全国シングル利用可能クラブ一覧
2019年12月1日更新
クラブ名

TEL

〒

セントラルフィットネスクラブ24恵み野

0123-36-4101

061-1376 北海道恵庭市恵み野里美一丁目2-1

所在地

北海道 JR千歳線 恵み野駅 徒歩5分

地域

最寄り駅

ＫＧセントラルフィットネスクラブ山鼻

011-512-2220

064-0922 北海道札幌市中央区南二十二条西十二丁目1-1

北海道 札幌市電山鼻西線/山鼻線 中央図書館前停留所 徒歩1分

火

セントラルウェルネスクラブ24 札幌

011-208-5750

064-0804 北海道札幌市中央区南四条西十丁目1005-4

北海道 札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅(3番出口) 徒歩5分

木
水

セントラルウェルネスクラブ琴似

011-633-1000

063-0814 北海道札幌市西区琴似四条一丁目1-1 コルテナI2-A

北海道 JR函館本線 琴似駅 徒歩5分

セントラルフィットネスクラブ24東苗穂

011-789-1181

007-0804 北海道札幌市東区東苗穂四条二丁目5-1 アクロスプラザ東苗穂2F

北海道 札幌市営地下鉄東豊線 元町駅/環状通東駅→北海道中央ﾊﾞｽ(東70)「東苗穂3条2丁目」下車

セントラルフィットネスクラブ八戸

0178-24-2131

031-0803 青森県八戸市諏訪二丁目21-5

東北

JR八戸線 小中野駅 徒歩20分

休館日
木

金
15・16

セントラルフィットネスクラブ24 秋田広面

018-835-2131

010-0041 秋田県秋田市広面字蓮沼81

東北

JR奥羽本線 秋田駅→バス「秋田大学病院前」下車徒歩3分

セントラルフィットネスクラブ24 仙台泉中央

022-375-0301

981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央一丁目1-2

東北

仙台市地下鉄南北線 泉中央駅(東1出口) 徒歩3分

水
日

セントラルスポーツクラブ横手

0182-32-7880

013-0036 秋田県横手市駅前町7-12

東北

JR奥羽本線 横手駅 徒歩3分

月

セントラルスポーツクラブ24 秋田土崎

018-846-8688

011-0946 秋田県秋田市土崎港中央六丁目16-16

東北

JR奥羽本線 土崎駅 徒歩1分

月

セントラルフィットネスクラブ24 仙台

022-266-8855

980-6001 宮城県仙台市青葉区中央四丁目6-1

東北

JR東北本線ほか 仙台駅(西口) 徒歩7分

金

セントラルフィットネスクラブ弘前

0172-35-1611

036-8004 青森県弘前市大町一丁目1-2

東北

JR奥羽本線 弘前駅 徒歩1分

水

セントラルフィットネスクラブ東根

0237-42-5555

999-3711 山形県東根市中央一丁目13-1

東北

JR奥羽本線 さくらんぼ東根駅 徒歩15分

15・16

セントラルフィットネスクラブ郡山

024-921-3111

963-8004 福島県郡山市中町12-2 ホテルプリシード郡山3F

東北

JR東北本線ほか 郡山駅(西口) 徒歩3分

金

セントラルフィットネスクラブ24盛岡

019-653-9011

020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通15-20 ニッセイ盛岡駅前ビル201

東北

JR東北本線ほか 盛岡駅(北口) 徒歩2分

水

セントラルウェルネスクラブ北仙台

022-275-8411

981-0913 宮城県仙台市青葉区昭和町1-37

東北

JR仙山線/仙台市営地下鉄南北線 北仙台駅 徒歩5分

月

セントラルウェルネスクラブ24 仙台南小泉

022-788-4777

984-0823 宮城県仙台市若林区遠見塚三丁目2-1

東北

仙台市営地下鉄東西線 薬師堂駅→ﾊﾞｽ「遠見塚3丁目」下車

水

セントラルウェルネスクラブ福島

024-526-0017

960-8031 福島県福島市栄町1-31

東北

JR東北本線ほか 福島駅(東口) 徒歩3分

