
 

2021年 12月吉日 

 

ウェルネス体操 会員各位 

                     株式会社ファイブＭ 

 

システム変更・価格改定のお知らせ 
 

拝啓 

 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より当クラブに多大なるご理解とご

協力を賜り、誠にありがとうございます。日頃の新型コロナウイルス感染対策にもご理解と

ご協力を賜り、重ねて御礼申し上げます。 

 

 当クラブでは、コロナ禍でも会員様に安心して運動できる環境、より良質なサービス提

供を目指し運営してまいりましたが、長引く新型コロナウイルス感染拡大による影響、感染

防止対策にかかる費用の増加、昨今の物価上昇などもあり、運営費が増大しております。  

このような厳しい環境の中、全社を挙げて合理化・効率化を図り、できる限りのコスト削減

に努めてまいりましたが、内部努力だけでは如何ともしがたい状況となりました。 

 

つきましては、サービス維持および向上のために大変心苦しく存じますが 2022 年 4 月

より、下記のとおり一部システムの変更・価格改定をさせていただきたく謹んでお願い申し

上げます。 

 

 4 月からのレッスンタイムにつきましては、2 月頃にご案内させていただく予定です。

今後、更に会員様にご満足いただけるよう、環境の整備、指導技術のレベルアップ、レッス

ン内容の充実を図り、皆様の健康維持のサポートに社員一同誠心誠意努めさせていただきま

すので、何卒ご理解を賜り、引き続きご愛顧くださいますようお願い申し上げます。 

敬具 



１．ウェルネス体操コース グループレッスン 

【システム変更・価格変更】 (すべて税込価格) 

●現会員様は表の「現会員」価格となります。ご都合により退会（自動退会を含む）され、 

その後再入会いただいた場合は、「新規会員」価格となりますのでご了承ください。 

●安産クラスは廃止し、ご希望の場合はプライベートで対応させていただきます。 

●グループレッスン講習料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月まで　（すべて税込価格） 口座引落し

月回数・週回数 講習料
追加

レッスン料
ワン

レッスン料

土・祝 月3回 ¥5,940

月5回 ¥9,900

月8回 ¥14,740

フリー ¥21,670 — —

月5回(20代まで) ¥8,800 ¥1,760 ¥2,390

月2回(パパママ) ¥3,960 — —

月5回 ¥6,600

月8回 ¥9,900

フリー ¥14,630 — —

四条本校 安産 火 月4回 ¥8,030 ¥2,000 ¥2,730

洛西口校 50分 金 週1回/3ヶ月11回 ¥7,910 — —

2022年4月以降　（すべて税込価格）

口座引落し 口座引落し

講習料
追加

レッスン料
ワン

レッスン料
講習料

追加
レッスン料

ワン
レッスン料

土・祝 月3回 ¥6,170 -

月4回 - ¥9,500

月5回 ¥10,290 -

月8回 ¥15,330 ¥17,100

フリー ¥22,540 — — ¥24,950 — —

月4回(20代まで) — — — ¥8,550 ¥2,140 ¥2,910

月5回(20代まで) ¥9,150 ¥1,830 ¥2,490 — — —

月2回(パパママ) ¥4,120 ¥2,060 - ¥4,750 ¥2,380 -

月4回 - - - ¥6,280 ¥1,570

月5回 ¥6,860 - -

月8回 ¥10,290 ¥11,300 ¥1,570

フリー ¥15,210 - - ¥16,480 - -

洛西口校 50分 金 週1回/3ヶ月11回 ¥8,140 - - ¥8,300 - -

・全コース別途、設備費等￥440、引落し手数料￥110(口座毎)が必要

※1. 現会員価格(2022年3月24日13:30までに入会済の方)です。月回数を変更される場合も現会員価格となります。

　　最終出席日から1年経過すると自動退会となります。再入会時は新会員価格※2.となります。

※2. 新規会員価格(2022年3月25日以降に入会(再入会)される方)です。

※一般(未入会の方)ワンレッスンは四条本校のみ。55分コース￥4,400、30分クラス￥3,300となります。

コース名 月回数・週回数

四条本校 55分
月～土

コース名

四条本校 55分
月～土

四条本校 30分 月～土

¥1,380 ¥1,860月～土四条本校 30分
¥2,130

現金都度払い

現金都度払い

¥3,230

現会員 ※1 新規会員 ※2

¥2,060 ¥2,380

現金都度払い

¥2,700¥1,980

¥1,320 ¥1,800

¥2,800



２．ウェルネス体操・ジュニア姿勢体幹トレーニングコース プライベートレッスン 

【システム変更・価格変更】 (すべて税込価格) 

