
長岡市水泳協会・日本水泳連盟推薦

ダイエープロビスフェニックスプール
☎0258-39-3211 〒940-0826

新潟県長岡市長倉町1338番地

営業時間
【月・火・木・金・土曜・祝日】10：00～21：00
【日曜】10：00～19：30
【水曜】休館日（水曜日が祝日の場合はその翌日）

検索フェニックスプール

Ⅱ期水泳教室（９月～１２月）

■受講料金（各13～16回）
　各4,340円～10,660円（水中運動教室を除く）

ダイエープロビスフェニックスプールダイエープロビスフェニックスプール

※教室の実施回数によって受講料金が変動します。
※詳しくはお問い合わせください。
●受講料とご印鑑をご持参ください。
●教室受講には別途施設使用料が必要となります。

キャンペーン期間 ： 平成27年9月29日まで

メダリストが

　　　　泳いだプー
ル！

メダリストが

　　　　泳いだプー
ル！

9月中のご入会いただくと
事務手数料無料&初月会費無料
9月中のご入会いただくと
事務手数料無料&初月会費無料

※6ヶ月の継続が必要となります。

大人会員種別（16歳以上）

通常 6,170円
通常 5,140円
通常 5,140円
通常 5,140円

全営業時間使い放題

全営業時間使い放題　※プールは除く

【月・火・木・金・祝日】10：00～17：00

【月・火・木・金】 17：00～21：00
【土・日・祝】 全営業時間使い放題

 ①月会費  2ヶ月分  ➡  １ヶ月分
 ②事務手数料  1,080円  ➡  ０円　
 ③口座番号 ・ 届出印 ④本人が確認できるもの

※３ヶ月目からは各種別料金での引落となります

ナイト＆週末

デ イ

レギュラー

フィットネス

会員種別 月会費 利用可能日・時間

入会に
必要なもの

シルバー

水中ウォーク

アクアミット

親子教室

アクアビクス

10:30～11:15

14:30～15:15

14:45～15:30

10:15～11:00

10:15～11:00

10:30～11:30

13:30～14:15

11:00～11:45

11:00～11:45

19:45～20:15

13:15～14:15

13:30～14:30

飛込み教室

水中運動教室

月

金

月

金

火

月

火

木

金

日

土

月

火

木

金

肥満対策や健康、体力づくりのための
水中運動

音楽に合わせて
楽しく体を動かす有酸素運動

※進行上、練習開始後の参加は
　出来ません

基本的な泳法と親子のスキンシップを図る

飛び込み競技の基本動作

中高齢者を対象とした
将来介護を必要としないための
水中運動

■受講料金／１回：620円

おおむね 65歳以上対象

初級

初心者

マスターズ

ウーマンスイム

上級

中級・上級

初級・中級

月

金

火

月

月

火

木

木

土

火

木

金

金

土

火

木

12:00～13:00

12:00～13:00

19:15～20:15

19:15～20:15

11:00～12:00

11:00～12:00

10:30～11:30

18:30～19:30

18:30～19:30

19:15～20:15

19:15～20:15

14:30～15:30

14:30～15:30

14:30～15:30

13:00～14:00

13:00～14:00

教室名 曜日 時　間 内　容

水に潜る・浮くことから始め、
水泳基礎を習得していきます。

初級の練習から行い、
平泳ぎの習得をしていきます。

女性のみクラスをご希望の方

中級の練習から行い、
バタフライの習得をしていきます。

４泳法の泳力を向上させ
マスターズ大会出場を目指します。

基礎の練習から行い、クロール・背泳ぎ
の習得をしていきます。

水泳・水中運動で
楽しい生涯と健康
づくりをサポート！

キャンペーンキャンペーン秋秋 入会入会のの

冬に向け人気のランニングマシンを
増台！より多くのお客様にご利用い
ただけるようになります。

10月よりトレーニングルーム
リニューアル

水泳教室
もOK！

各会員種別に
ご入会いただくと
各会員種別に
ご入会いただくと

各教室
参加無料!!
各教室
参加無料!!

