
30分 45分
60分

（＋TRIP)
30分 45分

60分
（＋TRIP)

ALL \15,500 （\17,050）
全日
　の全てのプログラムが会費内で受講可
　（別途有料除く）

¥0 22 〇 DAY \6,500 （\7,150）
平日12-16時まで＆祝日
　の全てのプログラムが会費内で受講可
　（別途有料除く）

¥550 ¥1,100 ¥1,650

NIGHT \9,000 （\9,900）
平日17-＆祝日
　の全てのプログラムが会費内で受講可
　（別途有料除く）

FLEX　８
（CASUAL 8)

\9,000 （\9,900）
(\6,300 (\6,930))

1ヶ月に8日間を自由に選択して受講可
　
(CASUAL・・・30歳以下の方限定価格）

WEEKEND \8,500 （\9,350）
土日＆祝日
　の全てのプログラムが会費内で受講可
　（別途有料除く）

¥550 ¥1,100 ¥1,650
FLEX 4

(CASUAL 4)
\6,000(\6,600)
（\4,500(\4,950))

1ヶ月に４日間を自由に選択して受講可
　

(CASUAL・・・30歳以下の方限定価格）
8

CYCLE \7,000 （\7,700）
全日のCYCLEプログラム
　が会費内で受講可

Studio PICKUP会員
会員種別

月会費
税抜（税込）

ご利用範囲
事前

予約枠
（2週間）

オン
ライン

DAY \6,500 （\7,150）
平日12-16時まで＆祝日
　の全てのプログラムが会費内で受講可
　（別途有料除く）

〇 PICKUP プラス \1,000 (\1,100)
★事前予約可能
全日のご希望プログラムを都度利用料金で利用可 8

FLEX　８
（CASUAL 8)

\9,000 （\9,900）
(\6,300 (\6,930))

1ヶ月に8日間を自由に選択して受講可
　＊ご利用日は複数プログラム受講可
　＊平日、休憩時間を挟んで昼と夜のご利用は

　　2日分と換算させていただきます。

(CASUAL・・・30歳以下の方限定価格）

PICKUP ¥0 ★事前予約不可（当日電話予約）
全日のご希望プログラムを都度利用料金で利用可

✕
当日電話

で
ご予約
ください

FLEX 4
(CASUAL 4)

\6,000(\6,600)
（\4,500(\4,950))

1ヶ月に４日間を自由に選択して受講可
　＊ご利用日は複数プログラム受講可
　＊平日、休憩時間を挟んで昼と夜のご利用は

　　2日分と換算させていただきます。

(CASUAL・・・30歳以下の方限定価格）

8

GYM
（4月末終了）

\5,000 （\5,500）

マシンジムご利用プラン
レッスンは事前予約＆右記、マンスリー会員様用都度利用料

で受講可
＊マシンエリアを営業時間内いつでもご利用いただけます。
*レッスンは都度、右記料金でご利用いただけます。

¥0 ¥550 ¥1,100 ¥1,650 8

顔認証登録をお願いします。
（GYM会員様のみ

顔認証登録料\2,200→\0）
5月以降は左記GYMプラン、または上記

会員種別にご変更くださいませ

〇
GYM by TRIVE
(24時間マシンジム）

会員種別

月会費 税抜（税込） ご利用範囲
スタジオ
レッスン
事前予約

オン
ライン

30分 45分
60分

（＋TRIP)
モーニングDAY \5,500(\6,050) 曜日を問わず、朝7:00～17:00迄ご利用可

PICKUP プラス \1,000 (\1,100)
★事前予約可能
全日のご希望プログラムを都度利用料金で利用可 8 サポート付き

２４ｈフルタイム
\8,000(\8,800)

●年中24時間ご利用可
●Studioレッスンを事前予約可能（2週間：8枠）
●月に1回下記いずれかをご利用可
▶Studio1クラス　▶メニュー作成＆フォームチェック

