
 

 

 

 

             

                                  

◆利用対象者  ： 組合員本人とその扶養家族。 

 

◆会員証発行事務手数料 ： 1,000 円（税別） 

 (初回のみ)  

◆1 回あたりの利用料 ： 1,500 円（税別）                                   

          2,000 円（税別）【新宿店・港北店・聖路加店のみ】 

 
＊（ご入会の手続きに関しまして！） 

 

①お好きな店舗に、健康保険証（原本）をご持参いただき、オアシススタッフにご提示ください。 

 

 ②スタッフが、法人会員証申込用紙を、お渡ししますので、必要事項をご記載いただきます。 

 

③法人会員証添付用写真（無料）を撮影し、添付後、作成完了です。【一度、作成すると、 

  その法人会員証で、全店舗（ＲＡＦＥＥＬ・ﾌｨｯﾄＦＩＴ・らくティブ除く）が、ご利用いただけます。 

 ＊会員証発行事務手数料 1,000円（税別） 

 ＊初回来場時に会員証を作成いたします。申込書記入と写真撮影に 10分ほどかかりますので、 

   時間に余裕を持ってお越し下さい。 

 

この度、フィットネスクラブの東急スポーツオアシスと法人契約を、結びました！ 
日頃のストレス解消、健康づくりのため、是非ご利用ください。 
＊オアシス全店舗【ＲＡＦＥＥＬ、フィットＦＩＴ、らくティブを除く】が、2017年4月１日
より、下記、施設利用料でご利用できます。） 
（＊施設の所在地の詳細は、東急スポーツオアシスホームページをご参照ください。）  
                  （http://ｗｗｗ．ｓｐｏｒｔｓｏａｓｉｓ．ｃｏ．ｊｐ） 

東急スポーツオアシスが 

ご利用できます。 

「大阪機械工具商健康保険組合」 ご加入の組合員・ご家族の皆様へ                                 

 

 

 



全国の施設がご利用可能！ 
「アナタの街のオアシス。幅広いネットワークと立地のよさが魅力」 

東急スポーツオアシス 
〒107-0052 
東京都港区南青山2-6-21ＴＫ南青山ビル７階 
http://www.sportsoasis.co.jp 

                       オアシス 検索 

法人会員専用ダイヤル（本部） 

0120-999-778 
■お問合せ時間 
  

近畿圏オアシス利用店舗一覧 
  
江坂店 TEL. 06-6330-6780 

<平>9:00～23:00 <土>9:00～20:00 <日祝>9:00～20:00 

・休館日 毎週水曜日 

  

  

梅田店 TEL. 06-6348-0109 

<平>7:00～23:00 <土>10:00～21:00 <日祝>10:00～20:00 

・休館日 月2回 第１日曜日・20日 

  

  

心斎橋ＥＡＳT24Plus TEL. 06-6282-1090 

<平>7:00～23:00 <土>10:00～19:00 <日祝>10:00～19:00 

・休館日 毎週日曜日 

  

  

心斎橋ＷＥＳＴ２４Ｐｌｕｓ TEL. 06-6253-1109 

<平>10:00～23:00 <土>10:00～19:00 <日祝>10:00～19:00 

・休館日 毎週木曜日 

  

  
あべの店 TEL. 06-6641-6109 

<平>7:00～23:00 <土>9:00～21:00 <日祝>9:00～20:00 

・休館日 毎月15日・月末最終日 

  

  

鶴ヶ丘店 TEL. 06-4700-0109 

<平>9:00～24:00 <土>9:00～22:00 <日祝>9:00～20:00 

・休館日 毎週水曜日 

  

  

もりのみや店 TEL. 06-6944-0109 

<平>9:00～24:00 <土>9:00～22:00 <日祝>9:00～20:00 

・休館日 毎週火曜日 

  

  

狭山店 TEL. 072-365-8000 

<平>9:30～24:00 <土>9:30～21:00 <日祝>9:30～19:00 

・休館日 毎週水曜日 

  

茨木24Plus TEL. 072-635-0109 

<平>9:00～23:00 <土>9:00～21:00 <日祝>9:00～19:00 

・休館日 毎月15日・月末最終日 

 

