
大和ハウスグループ共通商品券
ご利用可能施設一覧

ご利用に際してのご注意

• 本券は下記に記載のある各加盟店でご利
用いただけます。
• 本券は現金とのお引き換えはいたしません。
またお釣り銭もお出しできません。
• 本券の盗難・紛失または破損に関しては
当社はその責を負いません。
•ミシン線を切り取られますと無効となります。
• 本券の有効期間は発行日より1年間です。

みほん

https://www.daiwahousefinancial.co.jp

東 京  ０３ｰ５９９６ｰ１７９１
大 阪  ０６ｰ７７０９ｰ８０５３

HeartOneカードインフォメーションセンター

（９:００～１７:００１月１日休み）
※HeartOneプラチナ・アメリカン・エキスプレスカード会員
の方は、カード裏面のフリーダイヤルへご連絡ください。

施設名 所在地 電話番号

西脇ロイヤルホテル

西脇ロイヤルホテル 兵庫県西脇市西脇991 0795-23-2000

ダイワロイヤルゴルフ

鹿部カントリー倶楽部 北海道茅部郡鹿部町字本別530-248 01372-7-3131

宮城蔵王カントリークラブ 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字土浮山2-132 0224-34-3700

アローエースゴルフクラブ 栃木県矢板市成田1625-1 0287-43-3377

能登ゴルフ倶楽部 石川県羽咋郡志賀町大津峰山5 0767-32-1212

タートルエースゴルフ倶楽部 三重県亀山市山下町1055 0595-83-1212

伊勢志摩カントリークラブ 三重県志摩市磯部町的矢字白ヶ谷187-1 0599-57-3251

コムウッドゴルフクラブ 滋賀県甲賀市甲賀町大原上田111 0748-88-3388

シプレカントリークラブ 奈良県五條市木ノ原町963 0747-22-8181

佐賀ロイヤルゴルフクラブ 佐賀県唐津市相知町相知2548-1 0955-62-2447

高千穂カントリー倶楽部 鹿児島県霧島市霧島田口2703-20 0995-57-1255

ダイワロイネットホテルズ ※レストランではご利用いただけません。

ダイワロイネットホテル札幌すすきの 北海道札幌市中央区南四条西1丁目2-1 011-530-0755

ダイワロイネットホテル札幌中島公園 北海道札幌市中央区南9条西5丁目1 番地1号 011-530-6755

ダイワロイネットホテル青森 青森県青森市新町1-11-16 017-732-7380

ダイワロイネットホテル八戸 青森県八戸市八日町1-1 0178-73-2555

ダイワロイネットホテル盛岡駅前 岩手県盛岡市盛岡駅前通7－15 019-621-8555

ダイワロイネットホテル盛岡 岩手県盛岡市大通1-8-10 019-604-2155

ダイワロイネットホテル仙台西口 宮城県仙台市青葉区中央三丁目7-4 022-217-7255

ダイワロイネットホテル仙台一番町 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目2‒2 022-796-7685

ダイワロイネットホテル仙台 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-37 022-293-7055

ダイワロイネットホテル秋田 秋田県秋田市大町2-2-41 018-883-0500

ダイワロイネットホテル山形駅前 山形県山形市幸町2-9 023-627-7255

ダイワロイネットホテル郡山駅前 福島県郡山市駅前1-6-10 024-927-4855

ダイワロイネットホテル水戸 茨城県水戸市宮町1-7-44 COMBOX310 6階 029-303-3311

ダイワロイネットホテルつくば 茨城県つくば市吾妻1-5-7 029-863-3755

ダイワロイネットホテル宇都宮 栃木県宇都宮市東宿郷1-4-14 028-610-0455

ダイワロイネットホテル千葉中央 千葉県千葉市中央区本千葉町2-11 043-205-4980

ダイワロイネットホテル千葉駅前 千葉県千葉市中央区富士見1-1-14 043-202-4755

ダイワロイネットホテル東京京橋 東京都中央区京橋2-8-20 03-5579-5850

ダイワロイネットホテル銀座 東京都中央区銀座1-13-15 03-5159-1380

ダイワロイネットホテル新橋 東京都港区新橋1-17-2 03-3500-5080 

ダイワロイネットホテル西新宿 東京都新宿区西新宿6丁目12-39 03-5909-8480

ダイワロイネットホテル東京有明 東京都江東区有明3-7-3 03-3599-6180

ダイワロイネットホテル東京大崎 東京都品川区大崎2-1-3 03-5496-5055

ダイワロイネットホテル池袋東口 東京都豊島区南池袋1-20-8 03-6811-2880

ダイワロイネットホテル東京赤羽 東京都北区赤羽南1-9-13 03-5249-4055

ダイワロイネットホテル川崎 神奈川県川崎市川崎区砂子2-6-15 044-210-2055

ダイワロイネットホテル新横浜 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-1 045-473-4155