大人気スタジオレッスン
グループキック / グループパワー

開催中！

人気の
ランニングマシン
２台増台予定！



長岡市水泳協会・日本水泳連盟推薦

ダイエープロビスフェニックスプール
☎0258-39-3211
〒940-0826新潟県長岡市長倉町1338番地

営業時間 【月・火・木・金・土曜・祝日】10：00～21：00
　　　　 【日曜】10：00～19：30
　　　　 【水曜】休館日（水曜日が祝日の場合はその翌日）

検索フェニックスプール
大手大橋大手大橋 長生橋長生橋

旭町ガード旭町ガード

長岡東バイパス長岡東バイパス

東口バス
乗り場

東口バス
乗り場

平潟神社平潟神社
信濃川信濃川

ハイブ長岡ハイブ長岡

中沢 I.C中沢 I.C

R17R17中沢三叉路中沢三叉路
悠久山バス停悠久山バス停

●

●

●

●

○

○

長岡大学長岡大学
悠久山野球場悠久山野球場

至 東京至 東京

ダイエープロビス
フェニックスプール
ダイエープロビス
フェニックスプール

長岡駅長岡駅

★スイミング
　  スクール★
★スイミング
　  スクール★

９/13 ＤＰデー　11/1 トキっ子くらぶ●出演イベント予定

メダリストが泳いだプールで夢を叶えよう!!

ダイエープロビスフェニックスプール

時　　間 月会費曜　日

月・火・木・金 ①16：00～17：00

週1回 4,320円（税込）

週1回 4,320円（税込）
週2回 6,790円（税込）
週3回 8,430円（税込）

①10：15～11：15　②11：15～12：15
③14：30～15：30　④15：30～16：30
⑤16：30～17：30

①16：00～17：00 ②17：00～18：00 ③18：00～19：00

①10：15～11：15　②11：15～12：15
③13：30～14：30　④14：30～15：30
⑤15：30～16：30　⑥16：30～17：30

土曜日

月・火・木・金

土曜日

幼

児

小
学
生

水泳を通じて、「コミュニケーション能力」「行動力」「学び続ける姿勢」の
育成をし、子供たちの「夢」の実現に向けお手伝いいたします。
水泳を通じて、「コミュニケーション能力」「行動力」「学び続ける姿勢」の
育成をし、子供たちの「夢」の実現に向けお手伝いいたします。

曜日・時間

対　　 象

月  会  費

月曜日／１８:４５～１９:３０
木曜日／１７:３０～１８:15
園児～中学生
ベーシック（週1コース）／3,700円
ベーシック（週２コース）／5,970円
スーパーキッズクラス／4,630円

※ベーシッククラス修了者に限る

地域イベントにも参加しています!地域イベントにも参加しています!

体験できます！！体験できます！！

入会キャンペーン！入会キャンペーン！

日　　時／9月 7・14・21・28 日（月）
　　　　　18:45～19:30
★４日間の内、１回のみ体験できます。
体 験 料／410円
対象年齢／年少～中学生まで
予約方法／電話またはご来館にて

【入会に必要なもの】①月会費1ヵ月分 ②事務手数料1,080円 ③身分証明書 ④口座番号・届出印 ⑤顔写真1枚（縦3ｃｎ×横 2.4ｃｍ）

【入会に必要なもの】
①月会費2ヵ月分　　　②事務手数料（無料）　　　③身分証明書
④口座番号・届出印　　⑤顔写真2枚（縦3ｃｎ×横2.4ｃｍ）

体験から入会すると
体験料410円を
キャッシュバック！！

さらに

今なら 初月会費無料！！初月会費無料！！

平成２７年平成２７年

９月２９日まで９月２９日まで
キャンペーン期間キャンペーン期間

平成２７年平成２７年

９月２９日まで９月２９日まで
キャンペーン期間キャンペーン期間

基礎からしっかり！

9月中に入会すると
事務手数料
1,080円無料

開放日／９月１3日（日）　営業時間／10:00～17:30

イベント盛りだくさん!
子ども達による発表会もあります!

◆HIPHOP・チアリーディングダンス発表会
◆Balletone（バレトン）体験　　 ◆GROUP POWER体験
◆GROUP KICK体験　　　　　 ◆体組成無料測定　
◆トレーニングルーム無料開放　　◆第4回DPスイムフェスティバル
◆ニチレイチャレンジ泳力検定会　◆ウォーターバルーン体験（有料）
◆幼児プール無料開放　　　　　 ◆メインプール・サブプール無料開放
◆ラファリンパセラピー（有料）

ダイエープロビスデー

※但し6ヶ月継続が必要です。

時　間 ： 17：00～17：45
対　象 ： 小学生
受講料 ： 4,100円（11回チケット制）

金曜金曜

お1人様
1回限り 410円で体験可能！

時　間 ： 14：00～14：45
対　象 ： 年中～小学生
受講料 ： 4,100円（11回チケット制）

★マット＆トランポリン教室★★マット＆トランポリン教室★土曜土曜

お1人様
1回限り 410円で体験可能！

★チアリーディング教室★★チアリーディング教室★


