
Adachi General Sports Center Free Paper 

カラダも新生活を迎えよう！ 
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ジムを利用したくなる 



1  

今号は総合スポーツセンターのトレーニングルーム(以下 : アスレチックルーム)を利用してみたくなる7の魅力について紹介！ 
ジムに通ってみたい！定期的に運動を始めたい！とお考えの方必見です。 
4月はこれまでの環境と大きく変わる方も多い時季ですが、ジムを利用してカラダも「新生活」を迎えましょう！ 

ジムを利用したくなる7の魅力 

とにかく初心者に親切・丁寧！ 
総合スポーツセンターのアスレチックルームはとにかく親切・丁寧が売り！ 

まず利用を始める前に全2回の講習を受講する事が必須なので、 

ジムの使い方がわからないという方でも安心して利用を開始する事ができます。 

新規講習 

First time  

トレーニング 

アドバイス 

Second time  

1回目は「新規講習」 

ここでは、約1時間半とたっぷり時間を使
い、主にマシンの使用方法を覚えていきま
す。また、全6種目のトレーニングも行うた
め、受講するだけでボディメイクには必要
最低限の実技を身につける事ができます。 

2回目は「トレーニングアドバイス」 

実際に実技を行いながら、疑問に対して
ひとつひとつ解決していき、今後の自分の
トレーニングメニューへのアドバイスをしても
らう事もできます。 

所要時間は人それぞれですが、ここでも
時間をたっぷり使いアドバイスを受ける事
をオススメします。 

2  公共ジムだから安い！ 

総合スポーツセンターアスレチック
ルームの最大の魅力はなんと言っ
てもコストの安さ！1回300円で利
用できるため、週3回ペースで利
用しても1ヵ月4,500円程度とかな
り破格です。そして、この安さで時
間無制限なんて、超ラッキー！ 

point 

これから利用していくうえでこの全2

回の講習はすごく大切です。 

いざ利用開始！となった時にどうす
れば良いんだろう？と困らないよう、
ここでしっかり受講し、準備を整え
ていきましょう。 

3  

point 

「せっかく月会費を払っているから
行かなきゃ」と義務感を感じてしま
う方は、会員制スポーツジムはあま
りオススメできません。それならば、
1回ごとの支払いで利用できる公
共施設を選択した方がコストを抑
えられる事に加え、楽しく運動を続
ける事ができます。 

区内公共施設でマシン充実度No.1 

1.5h 30min ～ 1.5h 

総合スポーツセンターアスレチックルーム
のマシンは、区内の公共施設では台
数・種類共にNo.1と言っても過言では
なく、会員制スポーツジムも顔負けの
充実度を誇っています！ 

様々な種類のマシンを設置しているた
め、トレーニングメニューの組み立ても
自由自在。種類豊富なマシンを駆使
して新しいカラダを手に入れていきましょ
う。 

point 

マシンは動作の軌道が一定であ
るため、怪我の危険性は低く、
初心者でも簡単に扱う事ができ
ます。マシンが動きをガイドしてく
れるので、ターゲットとなる筋肉が
効いてる感覚を見つけてみましょ
う。 

会員制スポーツジム 総合スポーツセンター

入会金 5,000円～ 0円

月会費 6,000円～15,000円 / 月 0円

利用料金 月払い 300円 / 回

時間制限 なし なし

マシン充実 ◎ ○

※ 会員制スポーツジムは一例　店舗によって内容は異なります。



他パーソナルトレーニングジム 総合スポーツセンターパーソナルトレーニング

入会金 15,000円～55,000円 0円

料金 150,000円～300,000円 3,500円

回数 16回 1回ずつ

1回あたり 10,000円～25,000円 3,500円

時間 1時間～1時間30分 1時間

食事管理 あり なし

※ 他パーソナルトレーニングジムは平均相場

※ 総合スポーツセンターは食事管理は行っておりませんが、アドバイスは可能です。

4  フリーウェイトの充実ぶりに驚き！ 

マシンの充実はもちろんですが、なんとフリーウェイトも充実しています！ 

トレーニングは主に前述のマシンを用いたトレーニングと、この「フリーウェイト」と
呼ばれるダンベルやバーベルを扱うトレーニングの2種類に分けられ、胸や背中、
腕など全身どんな部分でも自由にエクササイズできる点が最大のメリットです。 

point 

5  

豊富なトレーニンググッズも利用可能！ 

マシンやフリーウェイトの他に、様々な
トレーニンググッズがアスレチックルーム
内に設置してあります。初心者でも
手軽にはじめる事ができ、マシンの順
番待ちをしている時など隙間時間を
有効に使ったトレーニングに最適！ 

主な使用可能グッズ 
1. メディシンボール 

2. バランスボール 

3. ステップ台 

4. アブローラー 

5. ストレッチポール 

6. ストレッチマット 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

6  パーソナルトレーニングができる！ 
スタッフとマンツーマンでトレーニング指導が受けら
れるパーソナルトレーニング。電話又は窓口で受
講を希望すれば予約が取れます。そして、総合
スポーツセンターのパーソナルトレーニングは安
い！なんと1回3,500円！これは、一般的なパー
ソナルトレーニングの相場が1回あたり約10,000