 
桂川店 TEL. 075-924-0109 

<平>9:00～23:00 <土>9:00～22:00 <日祝>9:00～20:00 

・休館日 毎週木曜日 

  

  

住吉店 TEL. 078-821-8109 

<平>7:00～23:00 <土>9:30～22:30 <日祝>9:30～20:00 

・休館日 毎月15日・月末最終日 

  

  

三宮店 TEL. 078-333-8109 

<平>10:00～23:00 <土>10:00～20:00 <日祝>10:00～

19:00 

・休館日 毎週水曜日 

  

広島店 TEL. 082-242-1090 

<平>7:00～23:00 <土>9:00～21:00<日祝>9:00～19:00 

・休館日 毎週月曜日 

 

首都圏オアシス利用店舗一覧 
新宿店 TEL. 03-3200-0109 

<平>8:30～23:15 <土>9:30～22:00 <日祝>9:30～20:00 

・休館日 毎月15日･30日 

  

青山店 TEL. 03-5770-6109 

<平>8:00～22:30 <土>10:00～21:00 <日祝>10:00～20:00 

・休館日 毎月10日・25日 

  

聖路加ガーデン店 TEL. 03-3545-0109 

<平>10:00～23:00 <土>10:00～22:00 <日祝>10:00～

19:00 

・休館日 毎月5日・20日 

  

金町２４Plus TEL. 03-5876-0109 
<平>9:30～23:00 <土>9:00～21:00 <日祝>9:00～19:00 

・休館日 毎週水曜日 

  

多摩川店 TEL. 03-3756-0109 

<平>10:00～22:30 <土>10:00～22:00 <日祝>10:00～

18:30 

・休館日 毎週月曜日 

  

雪谷店TEL. 03-6425-0109 

<平>10:00～23:00 <土>10:00～21:00 <日祝>10:00～

20:00 

・休館日 毎週水曜日 

港北店 TEL. 045-595-1091 

<平>10:00～23:00 <土>10:00～21:00 <日祝>10:00～

19:00 

・休館日 毎週水曜日 

  

横須賀店 TEL. 046-820-0109 

<平>10:00～23:00 <土>10:00～22:00 <日祝>10:00～

20:00 

・休館日 毎週水曜日 

  

戸塚店 TEL. 045-869-1090 

<平>9:00～23:00 <土>9:00～21:00 <日祝>9:00～20:00 

・休館日 毎週水曜日 

  

本厚木店 TEL. 046-297-0109 

<平>10:00～22:30 <土>10:00～21:00 <日祝>10:00～

20:00 

・休館日 毎週木曜日 

  

浦和店 TEL. 048-887-4109 

<平>10:00～23:00 <土>10:00～22:00 <日祝>10:00～

19:00 

・休館日 毎週金曜日 

  

川口店TEL. 048-226-0109 

<平>9:00～23:00 <土>9:00～22:00 <日祝>9:00～20:00 

・休館日 毎週月曜日 

十条店 TEL. 03-5948-1091 

<平>9:30～23:00 <土>9:30～22:00 <日祝>9:30～

19:00 

・休館日 毎週水曜日 

  

本駒込店 TEL. 03-5940-0109 

<平>7:00～23:00 <土>10:00～21:00 <日祝>10:00～

20:00 

・休館日 毎週水曜日 

  

南大沢店 TEL. 042-670-3109 

<平>10:00～23:00 <土>10:00～22:00 <日祝>10:00～

20:00 

・休館日 毎週水曜日 

  

武蔵小金井店 TEL. 042-388-0109 

<平>9:00～23:00 <土>9:00～22:00 <日祝>9:00～

20:00 

・休館日 毎月5日、20日 

 

赤塚24Plus TEL. 03-5967-0109 

<平>9:00～23:00 <土>9:00～21:00 <日祝>9:00～

19:00 

・休館日 毎週水曜日 

  

武蔵小杉２４Plus TEL. 044-722-5222 

<平>10:00～23:00 <土>9:00～21:00 <日祝>9:00～

19:00 

・休館日 毎月 5日・15日･ 25日 

24Ｐlus各店ご利用は通常営業時間内となります。 

（*2017年4月１日現在） 