月

セントラルフィットネスクラブ24 名取南仙台

022-381-6039

981-1222 宮城県名取市上余田千刈田289-1

東北

JR東北本線 南仙台駅 徒歩18分

火

セントラルスポーツクラブ宇都宮

028-624-5012

321-0962 栃木県宇都宮市今泉町887

北関東 JR東北本線宇都宮駅(西口) 徒歩10分

日

セントラルスポーツクラブ南宇都宮

028-651-6766

320-0838 栃木県宇都宮市吉野二丁目8-23

北関東 東武宇都宮線 南宇都宮駅 徒歩0分

月
月

0283-20-1477

327-0006 栃木県佐野市上台町弟ノ下町2143-2

北関東 東武佐野線 佐野市駅 徒歩0分

セントラルフィットネスクラブ宇都宮

セントラルスポーツクラブ佐野

028-627-1321

321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り一丁目4-6 西口ビル10F

北関東 JR東北本線 宇都宮駅(西口) 徒歩2分

火

セントラルフィットネスクラブ日立

0294-24-3345

317-0073 茨城県日立市幸町一丁目20-1 あおば生命ビル5F

北関東 JR常磐線 日立駅 徒歩3分

月
月

セントラルウェルネスクラブ前橋

027-225-0217

379-2154 群馬県前橋市天川大島町一丁目2-1

北関東 JR両毛線 前橋駅 車5分

セントラルウェルネスクラブ高崎

027-345-7611

370-0045 群馬県高崎市東町6番地

北関東 JR高崎線ほか 高崎駅(東口) 徒歩2分

水

セントラルウェルネスクラブ清瀬

042-493-2211

204-0021 東京都清瀬市元町一丁目7-3

東京都 西武池袋線 清瀬駅(北口) 徒歩3分

月

セントラルフィットネスクラブ西東京

0428-31-2411

198-0024 東京都青梅市新町九丁目1-1

東京都 JR青梅線 小作駅(東口)→ ﾊﾞｽ新町中原で下車

火

セントラルウェルネスクラブ成瀬

042-788-1300

194-0011 東京都町田市成瀬が丘二丁目28-1

東京都 JR横浜線 成瀬駅 徒歩1分

火
日

東青梅セントラルスポーツクラブ

0428-24-5552

198-0041 東京都青梅市勝沼一丁目40

東京都 JR青梅線 東青梅駅 徒歩1分

セントラルフィットネスクラブ亀有

03-5680-0303

125-0061 東京都葛飾区亀有三丁目26-1 リリオ館8F

東京都 JR常磐線 亀有駅(南口) 徒歩1分

月

セントラルフィットネスクラブ府中

042-366-8513

183-0016 東京都府中市八幡町一丁目9

東京都 京王線 府中駅 徒歩7分

金
金

セントラルフィットネスクラブ目黒

03-3712-2121

152-0001 東京都目黒区中央町二丁目26-7

東京都 東急東横線 学芸大学駅 徒歩7分

セントラルフィットネスクラブ福生

042ｰ551ｰ0228

197-0022 東京都福生市本町46

東京都 JR青梅線 福生駅(東口) 徒歩2分

水

セントラルフィットネスクラブ24 下北沢

03-5738-5420

155-0031 東京都世田谷区北沢一丁目46-5

東京都 小田急小田原線/京王井の頭線 下北沢駅 徒歩5分

木

セントラルフィットネスクラブ青砥

03-3838-0781

124-0012 東京都葛飾区立石六丁目39-8

東京都 京成本線 青砥駅 徒歩1分

木

セントラルフィットネスクラブ八王子

0426-48-6789

192-0065 東京都八王子市新町2-5

東京都 JR中央本線ほか 八王子駅(北口) 徒歩7分

月

セントラルフィットネスクラブ西台

03-5392-4545

174-0046 東京都板橋区蓮根三丁目7-10

東京都 都営三田線 西台駅(東口) 徒歩0分

金

セントラルフィットネスクラブ24 用賀

03-3700-6116

158-0097 東京都世田谷区用賀二丁目41-11 平成ビル3F

東京都 東急田園都市線 用賀駅(南口) 徒歩0分

火

セントラルウェルネスクラブ保谷

03-3978-2200