円～25,000円であるため、この1回分で総合ス
ポーツセンターでは約3～7回できてしまいます！ 

スタジオは広々空間！ 

TEL 
新規講習・TA 
空き状況確認 

予約 

新規 
講習 

器具の説明等 

TA 
トレーニング 
アドバイス 

個人 
トレーニング 

開始！ 

講習1回目
終了 

講習2回目
終了 

総スポ 予約 完了 
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！ 

○新規講習・TAの定員は4名です。必ず事前に連絡し、確認してください。 

○個人トレーニングを行うためには必ず2回の講習(新規講習・TA/各1回)が必要となります。 

○登録より1年間利用がなかった場合、自動的に登録抹消となり、再登録が必要となります。 

  ※定期的に利用されている場合(1年間に1回でも利用)は、自動更新されます。 

注意点 利用までの流れ 

フリーウェイトは自分で姿勢を保持しながらウェイトを扱う事に伴い、 

軌道が一定ではなくなるので、怪我には十分注意しましょう。 

無理な姿勢で扱うと手首や腰を痛めるリスクがあります。 

しかし、マシン・フリーウェイトどちらが優れているという事はないので、 

2種類取り入れて効率よくトレーニングする事をオススメします。 

 
※フリーウェイトは動作や姿勢など、少し知識が必要となるので、 
  はじめはスタッフのアドバイスを受けながら始めてみましょう。 

 

・・・ 重みのあるボール 

・・・ 体幹を鍛えるボール 

・・・ 下半身を鍛える器具 

・・・ 腹筋を鍛える器具 

・・・ バランス強化の器具 

・・・ 万能マット 

月

Mon

ゆっくりエアロ

9:30～10:40

ソフトピラティス

11:00～12:10

ボクシングエクササイズ

15:30～16:40

火

Tue
- - -

水

Wed

ゆっくりエアロ

9:30～10:40

サーキットエアロ

11:00～12:10
-

木

Thu

ZUMBA

9:30～10:30
- -

金

Fri
- - -

土

Sat

ゆっくりエアロ

9:30～10:40

しっかりエアロ

11:00～12:10

ZUMBA

16:30～17:30

日

Sun

ゆっくりエアロ

9:30～10:40

ステップエアロ

11:00～12:10
-

各エアロ・ボクシングエクサ 500円 / ZUMBA 700円

マシンエリアと隣接しているスタジオ。 

ここでは、グッズを使用したトレーニングやト
レーニング後のクールダウン等が行える他、曜
日・時間帯によっては各種エアロビクスも実
施しています。エアロビクスは当日受付で別
途参加料を支払えば参加可能(16歳以上)。
エアロビクスは新規講習等は不要なので、
講習を受けて利用を考えている方は、エアロ
ビクスに参加して、マシンエリアを実際に見て
確認してみるのもひとつの手です。 



企画・発行・印刷：足立区総合スポーツセンター 
指定管理者：ミズノ・日立ビルシステム・ウエルネスサプライグループ 

 
●東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅東口から 
  ①六町駅行き 足立総合スポーツセンター下車 
  ②綾瀬駅行き 南花畑下車 
 
●つくばエクスプレス 六町駅から 
  竹ノ塚駅東口行き 足立総合スポーツセンター下車 

アクセス / Access 

  ミズノ 足立区総合スポーツセンター 

HP：https://www.mizuno.jp/facility/tokyo/adachi.aspx 

4月スケジュール / Monthly Schedule 

〒121-0063 足立区東保木間2-27-1 
 
TEL:03-3859-8211  FAX:03-3858-4497 

2018年11月号 
ママビクス 

2018年12月号 
冬の基礎代謝アップ 

ハッスルパーク バックナンバー 

2019年1月号 
小学生合気道 

知りたい！が 
きっと見つかる 

HPにフルカラー電子版掲載中！ 
スポーツセンター館内に紙版も置いてます。 
設置されていないものは随時発行可能。 

お気軽にスタッフまで！ 
※紙版はモノクロになります 

2018年6月号 
ボディメイクプラン 

2018年8月号 
Meal training 

2018年9月号 
BOX OUT 

2018年10月号 
RUNのはじめ方 

2019年2月号 
生活にプロテインを取り入れよう 

2019年3月号 
小学生スクール特集 

日付 日付 主催

4/8 　(月) 休館日　 4/7   (日) 【バスケットボール連盟】 都体予選会

4/20 (土) 無料公開日 4/7   (日) 【サッカー協会】 全日本少年サッカー大会1次予選

4/24 (水) 利用者懇談会 4/14 (日) 【バスケットボール連盟】 都体予選会

4/14 (日) 【テニス協会】 春季ベテランダブルス

日付 4/21 (日) 【空手道連盟】 春季大会

4/1   (月) 屋内施設6月分一般受付開始 4/21 (日) 【テニス協会】 春季ベテランダブルス予備日

4/1   (月) 屋外施設5月分抽選申込用紙受付開始 4/21 (日) 【サッカー協会】 全日本少年サッカー大会ベスト4

4/7   (日) 屋外施設5月分抽選申込用紙受付締切 4/28 (日) 【バドミントン協会】 第31回オープンダブルス大会

4/11 (木) 屋外施設5月分当選者受付開始 (～19日) 4/28 (日) 【剣道連盟】 1級審査会

4/23 (火) テニスコート5月分一般受付開始 4/28 (日) 【サッカー協会】 体育の日記念大会1次予選

4/24 (水) 野球・運動場5月分一般受付開始 4/29 (月・祝) 【バスケットボール連盟】 ミニバス新人戦

4/25 (木) 屋外施設5月分電話受付開始

4/26 (金) 講座受付開始

※スケジュールは変更となる場合がございますので、予めご了承下さい。

内容内容

内容

受付

総スポ

大会

イベント

TEL:03-3859-8211
TEL:03-3859-8211
TEL:03-3859-8211
TEL:03-3859-8211
TEL:03-3859-8211
TEL:03-3859-8211