8枠

PICKUP ¥0 ★事前予約不可（当日電話予約）
全日のご希望プログラムを都度利用料金で利用可

✕
当日電話で

ご予約
ください

Studio TRIVE
MONTHLY会員

会員種別

月会費
税抜（税込）

ご利用範囲

Monthly会員様レッスン追加料金（税込）
各利用範囲時間外でご利用の際は下記の料金

でご利用頂けます 事前
予約枠

（2週間）

PICKUP会員様　レッスン都度料金（税込）

事前
予約枠

（2週間）

¥0

オン
ラインVirtual

30分/45分
共通

インストラクタークラス

\0
※GRITおよび別途プログラム記載の

有料クラスは別途￥550-

マシンジム利用について
（税込表記）

Studio TRIVE
MONTHLY会員

会員種別

月会費
税抜（税込）

ご利用範囲

オン
ライン

Virtual
30分/45分

共通

インストラクタークラス

¥550

\1,100 \1,650 \2,200
月額

\1,100

Studio　PICKUP会員
会員種別

月会費
税抜（税込）

ご利用範囲

事前
予約枠

（2週間）

マシンジム
利用について

オン
ラインVirtual

30分/45分
共通

インストラクタークラス

16

¥0 〇

¥550

\1,100 \1,650 \2,200

月額
\1,100

マシンジム利
用について

PICKUP会員様　レッスン都度料金（税込）

４月　会員プラン　サービス内容　ご案内

スタジオレッスンご利用料金

\6,800(\7,480)24hフルタイム 年中24時間ご利用可
\1,100 \1,650 \2,200

¥550 〇

✕
当日電話

で
ご予約
ください

マシンジム利用について

16

４月　会員プラン一覧（既存会員様向け）　PICKUPから現行会員種別変更受付：3月末日まで 参照：新規募集会員プラン一覧　（2021年３月１６日　新規申込～適用/GYM会員：4/1～受付開始）

Monthly会員様レッスン追加料金（税込）
各利用範囲外でご利用の際は下記の料金でご利

用頂けます

パーソナル ＊ 料金　（30分：(Online同額））　　インストラクターによって異なりますので各インストラクターにご確認ください

（グループパーソナル） ＊営業時間内での実施をお願いします。営業時間外での実施は別途\550（税込/1人）を頂戴します
実施内容・日時をインストラクターとご相談・決定後、フロントにお伝えください

メニュー作成 \3,300(税込）/1回（45分）　Advagymアプリを使用してメニュー作成および、マシンのフォームチェックを行います。

追加バーチャル \550（税込）/1回

8階スタジオ２、バイクルームでプログラム空き枠内で利用可（最長45分＆TRIP） 前後15分の換気時間を確保できる時間で承ります

同時間で複数名になった際は3名まで同時に承りますのでご了承ください）

スペース利用 ￥550（税込）/30分

スタジオ空き時間に、区切られた一画をご利用いただけます。トレーニングツール（バー、プレート、チューブ、ステップ台、マット）もご利用いただけます。

※ストレッチゾーン 距離を保ってのご利用をお願いします。15分以内で譲り合ってのご利用にご協力をお願いします。

※プリペードカード レッスン利用料・追加バーチャル・スペース利用・マシン追加利用にご利用いただけます（パーソナルにはご利用いただけませんのでご了承くださいませ。）

