【 ルネサンス利用可能施設一覧 】＜利用料＞：1,500円（税抜）／1,620円（税込）

施設名

東
日
本
エ
リ
ア

ルネサンス 札幌平岸
ルネサンス・アリオ札幌
ルネサンス 函館
ルネサンス 山形
ルネサンス 仙台長町南
ルネサンス 仙台泉中央
ルネサンス 仙台南光台
ルネサンス 郡山
ルネサンス いわき
ルネサンス 水戸
ルネサンス 竜ヶ崎ニュータウ
ン
ルネサンス 蕨
ルネサンス 浦和
ルネサンス 北朝霞
ルネサンス 春日部
ルネサンス 北戸田
ルネサンス 幕張
ルネサンス 稲毛
ルネサンス 土気あすみが丘
ルネサンス 野田
ルネサンス 佐倉
ルネサンス ユーカリが丘
ルネサンス 浦安
ルネサンス 新浦安
ルネサンス 両国
ルネサンス 曳舟
ルネサンス 青砥
ルネサンス 北千住
ルネサンス 経堂
ルネサンス 三軒茶屋
ルネサンス 早稲田
ルネサンス 赤羽
ルネサンス 石神井公園
ルネサンス 練馬高野台
ルネサンス 富士見台
ルネサンス 光が丘
ルネサンス 仙川
ルネサンス 東伏見
ルネサンス 北砂
ルネサンス 亀戸
ルネサンス 国立
ルネサンス 西国分寺
ルネサンス 東久留米
ルネサンス ひばりヶ丘
Lite!ルネサンス 横浜
ルネサンス 天王町
ルネサンス 港南台
ルネサンス 港南中央
ルネサンス 淵野辺
ルネサンス 海老名
ルネサンス 相模大野

住

所

北海道札幌市豊平区平岸2条11-3-7
北海道札幌市東区北七条東9-2-20
北海道函館市鍛冶2-6-15
山形県山形市幸町18-33
宮城県仙台市太白区長町8－22－5
宮城県仙台市泉区泉中央4-4-3
宮城県仙台市泉区南光台7丁目
福島県郡山市桑野3-12-30
福島県いわき市平谷川瀬泉町45
茨城県水戸市柵町1-9-2
茨城県龍ヶ崎市小柴5-2-2
埼玉県蕨市中央1-19-11
埼玉県さいたま市針ヶ谷4-2-20
埼玉県朝霞市西原1-2-2リーヴ北朝霞ビル2F
埼玉県春日部市粕壁3-8-1 わいわい春日部パーク4F

埼玉県戸田市新曽2160
千葉県千葉市花見川区幕張町4-544-41
千葉県千葉市稲毛区小仲台1-1-15
千葉県千葉市緑区あすみが丘1-18-1
千葉県野田市野田394-2
千葉県佐倉市大崎台1-21-6
千葉県佐倉市ユーカリが丘４ー１－１ スカイプラザ3･4階

千葉県浦安市北栄2-6-18
千葉県浦安市美浜1-9-2 パシフィックマークス新浦安3F

東京都墨田区両国2-10-14
東京都 墨田区京島1-46-2
東京都葛飾区青戸6-2-1
東京都足立区千住旭町5-2
東京都世田谷区宮坂3-１-45
東京都世田谷区三軒茶屋2-2-16
東京都豊島区高田1-19-24
東京都北区赤羽西1-6-1パルロード2 4Ｆ
東京都練馬区石神井町2-14-14
東京都練馬区高野台1-7-17
東京都練馬区貫井3-12-33
東京都練馬区高松5-8 J.CITY
東京都調布市仙川町2-19-6
東京都西東京市東伏見3-4-1東伏見STEP22
東京都江東区北砂2-16-1
東京都江東区亀戸2-1-1 2F～4F
東京都国立市東1-7-1
東京都国分寺市泉町2-9-2
東京都東久留米市本町3-3
東京都西東京市ひばりが丘北2-8-23
神奈川県横浜市西区岡野2-15-1
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-45-12
神奈川県横浜市港南区港南台5-9-1
神奈川県横浜市港南区港南中央通12-31gooday place 3F

神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-9-15
神奈川県海老名市中央2-9-50
神奈川県相模原市南区相模大野7-19-1

電話番号
011-815-6060
011-748-1611
0138-30-1311
023-615-7123
022-246-2671
022-772-3001
022-388-3455
024-991-5411
0246-21-1333
029-224-6969
0297-64-1515
048-431-0110
048-825-8355
048-485-2200
048-753-7070
048-434-5151
043-296-7750
043-255-1006
043-294-0450
04-7122-9000
043-486-0450
043-463-2800
047-304-6133
047-316-5125
03-5600-5400
03-5655-3676
03-5629-3923
03-5284-2333
03-5426-5080
03-5481-8500
03-5950-3500
03-5924-0031
03-5910-3977
03-5372-1006
03-5987-2433
03-5372-4400
03-5313-8400
0424-51-5353
03-5635-9880
03-5836-1301
042-580-4100
042-300-2459
042-476-7654
042-438-3636
045-316-8622
045-333-3737
045-835-2202
045-840-5635
042-753-5461
046-235-2320
042-702-0303

