もあり、時には厳しく確実にトレー
ニング。追い込むからこそ得られる充
実感を感じてください。

痛みの原因も探す アスリートまで対応 時には厳しく

鍛えるだけじゃない。カラダに必要な事で結果を出す。



同じ目標を達成を目指すグループトレーニング。楽しく結果を出します。

セミパーソナルトレーニング

参加内容は選択自由。最大６名。少人数でしっかり指導。
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『骨盤改善』『巻き肩改善』などの改善から
『サーキットトレーニング』『お腹引き締め』

目的に特化した内容でしっかり指導。
パーソナルまではちょっとという方には
仲間と一緒に同じ目的達成を目指します。

セミパーソナルトレーニングの内容は
すべて目的別の内容となります。自分
の目的に合わせた内容を選択して参加
する事が可能です。

少人数制で実施する一番の理由はト
レーナーが一人一人をみることが出来
るからです。正しく、目的とするト
レーニングができているか、把握でき
る最大人数で実施します。

同じ目的を持った方と、グループで参
加するからこその楽しさがあります。
運動の継続には楽しさも大切な要素だ
と考えています。

目的達成の為の内容 しっかりと指導 グループで楽しく



運動継続のきっかけの一つに、初心者の方から気軽に参加可能です。

スタジオレッスン

自分に合わせて、好きな内容で運動を継続する
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『脂肪燃焼』『運動の継続』
『リラクゼーション』

ヨガやピラティスなどの改善からZUMBA
やシェイプボクシングなどのリズムに合
わせて動く内容まで。

① 最大２３名までご参加できます

② クッション性抜群の床で負担軽減

③ 抗菌仕様

④ 前と横の鏡でフォーム確認

※レッスン内容により制限人数が変動することがあります。



Webから簡単予約。全４部屋。２４時間好きな時間に、思い切りトレーニング

個室レンタル

好きな時間に周りを気にせずプライベートトレーニング
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『密を防ぐ』『２４時間対応』
『完全プライベート空間』

トレーニング、合間の仕事等の作業にご
利用ください。利用目的に合わせてご利
用が可能です。

全身トレーニングを可能にする機器を
個室に用意しました。使い方について
は個室内にある資料や動画、又はパー
ソナルを受けていただく事で使い方や
方法をお伝えいたします。

フリーWiFiを完備。トレーニングの合
間の仕事などにもご利用できるように
机と椅子も設置しています。仕事の合
間にちょっと筋トレにもご利用いただ
けます。

オプションでのパーソナルトレーニン
グ（有料）も可能です。トレーニング
機器の使い方、方法をしっかりと確認
しながら指導を受けることが出来ます。

全身のトレーニング ちょっとした仕事に 個室でパーソナル



会員種別 施設利用可能時間 料金
定額月８回

パーソナル６０分
完全予約制月８回のパーソナルトレーニン
グ、スポーツクラブフルタイム利用可能 ５０,０００

定額月４回
パーソナル６０分

完全予約制月４回のパーソナルトレーニン
グ、スポーツクラブフルタイム利用が可能 ２５,０００

定額月２回
パーソナル６０分

完全予約制月２回のパーソナルトレーニン
グ、スポーツクラブフルタイム利用が可能 １５,０００

定額月４回
パーソナル３０分

完全予約制月４回のパーソナルトレーニン
グ、スポーツクラブフルタイム利用が可能 １５,０００

共通フルタイム 沼津、三島両店舗利用可能 １２．１００

フルタイム ９時～２２時（全日） ９．９００

ナイト １７時～２２時（平日のみ） ７．７００

デイタイム ９時～１７時（平日のみ） ７．７００

土日祝 ９時～２２時（土日祝日のみ） ７．７００

■スポーツクラブ会員種別

■パーソナルトレーニング料金

会費一覧 入会金 ：１１．０００円
事務手数料： ３．３００円

※パーソナルトレーニングのみの方
年会費１３．２００円（年更新）

定額会員は、パーソナルトレーニングとスポーツクラブが
セットになったお得な会員になります。

会員種別 会費料金 会員内容

単発パーソナル６０分 7,000 単発パーソナルトレーニング６０分

単発パーソナル３０分 4,000 単発パーソナルトレーニング３０分

学生単発
パーソナル６０分 5,000 学生限定単発パーソナルトレーニング６０分

個室オプション 1.500
パーソナルトレーニング料金に＋1.500円で個
室を利用してパーソナルトレーニング実施。



メニュー サポート内容 料金

初回（60分） 食習慣カウンセリング ５．５００

２回目（30分）
初回を元にカロリー計算。
具体的な食事提案。

３．３００

３回目以降
（30分）

２回目までの確認・修正 ３．３００

公式LINE 
フルサポート

公式LINEにて毎日食事投稿
トレーナーがアドバイス

１５．０００

■栄養カウンセリング料金

■会費一覧 入会金 ：１１．０００円 事務手数料： ３．３００円



メニュー 内容 料金

ストレッチ６０ ６０分ストレッチ ５．５００

ストレッチ４５ ４５分ストレッチ ４．４００

ストレッチ３０ ３０分ストレッチ ３．３００

体験ストレッチ ２０分のストレッチ体験 １．５００

初回のみ、半額料金で実施いたします。（体験ストレッチは除く）

■パーソナルストレッチ

■個室料金プラン

利用方法 施設利用可能時間 料金

１時間単発 ２４時間好きな時間に１時間 １．６５０

個室会員登録料：３．３００円

■個室オプション（料金は個室料金を含んだ金額となります。）

オプション種別 オプション内容 料金

パーソナル６０ 個室にて６０分パーソナル ８．６５０

パーソナル３０ 個室にて３０分パーソナル ５．６５０

学生パーソナル 個室にて６０分パーソナル ６．６５０

個室利用には個室会員登録料、月会費が必要です。
その他会員登録させている方は利用料金のみ発生いたします。

■その他サービス料金



スマホでスッキリメニュー管理！
貴方だけのトレーニングメニュー

LINEで管理トレーニングメニュー提供

トレーナーが作成したオリ
ジナルメニューをいつでも
どこでも確認できます！

① BDP公式LINEを追加

②友達追加後名前を送る

③メニューが届く

④ファイルを開いて確認

⑤確認してトレーニング

公式LINE登録はコチラから
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