
重　要

「必要なトキに」「必要なモノを」「必要なブンだけ」

東急スポーツシステム株式会社 
〒150-0044  東京都渋谷区円山町5-5 橋本ビル2階
フィットネスお問い合わせセンター：03-6427-8521
※平日10：00～17：00

リニューアルに伴いシステム変更がございます。
会費のお引落しや館内ご利用に際してシステム登録が

必要となりますので、同封されている
【システム初期設定および確認のお願い】を

必ずご一読いただき、設定のほどよろしくお願いします。

アトリオドゥーエ
リニューアルのお知らせ

これがフィットネスの新しいスタンダード

【レンタルオプション変更】｠
　　2023年7月よりレンタルオプションを一部変更させていただきます。
　　また、一部店舗でご利用中のサウナマット及びレンタルバックを終了させていただきます。
　　詳しくは本ご案内のP10・12「各種オプション料金」をご確認ください。｠
｠
【二子玉川店タオルサービス終了】｠
　　2023年7月よりタオルのご利用には別途オプションの契約が必要となります。
　　詳しくは本ご案内のP10・12「各種オプション料金」をご確認ください。
｠
【契約ロッカー年払い】｠
　　2023年6月の更新を持ちまして年間一括払いを終了させていただきます。｠
　　次回の更新より月会費制でのご利用とさせていただきます。｠
｠
【ウェルネスサーバー】｠
　　2023年6月末をもってサービスを終了させていただきます。｠
　　お貸出ししておりますＩＣタグを2023年7月末までにご返却ください。｠
｠
【ライフサポートオプション｠】
　　2023年6月末をもってサービスを終了させていただきます。｠
　　2023年7月より新たなサポートサービスを開始いたしますので詳しくは
　　本ご案内のＰ9をご確認ください。
｠
【エステオプション】
　　2023年6月末をもってサービスを終了させていただきます。
｠
【D-cycleのご利用について】※碑文谷店・たまプラーザ店の皆様へ
　　2023年6月末をもってフルメンバー会員、マンスリー3会員、オプション会員を
　　終了させていただきます。
　　2023年7月より新たなサービスに変更となりますので詳しくは本ご案内の
　　P7をご確認ください。

【befreオプション】※碑文谷店・たまプラーザ店の皆様へ｠
　　2023年6月末をもってフルメンバー会員、マンスリー3会員、オプション会員を
　　終了させていただきます。
　　2023年7月より新たなサービスに変更となりますので詳しくは本ご案内の
　　P7をご確認ください。

【東急スポーツオアシス相互利用について】
　　2023年6月末をもってサービスを終了させていただきます。

その他リニューアルに伴うオプションサービスの終了について｠

武蔵小山店をご利用の皆様へ



GO TO THE
NEXT STAGE 

アトリオドゥーエは次のステージへ。
世界的な新型コロナウィルス感染症拡大を始め、

昨今フィットネス事業を取り巻く環境は大きく変わりました。
私たちアトリオドゥーエも例外ではなく、

これまで最大限の努力を続け
皆様と共に運営を継続して参りましたが、残念ながら多くの会員様が

ご退会され、売上は大幅に減少いたしました。
｠

このような厳しい状況ではありますが、人生100年時代の今だからこそ、
「私たちはスポーツを通して人々の人生を幸せにします」
という企業理念をもって、多様化するライフスタイルや

ニーズに徹底的に向き合い、皆様そして地域社会のウェルビーイングの
実現に貢献し続ける所存です。

｠
決意を新たに、新たなサステナブルなフィットネスライフを

ご提供させていただくためこのたび【ATRIO DUE Next】として
再出発させていただくことといたしました。

本冊子ではATRIO DUE Nextの一新された会員プランや
新しいサービスなど詳しくご案内をさせていただきます。｠

｠
これまでご愛顧いただいた皆様におかれましては、日頃からご理解、

ご協力を賜り多大なるご厚情に深く感謝申し上げます。｠
今後とも引き続き新たなATRIO DUE Nextを

ご愛顧いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長

佐藤 悠歩
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GO TO THE NEXT STAGE 
アトリオドゥーエは次のステージへ。