●現会員様は表の「現会員」価格となります。ご都合により退会（自動退会を含む）され、 

その後再入会いただいた場合は、「新規会員」価格となりますのでご了承ください。 

●プライベート料金は、プライベート設備費を含みます。併せてグループレッスンをご利用の 

際には、グループレッスン設備費が必要となります。 

●お支払いは 1 回払いか 10 回まとめ払いとし、10 回払いをされた場合は 10％割引価格とな

ります。（有効期限：購入日より 1 年間） 

●10 回まとめ払いのみ銀行振込がご利用いただけるようになりました。レッスン前日までに

会員様のお名前でお振込みをお願いします。振込手数料はお客様負担となります。 

 ＜振込先＞ 金融機関：京都中央信用金庫 、支店名：本店営業部、口座種別：普通 

口座番号：1685586、口座名義：(株)ファイブ M 代表取締役 林 晃平 

●プライベートの時間を 30 分と 50 分に設定し、カウンセリングや次回のご予約なども時間

内に含めさせていただきます。 

●キャンセルのご連絡 

これまでの前日までだけでなく、レッスン当日午前 9：00 までにメールで送っていただいた

場合も、キャンセル料が不要となります。メール文章にお名前とキャンセルするレッスン日

時をご入力の上、ご送信ください。メールアドレス：info@five-m.com  

午前 9：01～レッスン開始時間までのご連絡は下記キャンセル料が必要となります。 

キャンセル料：レッスン時間 30 分→￥550、50 分→￥1,100 レッスン開始時間を過ぎて

のご連絡、または連絡なしでのお休みは、1 回分の講習料をご負担いただきます。 

●プライベートレッスン講習料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●森指名料 

 

 

 

2022年3月まで（すべて税込価格） 2022年4月以降（すべて税込価格）

レッスン
時間

会員価格
レッスン

時間
現会員価格

新規会員
価格

30分 ¥550 30分 ¥770 ¥3,300

50分 ¥1,100 50分 ¥1,650 ¥5,500

2022年3月まで　（すべて税込価格）

レッスン
時間

会員価格 設備費

30分 ¥3,300

50分 ¥5,500

2022年4月以降　（すべて税込価格）

1回あたり 10回分 1回あたり 10回分

30分 ¥4,120 ¥3,708 ¥37,080 ¥5,280 ¥4,752 ¥47,520

50分 ¥6,870 ¥6,183 ¥61,830 ¥8,800 ¥7,920 ¥79,200

※1. 現会員価格(2022年3月24日13:30までに入会済の方)です。

　　最終出席日から1年経過すると自動退会となります。再入会時は新会員価格※2.となります。

※2. 2022年3月25日以降に入会される新規会員価格です。

※3. 同月内にグループレッスンを併用される場合は、グループレッスン設備費が必要です。

※一般（未入会）の方がプライベートレッスンをされる場合は、 30分￥8,840、50分クラス￥14,740となります。

レッスン
時間

1回払い

新規会員価格 ※2現会員価格 ※1

10回分　まとめ払い
(10％割引) プライベート

設備費　※3

講習料
に含む

講習料
に含む

プライベート
設備費　※3

10回分　まとめ払い
(10％割引)1回払い

講習料
+

月1回\440

mailto:info@five-m.com


３．その他マンツーマンレッスン 

【システム変更・価格変更】 (すべて税込価格) 

●パーソナル筋トレ 10 分は、原則ご予約のグループレッスン前後でのみご利用可能とし、 

予約制とさせていただきます。毎週固定や次回分のみ予約も可能です。予約の方優先となり

ますので、当日ご希望の際はお断りすることもございます。予めご了承ください。 

●パーソナル筋トレ 20 分は廃止し、プライベートレッスンとして対応させていただきます。 

現在ご利用の方には後日担当者よりご相談させていただきます。 

●ほっと癒しゼーション、リラク・ストレッチ 15 分・30 分は 10 分・20 分の設定に、足指

ストレッチ 5 分は 10 分の設定に変更させていただきます。 

●「体操 1 回分＋1,100 円」でのほっと癒しゼーション、リラク・ストレッチ利用につきまし

ては、廃止させていただきます。レッスン回数の残数を翌々月まで利用可能（コース変更や

休会の場合を除く）となりましたので、月内にお越しになれなかった回数は、次月に繰り越

してご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月まで　（すべて税込価格）

商品名 時間 現会員 一般

10分 ¥1,100 ¥1,100

20分 ¥2,200 ¥2,200

15分 ¥1,890 ¥1,890

30分 ¥3,780 ¥3,780

15分 ¥1,890 ¥1,890

30分 ¥3,780 ¥3,780

5分 ¥640 ¥640

10分 - -

姿勢測定 20分 ¥2,200 ¥3,300

2022年4月以降　（すべて税込価格）

商品名 時間
現会員

新規会員
一般

10分※1 ¥1,320 -

20分 - -

10分 ¥1,320 ¥1,760

20分 ¥2,640 ¥3,520

10分 ¥1,320 ¥1,760

20分 ¥2,640 ¥3,520

5分 - -

10分 ¥1,320 ¥1,760

姿勢測定 20分 ¥2,200 ¥3,300

※1 お身体の都合などで、グループレッスン前後以外で10分間のトレーニングを希望される場合は、

　　プライベートレッスン扱いとして10分\1,760でお受け頂けます。

リラク・ストレッチ

足指ストレッチ

パーソナル筋トレ

ほっと癒しゼーション

リラク・ストレッチ

足指ストレッチ

ほっと癒しゼーション

パーソナル筋トレ