178-0064 東京都練馬区南大泉三丁目27

東京都 西武池袋線 保谷駅(南口) 徒歩3分

月

セントラルフィットネスクラブ自由が丘

03-5729-0550

152-0031 東京都目黒区中根一丁目14-17

東京都 東急東横線 都立大学駅(北口) 徒歩7分

水

セントラルフィットネスクラブ天王洲

03-5462-2355

140-0002 東京都品川区東品川二丁目2-8 スフィアタワー天王洲24~26F

東京都 東京モノレール 天王洲アイル駅(中央口) 徒歩1分/りんかいせん 天王洲アイル駅(出口B) 徒歩3分

木

セントラルフィットネスクラブ南青山

03-5468-1191

107-0062 東京都港区南青山六丁目1-3 コレッツィオーネ地下1･2F

東京都 東京メトロ表参道駅(A5出口) 徒歩3分

月

セントラルフィットネスクラブ竹の塚

03-5851-0050

121-0813 東京都足立区竹の塚五丁目7-3 JOYぷらざビル5F

東京都 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅(東口) 徒歩5分

月

セントラルウェルネスクラブ南千住

03-3807-4545

116-0003 東京都荒川区南千住四丁目7-1 BiVi4F

東京都 JR常磐線ほか 南千住駅 徒歩2分

月

セントラルウェルネスクラブ東十条

03-5959-7900

114-0001 東京都北区東十条一丁目24-5

東京都 JR京浜東北線 東十条駅(南口) 徒歩5分/東京メトロ南北線 王子神谷駅(1番出口) 徒歩5分

水

セントラルウェルネスクラブときわ台

03-5914-4001

174-0063 東京都板橋区前野町二丁目17-6

東京都 東武東上線 ときわ台駅(北口) 徒歩8分

月

セントラルウェルネスクラブ大森

03-5753-5211

143-0016 東京都大田区大森北一丁目8-2 icot大森5F

東京都 JR京浜東北線 大森駅(東口) 徒歩3分

月

セントラルウェルネスクラブ成城

03-5429-1631

157-0071 東京都世田谷区千歳台三丁目20-2

東京都 小田急小田原線 千歳船橋駅(北口) 徒歩15分

金

セントラルウェルネスクラブ24 西新井

03-5888-3561

123-0843 東京都足立区西新井栄町一丁目17-10

東京都 東武伊勢崎線 西新井駅(西口) 徒歩3分

金

セントラルウェルネスクラブ上池袋

03-5961-7730

170-0012 東京都豊島区上池袋一丁目37-16

東京都 JR山手線 大塚駅 徒歩10分/東武東上線 北池袋駅 徒歩10分

火
月

セントラルウェルネスクラブ24葛西

03-5667-1070

134-0083 東京都江戸川区中葛西三丁目33-12

東京都 東京メトロ東西線 葛西駅(中央口) 徒歩1分

セントラルスポーツ ジムスタ 飯田橋サクラテラス

03-3263-1586

102-0071 東京都千代田区富士見二丁目10-2 飯田橋グラン・ブルーム サクラテラス1F

東京都 JR中央本線ほか 飯田橋駅(西口) 徒歩1分

金

セントラルウェルネスクラブ24 京成小岩

03-5612-5071

125-0053 東京都葛飾区鎌倉四丁目2-1 タナベビル

東京都 京成本線 京成小岩駅 徒歩4分

月

セントラルフィットネスクラブ谷津（ラボ・トレーニングセンター 047-452-6149

275-0026 千葉県習志野市谷津三丁目1-1

千葉県 京成本線 谷津駅(南口) 徒歩4分

水

セントラルフィットネスクラブ流山

04-7159-0450

270-0157 千葉県流山市平和台三丁目6-1

千葉県 流鉄流山線 平和台駅 徒歩2分

月

セントラルスポーツクラブ館山

0470-22-6655

294-0036 千葉県館山市館山83-2

千葉県 JR内房線 館山駅→ﾊﾞｽ｢館山小学校前」下車徒歩3分

月

セントラルフィットネスクラブ市川

047-323-2211

272-0034 千葉県市川市市川一丁目3-18

千葉県 JR総武本線 市川駅(北口) 徒歩2分

水

セントラルフィットネスクラブ千葉

043-243-8800

