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24Hジム に通ったことがある  こんな悩みがある方に。

先行ＷＥＢ入会はコチラ

24時間 年中無休 フィットネスジム 八千代店

    今のジムに
満足していますか？ 

POINTCONCEPT FACILITY PRICE FAQ ACCESS

千葉・八千代店
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初心者から中上級者まで幅広く利用できる「高品質マシン」と
「充実のアメニティ＆サービス」をラインナップして

新しい24時間ジム「FiT24 八千代」が、夏の訪れとともにグランドオープンします。

「FiT24」は、地域の皆さまに健康で輝いた人生を過ごしていただきたいという想いで、誕生いたします。

“フィットネス”で皆さまのライフスタイルに寄り添い、

毎日 24 時間いつでも“快適なトレーニング環境”と“充実したサービス”を提供いたします。

今までのジムではもの足らなかった。 
ここはいくつもの満足と驚きがある進化形ジム。 

Fi t  your sty le

例えば経験者

夜中にスタッフがいないので不安だ。

トレーニング設備が物足らない。

中上級者の方にも納得いただける高品質マシンをご用意！

備え付けのアメニティが少ないと思う。

FiT24なら

併設している快活CLUBのスタッフが、24時間サポートしてくれるので安心！FiT24なら

リーズナブルな月会費を実現！しかもお得感いっぱいの
サービスを多くご用意しております！

シャンプー・ボディソープ完備！
しかもバスタオル・フェイスタオルが無料で使い放題！

FiT24なら

月会費が高い気がする。

フィットネスクラブに通ったことがない  こんな悩みのある方に。例えば初心者

このようにあらゆる方に
満足いただける高品質なトレーニング環境を提供します。

CONCEPT

入会キャンペーンがお得でも在籍条件などの制限があり、入会に対するハードルが高い。

リーズナブルな月会費（6,800円税別）で、はじめられます。
さらに入会の際、在籍期間の制限を設けておりませんので、安心です。

24時間年中無休なので、夜中でも早朝でも時間や曜日に関係なく、
ライフスタイルに合わせていつでもご利用できます！

快活CLUB併設で、月会員は飲み放題カフェが1時間無料。
雑誌もコミックも読み放題！運動だけじゃ無い楽しみもあります！

FiT24なら

忙しくてフィットネスクラブに通う時間が無い。

マシンの使い方や目的に合わせたトレーニング方法を
ご案内いたしますので初心者でも安心！

初心者なので、どういうトレーニングをしたらいいのかわからない。

お客様の目的に合わせて適切な運動や食事の指導ができる
パーソナルトレーニング（有料サービス）もあります。FiT24なら

体重が増えてきたし、体型が気になるので運動したいが…

飽き性で運動が続かないかもしれないので、通えるかわからない。

さらに

特典
2

特典
4

特典
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通常1,000円/月  合計2,000円が

WEB先行入会キャンペーン！！

さらに
有料
オプション

初月+翌月月会費

カード発行手数料

水素水飲み放題 2ヶ月

通常5,000円/月  合計10,000円がタンニングマシン 2ヶ月

通常500円/月  合計1,000円が安心プラス※ 2ヶ月 0¥

(入会時のみ）

※会員の皆さまが施設内で万が一ケガや盗難に遭った場合にお見舞い金をお支払い
　いたします。提携施設（飲食店・レジャー施設などの）割引優待も有り。

さらに

入会特典の適用に際して在籍期間等の制限はございません。

税込1,080円 税込2,160円

税込5,400円日焼けマシン 税込10,800円

税込540円 税込1,080円

ALL

¥0
¥0

通常13,600円

特典
1

今だけ 月会費
通常月会費6,800円
永久¥1,000割

税込6,264円
¥5,800

税込7,344円が

税込14,688円が

通常5,000円
税込5,400円が



隣の人を気にせず集中してトレーニングが行えるよう、
ゆとりあるレイアウトを施したフリーウエイトエリア。

特に使いやすさにこだわったダンベルエリアでは、
50Kgまでのダンベルを完備し、
より充実したトレーニング空間を創りました。

01POINT
高品質なトレーニング環境のポイント

シャンプー
ボディソープ完備！

女性も安心
セキュリティ完備！

24時間有人
※ジムエリア11時～20時

※1ヶ月1,000円

※ジムエリアへの
　持ち込みは不可。

履いてきたシューズで
そのままトレーニング
していただけます。

日焼けマシン完備！

無料駐車場完備！ 契約ロッカー完備！

ゆとりがある！
ここなら満足！

ここなら満足！

02POINT
高品質なトレーニング環境のポイント

高品質マシンがある！

ここなら満足！

03POINT
高品質なトレーニング環境のポイント

初心者から中上級者まで幅広くご利用いただける厳選されたマシンをラインナップ！

バスタオル＆
フェイスタオル

快活CLUBのドリンクバーが
毎日1時間無料で飲み放題！

通常1時間約360円
1ヶ月間毎日使うと

