
～重要事項説明書～ 

 

1．会員証について 

  ●入退館の際、バーコードリーダーに会員証をかざしてください。 

   ●会員証を紛失した場合は、フロントへお申し出ください。（再発行 550 円） 

   ●万一、退会される場合は、ご利用の最終日に会員証をご返却頂きます。 

 

2．会費の引き落としについて 

 ●会費は毎月５日に当月分を引き落としさせていただきます。（土日、祝日にあたる場合は翌営業日） 

引き落としが出来なかった場合、お知らせが届きますので、当月 23 日までに未納分をフロントにて 

現金かクレジットでお支払いお願い致します。（23 日が休館日の場合は翌営業日） 

   ●３ヶ月分、月会費がお支払い頂けない場合は、利用の停止、及び退会とさせて頂きますのでご了承ください。 

 

3．手続きについて（休会・退会・復帰・会員種別変更・口座変更 等）※詳しいご案内は 3 ページ目をお読み下さい。 

 ●お手続きの締め切りは毎月 23 日までとさせて頂きます。（23 日が休館日の場合は翌営業日） 

 ●諸手続きはクラブ閉館 1 時間前までの受付となりますのでご了承下さい。 

 ●お電話では承れませんので、ご本人もしくは代理の方がお手続きをおとりください。（ＦＡＸ可） 

  ●口座登録変更は、毎月第２日曜締め切りとなります。 

※千葉銀行、千葉興行銀行、京葉銀行、千葉信用金庫、郵便局に限定させて頂きます。 

（お届け印、通帳又は銀行カードをご一緒にお持ち下さい。） 

●その他のお手続きがございましたらフロントへお申し出ください。 

 

4．休会の場合 

 ●休会する場合、マスター会員、正会員、準会員、ホリデー会員、学生会員、ナイト会員、親子会員は 1 ヶ月につき 

休会費（1,100 円）を頂いております。 

●家族会員は、休会費が１年間無料です。（代表者様もご一緒に休会の場合は、それぞれ休会費用がかかります。） 

   ●休会は無期限での申請となりますので、復帰の際はフロントにて復帰のお手続きをお願い致します。 

  ●契約ロッカー利用者は、休会中であっても（更新月に当たる場合）利用料が引き落としとなります。 

 

5．施設について 

 ●当施設は全館禁煙です。 

 ●館内では内履きをご利用ください。 

 ●ロッカールームは無料でご利用頂けます。お履物はシューズロッカーをご利用ください。 

   ●契約ロッカーをご希望の方は、フロントにご相談ください。（利用料６ヶ月 3,300 円、初回のみフロント払い） 

   ●プール・アクアゾーン・サウナは全て男女兼用です。 

プールをご利用の方は水着、水泳キャップを必ず着用してご利用ください。 

   ●貴重品はセーフティボックスをご利用ください。 

   ●運動終了は、全エリア閉館時間の 15 分前までとなります。 

 

6．個人情報取り扱いについて 

 ●個人情報の取り扱いにあたっては､個人情報の法令や定める指針、その他規範を遵守致します。 

 

 

 



～会員種類別 ご利用案内～ 

 

VERDI SPORTS PLAZA おゆみの 

営業日 火曜～日曜 （月曜休館日） 

営業時間 

火曜～土曜  10:00～23:00 

日曜・祝日  10:00～21:00 

 

会員種別 利用可能曜日 利用可能時間 

マスター会員 全営業日・祝日 
全営業時間

（VERDI/VIALE） 

マスター家族会員 全営業日・祝日 
全営業時間

（VERDI/VIALE） 

正会員 全営業日・祝日 全営業時間 

家族会員 全営業日・祝日 全営業時間 

学生家族会員 全営業日・祝日 
全営業時間 

（中学・高校生のみの利用は 22 時まで） 

準会員 火曜～金曜（祝日除く） １０時～１８時 

ホリデー会員 土曜・日曜・祝日 全営業時間 

ナイト会員 
火曜～土曜 

（祝日除く） 
18 時～23 時 

学生会員 全営業日・祝日 全営業時間 

親子会員（単・複） 全営業日・祝日 全営業時間 

※チェックイン開始 利用可能時間１０分前  ※全エリア運動終了 営業終了１５分前 

 

～ビジター・レンタル料金ご案内～ 

 

各種ビジター料金 

初回ビジター 1100 円 初めてご体験される方対象 

一般ビジター 3300 円 会員以外のお客様対象 

休会ビジター 2750 円 休会中会員のご利用 

時間外ビジター 1100 円 在籍種別の時間外利用 

レンタル料金 
・タオル（大・小セット）550 円 ・ウェア（上・下セット）330円 

・シューズ 330 円 ・水着 330円  ・パウスカート 330円 

VERDI VIALE 四街道 

営業日 月曜～日曜 （木曜休館日） 

営業時間 

月曜～金曜   9:30～23:00 

土曜     10:00～21:00 

日曜・祝日  10:00～19:00 



～各種お手続きについて～ 

 