260-0028 千葉県千葉市中央区新町18-14 千葉ビル

千葉県 JR総武本線ほか 千葉駅(東口) 徒歩3分

金

セントラルウェルネスクラブ新浦安

047-350-2255

279-0012 千葉県浦安市入船一丁目4-1 イオン新浦安4F

千葉県 JR京葉線 新浦安駅 徒歩3分

火
月

セントラルフィットネスクラブ稲毛海岸

043-278-4747

261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲三丁目23-2

千葉県 JR京葉線 稲毛海岸駅(南口) 徒歩1分

セントラルフィットネスクラブ八千代台

047-487-4466

276-0032 千葉県八千代市八千代台東一丁目1-10

千葉県 京成本線 八千代台駅 徒歩3分

水

セントラルフィットネスクラブ千葉みなと

043-245-6161

260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町1-50 千葉ポートタウン7F

千葉県 千葉都市モノレール1号線 市役所前駅 徒歩5分

水

セントラルウェルネスクラブ柏

0471-42-0180

277-0842 千葉県柏市末広町6-1

千葉県 JR常磐線/東武野田線 柏駅(西口) 徒歩1分

月

セントラルウェルネスクラブ長沼

043-215-2615

263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町330-50 ワンズモール3F

千葉県 JR総武本線 稲毛駅→ﾊﾞｽ「ワンズモール」下車徒歩1分

水

セントラルウェルネスクラブおおたかの森

04-7156-7350

270-0121 千葉県流山市おおたかの森南一丁目5-1 流山おおたかの森S･C 3F

千葉県 東武野田線/つくばエクスプレス 流山おおたかの森駅 徒歩1分

金

セントラルウェルネスクラブ我孫子

04-7179-2550

270-1166 千葉県我孫子市我孫子一丁目10-2 YSビル4F

千葉県 JR常磐線 我孫子駅(北口) 徒歩1分

水

セントラルフィットネスクラブ本八幡

047-325-8821

272-0021 千葉県市川市八幡三丁目4-1アクス本八幡地下1F

千葉県 都営新宿線 本八幡駅(A5出口) 徒歩0分

火

セントラルフィットネスクラブ24 蘇我

043-261-3715

260-0842 千葉県千葉市中央区南町二丁目6-10

千葉県 JR外房線ほか 蘇我駅(東口) 徒歩4分

月

セントラルフィットネスクラブ袖ケ浦駅前

0438-63-8108

299-0214 千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前一丁目39-10 「ゆりまち袖ケ浦駅前モール」内

千葉県 JR内房線 袖ケ浦駅(北口) 徒歩1分

木

セントラルウェルネスクラブ越谷

048-966-5312

343-0821 埼玉県越谷市瓦曽根一丁目20-35

埼玉県 東武伊勢崎線 越谷駅(東口) 徒歩5分

水

パレスセントラルフィットネスクラブ

048-647-4066

330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目7-5 ソニックシティービル6F

埼玉県 JR東北本線ほか 大宮駅(西口) 徒歩4分

セントラルスポーツクラブ岩槻

048-757-1871

339-0056 埼玉県さいたま市岩槻区加倉一丁目1-8

埼玉県 東武野田線 岩槻駅 徒歩3分

セントラルフィットネスクラブ新三郷

0489-59-3033

341-0021 埼玉県三郷市さつき平二丁目1-1

埼玉県 JR武蔵野線 新三郷駅(西口) 徒歩11分

木

セントラルウェルネスクラブ志木

048-471-8118

353-0004 埼玉県志木市本町五丁目16-21

埼玉県 東武東上線 志木駅(東口) 徒歩5分

月

セントラルウェルネスクラブ大宮宮原

048-661-8600

331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目1-3 (北部拠点6街区2画地)