約10,800円相当が無料！

充実の
アメニティとサービス

がある！

「快活CLUB」併設なので、アメニティもサービスも盛りだくさんにご用意しております。

無料で
使い放題！

土足OK！

コミック・雑誌

水素水
飲み放題！

読み放題！
館内どこでも
FREE Wi-Fi

FiT24・快活CLUB・
快活フィットネスCLUB・

相互利用OK!
セキュリティカード併用の会員証を
入口でかざすチェックインシステム 全国に拡大中！ 

全店舗の施設をご利用いただけます。

※金額は税別表記となります。

ダンベルは50kgまで完備！

トレーニングがしやすい空間！

ハンマーストレングスマシン等、多種設置！

フロント・ラット・プルダウン アブドミナル・クランチ チェスト・プレス ショルダー・プレス

更衣室完備！ シャワールーム
完備！
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もはや、無敵。

広さも魅力。レイアウトも魅力。使いやすさでわかる。

施設の紹介

パース・設置マシンはイメージです。実際とは異なります。

FACILITY

ワクワクするトレーニング空間が誕生します。

ラウンジ

更衣室etc

アプローチ

有酸素
マシン
エリア

フリー
ウエイト
エリア

筋トレ系
マシン
エリア

ストレッチ
エリア

ダンベル・バーベルを使って行うトレーニングエリア。マシントレーニングで
は物足らない方やもっと上のトレーニングをしたい方におすすめです。

CARDIO
FREE WEIGHT

STRENGTH STRECH

FREE WEIGHT
AREA

筋力をつけたい男性や、気になる部位をキレイに引き締めたい女性の方に。
各筋肉に負荷をつけて鍛えていくマシンをラインナップしています。

STRENGTH
AREA

脂肪燃焼に効果的なバイクやランニングマシン、ステッパーなどを揃えた有酸
素マシンエリア。速度調整ができるのでご自分の体力にあわせて始められます。

CARDIO
AREA

ウォーミングアップ・クールダウンな
どに。正しいストレッチはトレーニン
グ効果を高めます。

STRECH
AREA

さらに
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通常1,000円/月  合計2,000円が

WEB先行入会キャンペーン！！

さらに
有料
オプション

初月+翌月月会費

カード発行手数料

水素水飲み放題 2ヶ月

通常5,000円/月  合計10,000円がタンニングマシン 2ヶ月

通常500円/月  合計1,000円が安心プラス※ 2ヶ月 0¥

(入会時のみ）

※会員の皆さまが施設内で万が一ケガや盗難に遭った場合にお見舞い金をお支払い
　いたします。提携施設（飲食店・レジャー施設などの）割引優待も有り。

さらに

入会特典の適用に際して在籍期間等の制限はございません。

税込1,080円 税込2,160円

税込5,400円日焼けマシン 税込10,800円

税込540円 税込1,080円

ALL

¥0
¥0

通常13,600円
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今だけ 月会費
通常月会費6,800円
永久¥1,000割

税込6,264円
¥5,800

税込7,344円が

税込14,688円が

通常5,000円
税込5,400円が



よくあるご質問

FAQ

※会員の皆さまが施設内で万が一ケガや盗難に遭った場合にお見舞い金をお支払いいたします。
　提携施設（飲食店・レジャー施設などの）割引優待も有り。

八千代店

「人々の喜びを創造するAOKIグループ」が運営するフィットネスジムです。

快活CLUB八千代店
同時OPEN!!

相互利用OK!

24時間 年中無休 《ジムスタッフ対応時間 11:00～20:00》

駐車場48台完備！24h無料！

千葉県八千代市大和新田406-5

料金のご案内

PRICE

OPTION

月会費 税込¥6,800 ¥7,344

カード発行手数料（初回のみ） 税込¥5,000 ¥5,400

水素水 税込月額

月額

月額

¥1,000 ¥1,080

タンニングマシン 税込¥5,000 ¥5,400

月額契約ロッカー 税込¥1,000 ¥1,080

安心プラス※ 税込¥　500 ¥540

未成年でも入会できますか？Q
A 18歳以上の方でしたらご入会いただけます。                                     

なお、未成年の方のご入会には親権者の同意が必要です。   

入会手続きはどうしたらいいですか？ Q

A 当店ではWEB入会をおすすめしております。 入会申込書等の記入が
不要になり、店頭での手続き時間が短くなります。                              

見学はできますか？Q

A
24時間いつでも見学していただけます。  
※ジムスタッフ対応時間外（20：00～翌11：00）は併設している
快活CLUBのフロントまでお越しください。

駐車場、駐輪場はありますか?Q
A 無料の駐車場、駐輪場を完備しております。

快活CLUBは、業界（日本）No.1のコミック＆インターネットカフェ。
バリ島の高級ホテルをイメージした癒しの空間をお届けいたします。