共通サービスについてのお申込み・お問い合わせ、その他ご質問等はフロント迄お声がけくださいませ

共通サービス

*

*

※GRITおよび別途プログラム

記載の有料クラスは別途

￥550-

※利用範囲外のGRITおよび

別途プログラム記載の有料ク

ラスは上記追加料金にプラス

¥550-が必要となります。

※GRITおよび別途プログラム

記載の有料クラスは上記価格

新
規
受
付
停
止

募
集
継
続

*

*

※GRITおよび別途プログラム

記載の有料クラスは別途

￥550-

※利用範囲外のGRITおよび

別途プログラム記載の有料ク

ラスは上記追加料金にプラス

¥550-が必要となります。

※GRITおよび別途プログラム

記載の有料クラスは上記価格

に別途￥550-となります

*

*

●フリー利用

顔認証登録¥2,200-

で4月中マシンジム営業時間内い

つでもご利用可能

（4/24以降は、24時間利用可）

5月以降、下記料金が発生いたし

ます。顔認証登録時にいずれかご

希望プランをお申し出ください

▶24hフリー利用

左記料金＋¥2,750/月

▶モーニングday

曜日を問わず 7:00-17:00

の時間内でフリー利用

左記料金＋¥1,650/月

●都度利用
スタジオ営業時間内でのご利用と

なります。

¥1100/回

スタジオ営業時間内で利用可

¥1,650/回

フリー利用ご希望の場合は別途、

上記プランにご登録ください

※4月1日以降、PICKUP会員様からマンスリー会員様へ変更は、上記会員種別のみとさせて頂きます。 各会員種別、レッスンご利用に際してのご案内は左記下段に

記載の注意事項と同様とさせて頂きます

※3月中に現行マンスリー会員様へご登録の方は、4月以降もマンスリー会員種別内の変更は可能です。PICKUP(プラス含む）会員様に変更後は、再度マンスリー

会員様へご登録の際は新規募集中の会員種別への変更のみとさせて頂きます

※GRIT、別途プログラムに記載の有料クラスは＋別途550円(税込)が必要になります（追加、都度の場合は追加価格・都度価格にプラス550円となります）

※事前予約は平日2枠、土日は3枠のご協力をお願いします。当日空きがございましたらご利用範囲に順じてご参加いただけます。

※「*FLEX8、CASUAL」会員様について追加ご案内・・・①次月への繰り越しご利用はできません。②ご利用範囲有効の日はお好きにお選び頂けます

（ご利用日の順に8回（CASUAL：4回）ご利用後、追加料金利用→ ご利用日順に問わず、ご希望の日を範囲内、または追加での利用と併用いただけます）

※マシンジム都度利用にもプリペードカードをご利用いただけます。※Onlineサービスについて・・・・別途案内をご参照いただき、お申込みくださいませ

※GRITおよび別途プログラム記

載の有料クラスは上記価格に別

途￥550-となります

■スタジオの定員数、情勢を踏まえ、新規受付のマンスリー会員プランを限定させて頂くことといたしました。また、新たにFLEX4,FLEX8のCASUAL料金を新設いたしました。

現在、PICKUP会員様から現行の「既存会員様向け」マンスリー会員様会員種別への変更は、3月中の受付分（3月途中スタートまたは4月1日スタート分）で終了とさせて頂きます。
2021年3月末日までに下記「既存会員様向け」マンスリー会員種別にご登録の方は、引き続き4月以降も同会員種別でご利用が可能です（「既存会員様向け」マンスリー会員種別同士の変更も可能です）

4月以降、マンスリー会員様を終了された場合（PICKUP,PICKUPプラス会員様への変更含む）、再度マンスリー会員様へのご登録は新しく募集する会員種別への登録のみとさせて頂きます。（右側「新規募集会員プラン一覧」をご参照くださいませ）

4月の会費プラン変更は3月31日迄とさせて頂きます。フロントまたはメール「adoption@trive-hgp.jp」で承ります。（変更に伴う会費調整は次月以降で行います、詳細はフロントにお問い合わせくださいませ）

■マシンジム利用について・・・4/1より顔認証登録システムを導入いたします。
4月～マシンジムご利用ご希望の方は、顔認証登録料￥2,200-(税込）で4月中マシンジム営業時間内をフリー利用頂けます（月～木10:00-23:00,土10:00-20:00,日10:00-18:00, 4/24(sat)10:00-より24時間ご利用可）

フリー利用をご希望の方は、3/29(月）より、随時顔認証登録を承ります（5月以降は別途月額料金が必要です。各会員種別案内をご参照くださいませ）。スタジオ営業時間内でマシンジム都度利用も可能です。下記をご参照くださいませ

※それぞれ

現行プランに

順ずる。

左記を参照く

ださい

30分 45分
60分

（＋TRIP)

Virtual
30分/45分

共通

インストラクタークラス

30分 45分
60分

（＋TRIP)

Virtual
30分/45分

共通

インストラクタークラス