施設名

最寄り駅・バス停
南北線南平岸駅より徒歩5分
JR苗穂駅より徒歩10分
ＪＲ函館駅からﾊﾞｽ「白百合学園前」すぐ

JR山形駅前
市営地下鉄長町南駅より徒歩8分
市営地下鉄泉中央駅より徒歩2分
「南光台小前」バス停より徒歩2分
JR郡山駅からﾊﾞｽ「福島放送」すぐ
市内循環ﾊﾞｽ「ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ」前
JR水戸駅より徒歩8分
竜ヶ崎ニュータウン中央バス停すぐ
JR蕨駅西口より徒歩8分
JR与野駅より徒歩8分
JR武蔵野線北朝霞駅前

東
日
本
エ
リ
ア

東武伊勢崎線春日部駅東口より徒歩5分

ＪＲ埼京線北戸田駅より徒歩3分

JR幕張駅より徒歩8分
JR稲毛駅東口より徒歩8分
JR土気駅より徒歩1分
東武野田線野田市駅より徒歩7分
JR佐倉駅より徒歩2分
京成ユーカリが丘駅より徒歩3分
東西線浦安駅より徒歩5分
武蔵野線新浦安駅より徒歩2分
JR両国駅より徒歩分
京成曳舟駅より徒歩１分
京成青砥駅より徒歩3分
JR北千住駅より徒歩3分
小田急線経堂駅北口より徒歩３分
東急新玉川線三軒茶屋駅より徒歩4分

都電荒川線面影橋駅より徒歩2分
JR赤羽駅西口前
西武池袋線石神井公園駅北口より徒歩１分

西武池袋線練馬高野台駅前
西武池袋線富士見台駅北口より徒歩２分

地下鉄大江戸線光が丘駅より徒歩10分

京王線仙川駅より徒歩3分
西武新宿線東伏見駅より徒歩1分
都営新宿線西大島駅より徒歩約10分

JR亀戸・錦糸町駅より徒歩5分
JR国立駅より徒歩3分
JR西国分寺駅南口より徒歩2分
西武池袋線東久留米駅西口より徒歩５分
西武池袋線ひばりヶ丘駅北口より徒歩４分

JR横浜駅西口より徒歩10分
相鉄線天王町駅より徒歩2分
JR港南台駅より徒歩7分
市営地下鉄港南中央駅より徒歩1分
ＪＲ淵野辺駅南口より徒歩3分
JR/小田急線/相鉄線海老名駅より徒歩5分

小田急線相模大野駅南口より徒歩3分

西
日
本
エ
リ
ア

ルネサンス 橋本
ルネサンス 大和
ルネサンス 松本
ルネサンス 長岡
ルネサンス・トーア沼津
ルネサンス 静岡
ルネサンス 新所沢
ルネサンス 吉川
ルネサンス 銚子
ルネサンス 八日市場
ルネサンス 名古屋熱田
ルネサンス 名古屋小幡
ルネサンス 甚目寺
ルネサンス 岐阜LCワールド
ルネサンス 京都山科
ルネサンス 登美ヶ丘
ルネサンス 豊中
ルネサンス 住之江
ルネサンス 千里中央
ルネサンス・アルザ泉大津
ルネサンス 久宝寺
ルネサンス 伊丹
ルネサンス 神戸
ルネサンス 姫路
ルネサンス 尼崎
ルネサンス 広島東千田

住

所

電話番号

最寄り駅・バス停

神奈川県相模原市緑区橋本3-3-1 SING橋本5F・6F・B1 042-775-6600 JR横浜線・相模線・京王橋本駅より徒歩5分

神奈川県大和市大和東3-2-1
長野県松本市渚1-7-1なぎさライフサイト
新潟県長岡市千秋2-221-1
静岡県沼津市大岡1431
静岡県静岡市駿河区稲川2-1-32 7階
埼玉県所沢市美原町2-2966
埼玉県吉川市吉川1445
千葉県銚子市長塚町3-652
千葉県匝瑳市八日市場市ハの967-2
愛知県名古屋市熱田区五本松町9-33
愛知県名古屋市守山区小幡南1-9-25
愛知県あま市甚目寺上沖田36-4
岐阜県本巣市政田字上市場1404
京都府京都市山科区大宅神納町１
奈良県奈良市中登美ヶ丘6-3-3リコラス登美ヶ丘5F
大阪府 豊中市岡上の町2-1-8 とよなか heart Paletto 3階

大阪府大阪市住之江区新北島1-2-1
大阪府豊中市新千里東町1-5-2セルシー2・3F
大阪府泉大津市旭町18-6
大阪府八尾市龍華町2-2-4 ゼビオスポーツタウン内