2023年7月1日から
旧

ロゴマーク

新
ロゴマーク

カラーコンセプト COLOR CONCEPT

新たなカラーには「成長/健康/生命力」を意味するエメラルドグリーンを採用し、
環境に優しいエコでサステナブルな想いを表現しています。エメラルドグリーン

Flexible Sustainable
（状況に合わせた） （持続可能な）

・必要なトキに、必要なモノを、必要なブンだけ使えるプラン
・気分や目的に合わせ選べるエリアやプログラムの組合せ
・通い方に合わせて時間を有効活用できる便利なWeb 予約

・エリアもプログラムも使いたい分だけ
・充実のレッスンプログラム
・あなただけの豊富なパーソナルトレーニング

一人一人のライフプランに合った利用プランを提供 ライフスタイルに合うからいつまでも続けられるフィットネス

2023年7月1日から

レッスンスケジュールが大幅にリニューアル！
新プログラム導入決定‼

ココが
ポイント

ニーズに合わせて選べる、
フィットネスに特化した専門性の高いサービスをご提供！

ココが
ポイント

一部店舗が24時間営業へ！
セキュリティ強化に伴ってエントランスを始め各所に
QR認証機を設置！
館内がほぼ全てキャッシュレス化‼

（青葉台・武蔵小山店）ココが
ポイント

【ジムだけ、プールだけ！エリア毎の契約を可能に！】
【利用シーンに合わせたレッスン受講が可能に！】

ココが
ポイント

選べる、新たな会員プランへ！
～必要なトキに・必要なモノを・必要なブンだけ～

ジムだけしか使わない

ジムプラン
プールは入らない・・・ジムとスタジオで十分

スタジオ・ジムプラン
プールだけしか使わない

プールプラン
(お風呂も入れます)

NEXT STAGE POINT
名称・ロゴが変わります1

イメージカラーが変わります2

私たちの新たな想い3

新たなロゴには「Next」をテーマに
「信頼感/先進的/前進/永続的」をイメージしました。

新たなマシンを導入！
新たにボディメイクエリアが誕生‼

ココが
ポイント

※青葉台店はフリーウエイトエリアが拡大されます。

※選択エリアは店舗によって異なります。詳しくは本ご案内のP10～13をご確認ください。
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世界100ヶ国、
20,000を超えるクラブにて
行われているワークアウト！！

導入決定!!

レッスンスケジュールの
本数が大幅に増えます!!

����
��

さらに
!！

世界で一番人気のバー
ベルを使った全身ワーク
アウト。それぞれのレベル
に合わせて調整可能。
身体を引き締めたい方
にオススメ♪

2023年4月のレッスンスケジュールより
更に専門性の高いレッスンや誰でも
参加しやすいレッスンを増設します。

地域最大級のレッスン本数‼

2023年3月1日公開予定

※2023年1月時点

ヒップホップ、ハウス、
エレクトロニック・ダンス・
ミュージック（EDM）など
様々な音楽ジャンル・ダンス・
カルチャーを組み合わせた
ワークアウト♪

誰でも参加できるダンス系
ワークアウト。
ダンス経験が無くてもOK！
シンプルな動きを何度も
繰り返し行い、カロリー消費
と脂肪燃焼に効果的♪

空手、ボクシング、テコンドー
など様々な格闘技の動きを
取り入れたワークアウト。
限界へのチャレンジで
楽しい時間を♪

ヨガをベースに、太極拳
やピラティスの要素を
取り入れ、脂肪燃焼と
柔軟性アップにも効果的。
初心者から経験者まで
幅広い方が参加しやすい
プログラム♪
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より効果的に！より楽しく！
　「ボディメイクエリア」