埼玉県 JR東北本線 土呂駅(西口) 徒歩10分

水

セントラルウェルネスクラブ桶川北本

048-590-5651

364-0014 埼玉県北本市二ツ家四丁目103-1

埼玉県 JR高崎線 桶川駅 徒歩25分

金

金
不定期

セントラルスポーツ ジムスタ イオンモール川口前川

048-264-7101

333-0842 埼玉県川口市前川一丁目1-11 イオンモール川口前川内

埼玉県 JR京浜東北線 蕨/西川口駅→バス10分

金

セントラルフィットネスクラブ小手指

04-2929-1761

359-1141 埼玉県所沢市小手指町一丁目6 小手指タワーズ ディアスカイタワー2F･3F

埼玉県 西武池袋線 小手指駅 徒歩1分

木

セントラルフィットネスクラブ越谷レイクタウン

048-961-6210

343-0828

埼玉県 JR武蔵野線 越谷レイクタウン駅(南口) 徒歩9分

金

セントラルスポーツ ジムスタ ハレノテラス東大宮

048-682-5111

337-0006 埼玉県さいたま市見沼区島町393 ハレノテラスB棟2F

埼玉県 JR東北本線 東大宮駅 徒歩13分

木

セントラルスポーツ ジムスタ さいたま中央

048-851-1221

338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合八丁目3-32 HOME'Sさいたま中央2F

埼玉県 JR大宮駅(西口) 徒歩10分

木

セントラルフィットネスクラブ東松山高坂

0493-35-3715

355-0048 埼玉県東松山市あずま町三丁目1-2 C棟

埼玉県 東武東上線 高坂駅 徒歩10分

木

セントラルフィットネスクラブ藤沢

0466-27-1093

251-0026 神奈川県藤沢市鵠沼東二丁目3-101

埼玉県越谷市レイクタウン七丁目2-8

神奈川県 JR東海道本線ほか 藤沢駅(南口) 徒歩7分

木

セントラルスポーツクラブ戸塚

045-804-2525

245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西四丁目37-1

神奈川県 JR東海道本線/横浜市営地下鉄1号線 戸塚駅→ﾊﾞｽ「中田」下車

木

セントラルフィットネスクラブ二俣川

045-391-7211

241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川二丁目52-4

神奈川県 相鉄本線 二俣川駅(南口) 徒歩1分

火

セントラルフィットネスクラブ湘南ライフタウン

0466-87-2553

251-0861 神奈川県藤沢市大庭5254-1

神奈川県 JR東海道本線 辻堂駅(北口)→ﾊﾞｽ「小糸」下車徒歩5分

火

セントラルフィットネスクラブ湘南平塚

0463-21-2300

254-0034 神奈川県平塚市宝町3-1 MNプラザ

神奈川県 JR東海道本線 平塚駅(北口) 徒歩1分

水
木

セントラルフィットネスクラブ24 武蔵小杉

044-455-0201

211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東三丁目1159

神奈川県 東急東横線ほか 武蔵小杉駅 徒歩5分

セントラルフィットネスクラブ東戸塚駅前店

045-826-2255

244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町97-1

神奈川県 JR東海道本線 東戸塚駅(西口) 徒歩2分

木

セントラルフィットネスクラブ市ヶ尾

045-974-1992

225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1162-7

神奈川県 東急田園都市線 市が尾駅(西口) 徒歩5分

水
水

セントラルフィットネスクラブ24 溝ノ口

044-813-4455

213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口二丁目10-22

神奈川県 JR南武線 武蔵溝ノ口駅/東急田園都市線 溝の口駅 徒歩3分

セントラルフィットネスクラブ新川崎

044-555-7751

212-0054 神奈川県川崎市幸区小倉一丁目1

神奈川県 JR南武線 鹿島田駅 徒歩5分/JR東海道本線 新川崎駅 徒歩5分

月

