
GYMNASTION 成田 トレーニングルーム利用者登録  

（user registration） 

申請日 平成  年  月   日（   ） 担当者  

フリガナ  性別 男(M)  女(W) 

氏 名 
name 

 生年月日 
date of birth 

   年    月   日 

住所 

address 

(〒   －     ) 千葉県 （ 成田市 富里市 佐倉市 酒々井町 芝山町 ） 

 

連絡先 
phone number 

mail               @ 

ジム利用経験 
Have you used this 
gym before?   

□	 有り □ 無し 
（ＹＥＳ） （ＮＯ） 

器具の使用説明 

Do	 you need gym 
equipment	
instruction? 

□	 必要（YES）  

□ 不要（NO） 

※	ジムの利用はいつでもご利用できますが、トレーナーがいない時間帯のマシンの説明、 

パーソナルトレーニングはできません。スケジュールをご確認ください 

Members are welcome to use the gym anytime, but the ‘Personal Training’ and  

‘How to use the gym equipment’ is available only when the trainer is on duty. 

Please check the schedule.   
パーソナルトレーニングを希望しますか  □はい   □いいえ  □都合があえば 

 Are you interested in taking personal training?	 （Yes）	 	 （No）	 	 	 	 （If i had a time） 

ジムナシオンをどこで知りましたか（How did you know about this gym?） 

１･友人・知人に聞いて ２･ＨＰを見て ３･広告で ４・その他              

( acquaintance )      ( homepage)   ( poster)    (other)                        ) 

	  ※ 太枠内は必ずご記入下さい（mail は記入自由）Please fill in all the required fields in the box with the bold line. 

※	 記載内容につきましては「ジムナシオン施設利用」以外の目的では利用いたしません。 

Your personal data is used for internal purposes only. 

入会事務手数料（handling charge）	 ¥２.０００ 
                                                                                                         

スタッフ記入欄 

個人番号 □No □カード無し（社員割引） 

利用者 

区分 
１・一般 

２・社員割引（会社名          社員番号         ） 

マシンジム利用について 

□ OPEN １０：００ CLOSE ２１：３０ （月曜日 ２１：００ CLOSE） 

□ トレーナー・ジムナシオンスタッフ 

  火・水・金・土 １３：００～２１：３０／木・日１０：００～２１：３０ 

 月曜日はスタッフがお休みになります。月曜、上記の時間以外の受付はセルフ利用のみ。 



トレーニングルーム注意事項 
 

（ご利用前に必ずご確認しチェックを入れてください） 

□ マシンジムは高校生（１６歳以上）以上が対象です。（パーソナルなどを除く） 

     Available to people over 16 years old  
 

 

□ 体調がすぐれない時は、施設のご利用をお控えください。また、途中で気分が悪く 

  なった時はただちに運動を中止してください 

     Please refrain from using the facility when you are not feeling well.  

Moreover, if you feel sick during exercising.please stop exercising 

 immediately. 
 

□ ジムは原則として、スタッフが常駐しておりませんので、各自、自己責任のもと 

    無理のないトレーニングを行って下さい。（特にフリーウエイト時はご注意下さい） 

      There is no staff in the gym, so please exercise responsibly and don’t 
do excessive training. 

 

□ 運動に適した服装（ジーパン不可）で、必ず内履き用の運動靴を着用してください。 

  Be sure to wear athletic shoes and clothing suitable for exercise. 
 

□ トレーニング器具を利用する場合は順番を守り、節度をもって利用してください。 

また、利用後は器具をもとに戻し、備え付けのタオル等で清掃を行なうなど、お互い 

が気持ちよくトレーニングが行えるようご協力お願いいたします。 

After using, please return the equipment  to the original position, cleaning  

with an attached towel etc., please, cooperate so that everyone will be able  

to enjoy training. 
 

□ 当施設のインストラクター及びトレーナー以外のレッスン行為、パーソナル指導は 

禁止です。（見つけた場合は今後の利用を禁止させて頂きます） 

Lessons and personal training must be done by Gymnasion staff trainer. 

 Any instruction and coaching given by an outside trainer within  

the Gymnasion will be strictly prohibited.  
   

□ 貴重品及び携帯物の紛失、盗難等は自己で管理の上ご利用ください。 

施設側は一切の責任は負いませんのでご理解の上ご了承ください。 

Please take care of your valuables and personal belongings. 

This facility does not take any responsibility for lost or stolen personal Items. 

Your understanding is appreciated 
 

□ 閉館時間は 21：30 となりますので、閉館時間までに着替えを済ませすみやかに退 

室してください。（月曜日を除く） 

    Closing time will be 21:30, （except Monday will be 21:00）so please change  

your clothes by closing time and leave promptly. 

                         ルールを守って安全にご利用ください 

                   Please observe the rules and use the gym safely 