ボディメイクやパフォーマンスUPなど、ステップアップした
トレーニングのために、フリーウェイトを中心とした
ボディメイクトレーニングのエリアを拡大します。

新たな環境でより快適にトレーニングをお楽しみください！
※詳しくは各店のホームページよりご確認ください。

※ジムプランの方は、別途ボディメイクエリアオプション（1,100円税込）のご契約が必要です。

※入れ替えに伴い一部のマシンは廃止いたします。予めご了承の程お願いいたします。

新たなマシンを導入！

サービスが新しく変わります！

新しいマシンの追加や、
既存マシンの一部入れ替えを実施します！
今後もトレーニングをお楽しみください！

※マシン画像はイメージです。各店の導入マシンは各店ホームページからご確認ください。

サービス 価格（税込） 内　容

マシン
サポート

メニュー作成

¥990／回

¥2,970／回

¥3,300～／回パーソナル
トレーニング

初めての方や久しぶりの方も安心！
マシンの使用方法をご説明します！

目的別にメニューを作成！
何をするか迷ったらまずはこれ！

自分に合わせてカスタマイズ！
希望や悩みに寄り添って
サポートします！

※各サービスの時間は異なります。詳しくは店頭までお問い合わせください。

ニーズに合わせて選べる サービスを提供します！
新たなマシンを導入！ サービスを一新！
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【各種レッスンの予約について】【プラン名・会費・利用範囲・他店舗利用・特典】

スケジュール
表示日数 月内予約数 同時予約数 スタジオ

追加課金

10本

12本

20本

25本

全て
制限なし

プラン名

※都度課金は月内予約数を越えた場合発生します

8本

15本
※スタジオのみ

D-cycle
都度課金

会費に含まれる
１ヶ月の中で
取れる予約数

同時に確保
できる予約の
上限数

月内の予約制限数を超えて、
更に同月内に予約する時に必要な料金。

スタジオ・ジム

フルセットM

フルセットL

フルセットLL

15日間
（当日含む）

20日間
（当日含む）

25日間
（当日含む）

25日間
（当日含む）

¥0¥0 ※碑文谷・たまプラーザ店のみ
ご利用いただけます

¥330¥330 ※碑文谷・たまプラーザ店のみ
ご利用いただけます

¥550

スタジオ・ジム

フルセットM

フルセットL

フルセットLL

�������

�������

�������

�������

VRチケット８枚／月

VRチケット11枚／月

レンタル品全て、駐車場優待
ＶＲチケット８枚／月
各種レッスン受け放題
D-cycle受け放題
（碑文谷・たまプラーザ店で利用可能）

レンタル品全て、駐車場優待
泳法チケット5枚／月
ＶＲチケット８枚／月
D-cycleチケット8枚/月
（碑文谷・たまプラーザ店で利用可能）

プラン名
利用範囲

他店舗
利用 特　典ボディメイク

エリア
スタジオ お風呂・

ロッカー

会　費
（税込） ジム

ジムだけしか使わない

ジムプラン
ジムとスタジオも利用したい

スタジオ・ジムプラン
【エリア単体の契約を可能に♪】
【利用シーンに合わせたレッスン受講が可能に！】

選べる、新たな会員プランへ！
～必要なトキに・必要なモノを・必要なブンだけ～

22:00 …青葉台 22:30…碑文谷・二子玉川22:15 …たまプラーザ・武蔵小山
2023年4月前半分（3月24日公開分）のレッスン予約から公開時間を変更とさせていただきます。

理想のプランをシミュレーションしたい方はこちらから
https://www.tokyu-sports.com/fitness/atriodue-next/plan-simulation.html

※フルセットL、LLプランの駐車場優待
　碑文谷3時間、たまプラーザ・青葉台2時間、二子玉川1時間無料

※現在、月会費に継続的な割引が適用されている方はそのまま引き継がれます。
（武蔵小山は別途ホームページをご確認ください）

■フルレンタルオプション　3,410円（税込）
　バスタオル、フェイスタオル、シューズ、ウェア上下、水着、キャップが1回のご来館毎にお1人様1セットご利用可能です。

■タオルオプション　2,200円（税込）
　バスタオル、フェイスタオルが1回のご来館毎にお1人様1セットご利用可能です。

■水素水オプション　1,080円（税込）
■契約ロッカーオプション　　1,650円（税込）

【各種オプション料金／月】

2023
年

7月から

予約可能な
日数
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【各種レッスンの予約について】【プラン名・会費・利用範囲・他店舗利用・特典】