セントラルフィットネスクラブ緑園都市

045-814-6680

245-0002 神奈川県横浜市泉区緑園四丁目2-1

神奈川県 相鉄いずみ野線 緑園都市駅 徒歩1分

月

セントラルウェルネスクラブ能見台

045-786-4126

236-0058 神奈川県横浜市金沢区能見台東10-2

神奈川県 京急本線 能見台駅 徒歩5分

月

セントラルウェルネスクラブトレッサ

045-533-2271

222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町700番地 トレッサ横浜内北棟4F

神奈川県 東急東横線 綱島駅/JR横浜線 新横浜駅→バス13分

金

セントラルウェルネスクラブ24 長津田みなみ台

045-989-0851

226-0018 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台一丁目38-1

神奈川県 JR横浜線/東急田園都市線 長津田駅 徒歩15分

月

セントラルウェルネスクラブ慶應日吉

045-560-5571

223-8526 神奈川県横浜市港北区日吉四丁目1-1 慶應大学キャンパス協生館地下1F

神奈川県 東急東横線 日吉駅(東口) 徒歩1分

月

セントラルスポーツ ジムスタ 伊勢原駅前

0463-96-5010

259-1132 神奈川県伊勢原市桜台一丁目3-3 いせはらcoma4F

神奈川県 小田急小田原線 伊勢原駅(南口) 徒歩1分

木

セントラルフィットネスクラブセンター南

045-949-1451

224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央55-1 パインクリエイトビル5F

神奈川県 横浜市営地下鉄3号線/4号線 センター南駅(5番出口) 徒歩2分

月

セントラルフィットネスクラブ24 藤が丘

052-776-0537

465-0033 愛知県名古屋市名東区明が丘124-1 amiami地下1F

東海

名古屋市営地下鉄東山線/リニモ 藤が丘駅(出口1) 徒歩1分

セントラルフィットネスクラブ岐阜

058-252-1002

500-8856 岐阜県岐阜市橋本町二丁目8 濃飛ニッセイビル1.2.3F

東海

JR東海道本線ほか 岐阜駅(北側出口) 徒歩5分

月
11・21

セントラルフィットネスクラブ一社

052-776-1700

465-0095 愛知県名古屋市名東区高社一丁目93 日産アプリーテ3F

東海

名古屋市営地下鉄東山線 一社駅(一番出口) 徒歩3分

水

セントラルフィットネスクラブ千種

052-931-7900

461-0004 愛知県名古屋市東区葵三丁目15-31 住友生命ニュータワービル地下1F

東海

JR中央本線/名古屋市営地下鉄東山線 千種駅(2番出口) 徒歩1分

金

名鉄セントラルフィットネスクラブ大曽根

052-912-8891

461-0022 愛知県名古屋市東区東大曽根町46-24

東海

JR中央本線ほか 大曽根駅 徒歩1分

木

名鉄セントラルフィットネスクラブ岡崎

0564-55-0055

444-0864 愛知県岡崎市明大寺町耳取17-6

東海

名鉄名古屋本線 東岡崎駅 徒歩30秒

金

名鉄セントラルフィットネスクラブいなす

0587-23-8275

492-8425 愛知県稲沢市増田北町2番

東海

名鉄名古屋本線 大里駅 徒歩10分

水

名鉄セントラルフィットネスクラブ小牧

0568-76-1701

485-0029 愛知県小牧市中央一丁目260 名鉄小牧駅ビル2F

東海

名鉄小牧線 小牧駅 徒歩0分

金

セントラルフィットネスクラブ野々市

076-248-6811

921-8815 石川県野々市市本町六丁目141

甲信越北陸

JR北陸本線ほか 金沢駅→ﾊﾞｽ「太平寺」下車徒歩1分

月

セントラルフィットネスクラブ松本

0263-34-5123

390-0815 長野県松本市深志二丁目5-26

甲信越北陸

JR篠ノ井線ほか 松本駅(東口) 徒歩5分

金

セントラルフィットネスクラブNEXT21

025-226-5151

951-8061 新潟県新潟市中央区西堀通6番町866 NEXT21ビル6F

甲信越北陸

JR信越本線ほか 新潟駅→ﾊﾞｽ10分｢古町」下車

火

セントラルフィットネスクラブ金沢

076-260-1306