※お電話でのお手続きは承れませんので、ご本人もしくは代理人の方がお手続きをお願い致します。（FAX 可） 

 

お手続き内容 手続き期限 変更適応日 必要な書類 留意点 

 

 

退会 

 

毎月 23 日まで 

23 日が休館日の場合 

翌日営業日まで 

 

 

 

翌月 1 日～ 

 

◎退会届 

(指定の用紙記入) 

◎会員証 

●退会をご希望の場合はお手続きの期限に 

ご注意下さい。 

●退会届が提出されない限り、会費をご請求 

させて頂きます。 

●ご利用最終日に会員証のご返却お願いします。 

 

休会 

毎月２３日まで 

23 日が休館日の場合 

翌日営業日まで 

 

翌月 1 日～ 

◎休会届 

(指定の用紙記入) 

◎会員証 

●休会費を頂いております。月額 1,100 円 

（家族会員、学生家族会員は除く） 

●期間は 1 ヶ月以上からの申請となります。 

 

 

当月復帰 

 

 

随時可能 

 

 

手続き後～ 

 

◎復帰届 

(指定の用紙記入) 

●フロントにて会費をお支払頂きます。 

1 日～15 日の復帰は月会費全額 

16 日～復帰は月会費半額 

●復帰月に引き落としされた休会費は翌月の

会費に充当となります。 

 

翌月復帰 

毎月２３日まで 

23 日が休館日の場合 

翌日営業日まで 

 

翌月 1 日～ 

◎復帰届 

(指定の用紙記入) 

 

●会費は口座からの引き落としとなります。 

 

種別変更 

毎月２３日まで 

23 日が休館日の場合 

翌日営業日まで 

 

翌月 1 日～ 

◎変更届 

(指定の用紙記入) 

●現種別より価格の高い種別へのご変更は 

差額分をフロントにてお支払い頂ければ 

随時変更可能です。(週割の適用不可) 

 

口座変更 

 

毎月第 2 日曜日 

 

翌月 1 日～ 

◎口座申込書 

◎通帳又はカード 

◎銀行お届印 

●期日を過ぎますと翌々月からとなります。 

●変更希望月をお伝え下さい。 

●詳細はフロントにてお問い合わせ下さい。 

 

 

 

マスター家族

家族会員登録 

 

 

 

随時可能 

 

 

 

手続き後～ 

 

 

 

◎入会申込用紙 

(指定の用紙記入) 

 

 

 

●休会中ではないマスター会員/正会員様の 

ご家族であることが条件となります。 

●マスター会員/正会員様のご家族に限らせて 

頂きます。(※二親等まで) 

●引き落とし口座が異なる場合、口座のお届けが 

必要となります。 

●休会中ではないマスター会員/正会員様の 

ご家族であることが条件となります。 

 

学生家族会員 

 

随時可能 

 

手続き後～ 

◎入会申込用紙 

(指定の用紙記入) 

●マスター会員/正会員様在籍保護者様の 

お子様に限らせて頂きます。 

(※中学・高校在籍で学生証をご提示頂きます) 

氏名･住所 

連絡先の変更 
随時可能 手続き後～ 

◎各種変更届 

(指定の用紙記入) 

●ご家族の方もご一緒に変更される場合は、

連名でご記入頂けます。 

 

契約ロッカー 

 

随時可能 

 

手続き後～ 

◎利用承諾書 

(指定の用紙記入) 

●６ヶ月 3,300 円 初回のみフロント支払い

7 ヶ月以降は口座引き落とし 

●空き状況はフロントにてお問合せ下さい。 



～LB サポートシステムのご案内～ 

 

初めての方でも安心！運動の基本からご案内致します。 

 

初回 

①測定（体組成計・姿勢測定） 

②カウンセリング 

③スタジオレッスンのご案内 

④トレーニングの流れの説明 

⑤ウォームアップ（バイクまたはウォーキング） 

⑥LB ストレッチ 

⑦LB トレーニング 

2 回目 

①LB ウォーキング 

 ※タブレットにてウォーキングを撮影 

②LB トレーニング 

★LB ストレッチ 

3 回目 

①LB ストレッチ 

②LB トレーニング 

★LB ウォーキング 

4 回目 

①LB ウォーキング 

②LB トレーニング 

★LB ストレッチ 

5 回目 

①トレーニングメニュー作成 

★LB ウォーキング 

★LB ストレッチ 

★LB トレーニング 

★はご自身で行って頂き、スタッフは必要に応じてお声掛け致します。 

 

●初回～5 回目まで予約が必要となりますので、事前にお電話かフロントにてご予約をお取り下さい。 

    ※混雑状況により、LB サポートをお待ち頂く場合もございます、予めご了承下さい。 

●LB サポートご利用時には、1F ジムカウンターにてお声がけ下さい。 

 