（オプション） （オプション）

（オプション）※21：00～6：00

ジム

ジム21-6

������

������

※都度課金は月内予約数を越えた場合発生します

ジム

ジム21-6

5日間
（当日含む） 1本

プラン名
利用範囲

他店舗
利用 特　典ボディメイク

エリア
スタジオ お風呂・

ロッカー

会　費
（税込） ジム

ジムだけしか使わない

ジムプラン
ジムとスタジオも利用したい

スタジオ・ジムプラン
【エリア単体の契約を可能に♪】
【利用シーンに合わせたレッスン受講が可能に！】

選べる、新たな会員プランへ！
～必要なトキに・必要なモノを・必要なブンだけ～

会費に含まれる
１ヶ月の中で
取れる予約数

同時に確保
できる予約の
上限数

月内の予約制限数を超えて、
更に同月内に予約する時に必要な料金。
※ジムプランの方は1本目から料金が発生します

22:00 …青葉台 22:30…碑文谷・二子玉川22:15 …たまプラーザ・武蔵小山

スケジュール
表示日数 月内予約数 同時予約数 スタジオ

追加課金プラン名 D-cycle
都度課金

¥550
※現在、月会費に継続的な割引が適用されている方はそのまま引き継がれます。
※ジム21－6は全日21:00～6:00の間でジムエリアのみご利用いただけます。

■ボディメイクエリアオプション　1,100円（税込）
　フリーウエイトエリアなどの利用に必要なオプションです。ジムプラン・ジム21‒6プランともにご契約が必要となります。
　（他のプランは含まれています）

■お風呂オプション　3,850円（税込）
　ジムプランはご契約が必要です。（他のプランは含まれています）

■フルレンタルオプション　3,410円（税込）
　バスタオル、フェイスタオル、シューズ、ウェア上下、水着、キャップが1回のご来館毎にお1人様1セットご利用可能です。

■タオルオプション　2,200円（税込）
　バスタオル、フェイスタオルが1回のご来館毎にお1人様1セットご利用可能です。

■水素水オプション　1,080円（税込）

■契約ロッカーオプション　　1,650円（税込）

【各種オプション料金／月】

2023
年

7月から

0本
※スタジオレッスンは
　1本目から右記料金が

発生します

予約可能な
日数

2023年4月前半分（3月24日公開分）のレッスン予約から公開時間を変更とさせていただきます。

理想のプランをシミュレーションしたい方はこちらから
https://www.tokyu-sports.com/fitness/atriodue-next/plan-simulation.html
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営業時間の変更と皆様へのお願い

～会員の皆様へお願い～
リニューアルに際してシステムの変更を行います。

つきましては同封させていただきました【システム初期設定および確認のお願い】に沿って、
初期設定および登録のご協力をお願いいたします。

尚、新システムからの月会費のお引落しは2023年6月20日(7月分)が初回となりますので、

初期設定および登録の最終期限は2023年6月10日までとさせていただきます。

また、上記日程までに設定や変更が完了されていない場合は
弊社スタッフが最低価格のプランを設定させていただきます。

2023年7月分・8月分の月会費について
お支払いの確認ができなかった際には、規約に基づき当施設の利用を停止させていただく場合が

ございますので、予めご了承いただきますよう何卒よろしくお願いします。

ご利用可能時間

平　日 ２４時間 10：00～22：00

曜　日 有人タイム

土・日・祝 10：00～20：00
全エリア

【裏表紙も必ずご確認ください】

※夜間および早朝は入口が異なります。詳しくは当店ホームページをご確認ください。

※毎週月曜日9：00～22：00を休館タイムとさせていただきます。　※他、夏期・年末年始休業あり

重　要

※22:00 までにお風呂・ロッカーエリアから退出をお願いします

※20:00 までにお風呂・ロッカーエリアから退出をお願いします
２４時間

2023年7月から

～メンテナンス休館～

【休館日】
武蔵小山店……………………… 2023年3月25日（土）～3月31日（金）

青葉台・碑文谷店……………… 2023年4月1日（土）～4月7日（金）

たまプラーザ・二子玉川店…… 2023年4月8日（土）～4月14日（金）

【実施内容】
浴室エリア各所補修、各所における特別清掃、ジムレイアウト変更、
マシン入替、その他各種修繕およびメンテナンス、入退館用のQR機器設置

より快適に新たなATRIO DUE Nextをご利用いただく為に
下記の日程で休館とさせていただきます。

【他店舗のご案内は以下からご確認いただけます】

■碑文谷店
■たまプラーザ店…
■二子玉川店
https://www.tokyu-sports.com/
fitness/info/next_guidebook.html

■青葉台店…

https://www.tokyu-sports.com/
fitness/info/next_guidebook_aobadai.html
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