兵庫県伊丹市東有岡1-20
兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-2-1兵庫アルバビル
兵庫県姫路市東郷町1454-3 リオス4F
兵庫県尼崎市昭和通2-7-1
広島県広島市中区東千田町1-1-26
ルネサンス 広島ボールパークタウン 広島県広島市南区南蟹屋2-3-3
ルネサンス 広島緑井
広島県広島市安佐南区緑井1-5-2
ルネサンス 福山春日
広島県福山市春日町5-17-13
ルネサンス 福山多治米
広島県福山市多治米町1-14-15
ルネサンス 東広島
広島県東広島市西条町御薗宇上戸6100
ルネサンス 玉島
岡山県倉敷市玉島745
ルネサンス 徳山
山口県周南市青山町3-1
ルネサンス 小倉
福岡県北九州市小倉北区浅野1-1-1
ルネサンス 福岡香椎
福岡県福岡市東区御島崎2-6-1
ルネサンス 福岡大橋
福岡県福岡市南区大橋1-6-1
ルネサンス 福岡西新
福岡県福岡市早良区祖原1-1テングッドシティ2Ｆ
ルネサンス 春日
福岡県春日市春日7-60
ルネサンス イオンモール福岡 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1
ルネサンス 佐世保
長崎県佐世保市名切町2-38
ルネサンス 長崎ココウォーク 長崎県 長崎市茂里町1-55 ココウォーク内4F
ルネサンス 熊本南
熊本市中央区南熊本1－9－25 Actyくまもと3～5F
ルネサンス 熊本
熊本県熊本市中央区大江2-1-71
ルネサンス 大分
大分県大分市大字津留字六本松1953-1
ルネサンス 宮崎
宮崎県宮崎市宮崎駅東2-6-1

046-265-3222
0263-24-8811
0258-29-5529
055-952-2233
054-654-0501
042-942-6360
048-983-0450
0479-24-0450
0479-73-2292
052-681-2202
052-758-6606
052-449-6601
058-320-1120
075-571-0905
0742-40-2200
06-6850-3344
06-6684-2323
06-6155-0015
0725-31-3000
072-923-1888
072-773-8160
078-574-0909
0792-84-4188
06-6482-2448
082-545-3723
082-890-1018
082-831-2820
084-945-1777
084-953-5333
082-431-0333
086-522-7666
0834-27-2770
093-513-2222
092-663-0566
092-512-5556
092-834-0650
092-588-3500
092-939-9155
0956-25-4711
095-840-9555
096-375-6040
096-363-1006
097-567-0900
0985-35-2670

小田急線・相鉄線大和駅より徒歩３分

JR松本駅より徒歩15分
ＪＲ長岡駅より車10分
JR沼津駅三島方面行きﾊﾞｽ「ﾄｰｱｽﾎﾟｰﾂ前」下車

JR静岡駅南口より徒歩3分
西武新宿線新所沢駅東口より徒歩10分

東武ﾊﾞｽ法務局入口下車徒歩3分
ＪＲ松岸駅より徒歩3分
ＪＲ八日市場駅より徒歩10分
地下鉄名城線西高蔵駅前
名鉄瀬戸線小幡駅南口より徒歩１分
名鉄甚目寺駅より徒歩10分
JR穂積駅より車10分
地下鉄小野駅より徒歩10分
私鉄学研奈良登美ヶ丘駅前
阪急宝塚線「豊中」駅南改札1番出口徒歩約5分

地下鉄四ツ橋線住之江公園駅前
地下鉄北大阪急行千里中央駅前
南海電車泉大津駅前
JR久宝寺駅より徒歩4分
JR伊丹駅より徒歩3分
ＪＲ兵庫駅北口より徒歩１分
JR姫路駅より車7分
阪神本線阪神尼崎駅より徒歩5分
広島電鉄ﾊﾞｽ「日赤病院前」徒歩5分
JR広島駅より徒歩10分
JR可部線 緑井駅前
JR東福山駅より車
JR福山駅より車
JR西条駅より車
JR新倉敷より車
ＪＲ徳山駅より徒歩15分（「青山町」バス停すぐ）

JR小倉駅北口構内
JR香椎駅・歩8分/西鉄香椎駅より徒歩5分

西鉄大牟田線大橋駅より徒歩1分
地下鉄西新駅より徒歩3分
JR春日駅より車8分
JR香椎線 酒殿駅 より徒歩10分
JR佐世保駅より車5分
長崎電気軌道「茂里町」電停より徒歩1分

春竹町バス停前
JR水前寺駅より車で5分
JR大分駅からﾊﾞｽ「滝尾橋東」前
JR宮崎駅徒歩1分

◇ご利用につきましては、各施設の利用規約を厳守下さいますようお願い致します。
◇フロントにて会員証をご提示下さい。
◇各施設によって休館日・営業時間等が異なります。必ずお電話でご確認の上、ご利用ください。
◇「コクールルネサンス」「テニススクール」「その他小型業態」は対象外です。
2018年4月1日現在