～駐車場・駐輪場のご案内～ 

 

※下の図、     範囲内への駐車をお願い致します。 

 

 

 

●ヴェルディスポーツプラザの駐車場は、全て無料でご利用頂けます。 

   ●オートバイでお越しの方は、駐輪場②へお停めください。 

●近隣店舗、近隣の道路への駐車はご遠慮いただきますよう、お願い申し上げます。 

 



～プールご利用にあたってのご案内～ 

 

1．プールのご案内  

●水温･･･夏季 30 度前後 冬季 31 度前後 

●室温･･･夏季 31～33 度（外気温） 冬季 33～35 度 

 ●コース…全 8 コース 距離 25 メートル コース幅 2 メートル 

 ●水深…メンバープール 1.17M～1.24M スクールプール 1.02M～1.09M 

 

2．プール利用について 

●水着・キャップを必ず着用してください。（フィットネス水着が動きやすくてオススメです！） 

※水着レンタルは、フロント（有料 330 円）でご用意がございます。 

※キャップ・ゴーグル（無料）レンタルはプール監視員にお申し付けください。 

●ロッカーキーは必ず身に付けてください。（紛失された場合、鍵代として 2,630 円頂きます。） 

●アクセサリー（貴金属）や腕時計は他の利用者様と接触したときに大変危険ですので、お外しください。 

   ●スマートウォッチはスタッフにご相談ください。 

●お化粧や整髪料を落としてください。 

●酒気を帯びている方、伝染性疾病のある方、体調がすぐれない方は、ご利用をご遠慮下さい。 

●シャワーを浴びて、準備体操をしてからお入りください。 

●メガネご利用の方はプール監視員までお預けください。 

●タオル・飲み物はプールサイドまで持込が可能です。 

※監視員デスクの近くに荷物の置き場所がございますので、そちらをご利用ください。 

 

3．プールでご利用頂ける器具 

●ビート版 

●プルブイ 

●足ヒレ･スノーケル（足ヒレコースで利用が可能です。） 

※ビート板・プルブイ・スノーケル・足ヒレ（無料）はお客様ご自身で取り出し、ご返却ください。 

※パドルなど接触時に怪我の危険性がございますので、ご利用できません。（レッスン中の使用は除きます。） 

 

4．プールプログラムについてのご案内（別紙プログラム表を確認の上、ご参加ください。） 

●アクアビクス・入門・コーチと泳ごう・みんなで泳ごう・アクアエクササイズ・ウォーターバレーボール 

足ヒレのレッスンは無料でご参加できます。（別紙プログラム参照） 

●レッスン開始 5 分前に、コースまでお越し下さい。 

●レッスン全ての途中入退場は禁止となっております。 

●レッスン中はコーチの指示に従ってください。 

※プールサイドレッスンは衣服を着用して頂くレッスンもございます。 

※レッスン中、体調が悪くなった場合はコーチまでお申し付けください。 

 

5．プール一部有料プログラムについてのご案内 

●キック・ストローク・テクニック・スイムトレーニングレッスンは有料になります。（別紙プログラム参照） 

※フロントにて 1 枚 200 円のチケットを購入頂き、参加希望レッスンのコーチにチケットを渡して下さい。 

※チケット回収時刻は、レッスン開始の 5 分前になります。 

※チケットが無い場合は、レッスンに参加頂けませんので、予めご了承下さい。 

 



6．コースのご案内 ※全コース右側通行になります。 

●歩行コース…歩行をする方のみ使用 

●初心者練習コース…初心者専用コース、25M 完泳せずに途中で休憩して構いません。 

●フリーコース…どなたでも利用可能なコース、足ヒレの使用も可能です。 

●足ヒレコース…主に足ヒレをご利用できるコース、25M コースと合わせて設置することが多いです。 

●25M コース…25M 単位で泳ぐコース、途中で立っても構いませんが、なるべく最後まで泳いでください。 

●50M コース…50M 単位で泳ぐコース、途中で止まらないでください。 

    ※25Ｍコース・50Ｍコースは追い越し禁止 

 

※キッズスクールのレッスン中は、ご利用頂けるコースが変動致しますのでご了承ください。 

〈火曜～金曜〉15：00～21：00 〈土曜〉12：30～19：30 〈日曜〉10：00～13：30 

 

7．運動効果 

水中運動は、水圧により体液や血液が流れやすくなり、疲労回復や代謝機能も上がりやすくなります。 

また、水流によるマッサージ効果で筋肉に程良い刺激を与え、腰痛の予防やリハビリにも適しておりまので、 

是非ご利用くださいませ。 

 

常に監視員・プールスタッフがプールサイドにおりますので、気分が悪くなられた場合、怪我をされた場合、 

ご不明な点や気になったことがございましたらお気軽にスタッフまでお申し付けください。 