920-0853 石川県金沢市本町二丁目15-1 ポルテ金沢5F

甲信越北陸

JR北陸本線ほか 金沢駅(東口) 徒歩2分

水

セントラルウェルネスクラブ都島

06-6921-1201

534-0016 大阪府大阪市都島区友渕町一丁目5-97

近畿

大阪市営地下鉄 都島駅(4番出口) 徒歩15分

水

セントラルウェルネスクラブ芦屋

0797-38-2525

659-0093 兵庫県芦屋市船戸町4-1

近畿

JR東海道本線 芦屋駅(北口) 徒歩1分

木

セントラルフィットネスクラブ太秦

075-864-2868

616-8157 京都府京都市右京区太秦御所ノ内町7

近畿

京福嵐山本線 帷子ノ辻駅 徒歩3分

月

セントラルウェルネスクラブ六甲道

078-858-6363

657-0036 兵庫県神戸市灘区桜口町五丁目1-1-111 ウェルブ六甲道5番街1番館

近畿

JR東海道本線 六甲道駅 徒歩2分

水

セントラルウェルネスクラブ24 平野

06-6795-0222

547-0044 大阪府大阪市平野区平野本町二丁目9-29

近畿

大阪市営地下鉄谷町線 平野駅(2番出口) 徒歩0分

月
木

セントラルウェルネスクラブ住ノ江

06-6671-1051

559-0005 大阪府大阪市住之江区西住之江一丁目1-21

近畿

南海本線 住ノ江駅 徒歩1分

セントラルフィットネスクラブ新大阪駅前

06-6309-7151

532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目5-15 新大阪セントラルタワー北館1F

近畿

JR東海道本線ほか 新大阪駅(南側正面出口) 徒歩3分

月

セントラルフィットネスクラブりんくうタワー

072-460-1212

598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1番 りんくうゲートタワービル7F

近畿

JR関西空港線/南海空港線 りんくうタウン駅直結

月

セントラルウェルネスクラブあまがさき

06-4960-4101

661-0976 兵庫県尼崎市潮江一丁目2-3

近畿

JR東海道本線 尼崎駅(北出口) 徒歩1分

火

セントラルウェルネスクラブ蒲生

06-6786-2311

536-0005 大阪府大阪市城東区中央一丁目9-33

近畿

大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線/今里筋線 蒲生四丁目駅(1番出口) 徒歩1分

火

近畿

JR福知山線 塚口駅(東口) 徒歩0分

火

近畿

阪急宝塚線「豊中駅」 徒歩４分

水

セントラルスポーツ ジムスタ JR塚口

06-6498-6770

661-0979

セントラルスポーツ ジムスタ24 豊中駅前

06-4865-6785

560-0021 大阪府豊中市本町1丁目8番5 アクロスキューブ豊中3F

兵庫県尼崎市上坂部一丁目1-1 ビエラ塚口3F

セントラルスポーツ ジムスタ24 福岡アイランドシティ

092-674-3705

813-0017 福岡市東区香椎照葉五丁目1-15 サンカルナ香椎照葉

中国九州 最寄駅なし・最寄バス停 『香椎照葉五丁目』（西鉄バス）

木

セントラルスポーツ ジムスタ サクラマチ熊本

096-312-2215

860-0805 熊本県熊本市中央区桜町3-10 SAKURA MACHI Kumamoto 4F

中国九州 熊本市電 花畑町停留場 徒歩5分

水

セントラルウェルネスクラブ天神ソラリア

092-736-8857

810-0001 福岡県福岡市中央区天神二丁目2-43 ソラリアプラザ10F

中国九州 西鉄天神大牟田線 西鉄福岡(天神)駅 徒歩1分

水

セントラルフィットネスクラブアルパーク（広島）

082-501-1113

733-8624 広島県広島市西区草津新町二丁目26-1 アルパーク東棟5F

中国九州 JR山陽本線 新井口駅 徒歩3分

金

セントラルフィットネスクラブ福山

084-922-5755

720-0065 広島県福山市東桜町1-21 エストパルク9F

中国九州 JR山陽本線ほか 福山駅(南口) 徒歩5分

水

セントラルウェルネスクラブ野間大池

092-557-8300

815-0063 福岡県福岡市南区柳河内一丁目2-7

中国九州 西鉄天神大牟田線 高宮駅 徒歩26分

火