ダイワロイネットホテル横浜公園 神奈川県横浜市中区山下町204-1 045-664-3745

ダイワロイネットホテル横浜関内 神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-4 045-252-1475

ダイワロイネットホテル富山駅前 富山県富山市桜町1-3-1 076-471-6422

ダイワロイネットホテル富山 富山県富山市荒町6-1 076-420-0055

ダイワロイネットホテル金沢駅西口 石川県金沢市広岡1-12-17 076-224-5280

ダイワロイネットホテル金沢 MIYABI 石川県金沢市広岡1-3-37 076-223-6186

ダイワロイネットホテル岐阜 岐阜県岐阜市神田町8-5 058-212-0055

ダイワロイネットホテルぬまづ 静岡県沼津市大手町1-1-4 プラサ ヴェルデ 055-925-8955

ダイワロイネットホテル浜松 静岡県浜松市中区旭町9-1 053-455-8855

ダイワロイネットホテル名古屋駅前 愛知県名古屋市中村区名駅南1-23-20 052-541-3955

ダイワロイネットホテル名古屋新幹線口 愛知県名古屋市中村区椿町1-23 052-452-7055

ダイワロイネットホテル名古屋太閤通口 愛知県名古屋市中村区椿町18-10 052-459-3155

ダイワロイネットホテル名古屋納屋橋 愛知県名古屋市中区栄1-2-27 052-211-6186

ダイワロイネットホテル名古屋伏見 愛知県名古屋市中区栄1-5-21 052-265-6186

ダイワロイネットホテル京都四条烏丸 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町678 075-342-1166

施設名 所在地 電話番号

ダイワロイネットホテル京都駅前 京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町707-2 075-344-3055

ダイワロイネットホテル京都テラス八条東口 京都府京都市南区東九条東山王町14-1 075-682-0855

ダイワロイネットホテル京都グランデ※1 京都府京都市南区東九条西岩本町15 075-950-6186

ダイワロイネットホテル京都八条口 京都府京都市南区東九条北烏丸町9-2 075-693-0055

ダイワロイネットホテル大阪東天満 大阪府大阪市北区東天満2-6-3 06-6351-6186

ダイワロイネットホテル大阪新梅田 大阪府大阪市福島区福島 6-16-1 06-4797-6186

ダイワロイネットホテル大阪北浜 大阪府大阪市中央区高麗橋2-2-14 06-6228-1255

ダイワロイネットホテル大阪堺筋本町 大阪府大阪市中央区本町1丁目5番10号 06-4256-0655

ダイワロイネットホテル大阪心斎橋 大阪府大阪市中央区南船場3-9-8 06-6575-7155

ダイワロイネットホテル四ツ橋 大阪府大阪市西区新町1-10-12 06-6534-8055

ダイワロイネットホテル大阪上本町 大阪府大阪市天王寺区上本町6-7-5 06-4305-1955

ダイワロイネットホテル堺東 大阪府堺市堺区新町5-13 072-224-9055

ダイワロイネットホテル神戸三宮中央通り 兵庫県神戸市中央区三宮町1-2-2 078-894-3420

ダイワロイネットホテル神戸三宮 兵庫県神戸市中央区御幸通5-1-6 078-291-4055

ダイワロイネットホテル姫路 兵庫県姫路市駅前町353 079-287-0655

ダイワロイネットホテル奈良 奈良県奈良市三条本町11番12号 0742-30-6186

ダイワロイネットホテル和歌山 和歌山県和歌山市七番丁26-1 073-435-0055

ダイワロイネットホテル岡山駅前 岡山県岡山市北区駅前町1-1-1 086-803-0055

ダイワロイネットホテル広島駅前 広島県広島市東区二葉の里3-5-7 082-554-1455 

ダイワロイネットホテル広島 広島県広島市中区国泰寺町1-3-20 082-545-2955

ダイワロイネットホテル福山駅前 広島県福山市三之丸町2-16 084-973-6880

ダイワロイネットホテル徳島駅前 徳島県徳島市寺島本町東3-8 088-611-8455

ダイワロイネットホテル高松 香川県高松市丸亀町8-23 087-811-7855

ダイワロイネットホテル松山 愛媛県松山市一番町2-6-5 089-913-1355

ダイワロイネットホテル小倉駅前 福岡県北九州市小倉北区魚町1-5-14 093-513-7580

ダイワロイネットホテル福岡西中洲 福岡県福岡市中央区西中洲1-9 092-409-3155

ダイワロイネットホテル博多祇園 福岡県福岡市博多区祇園町1-24 092-281-3600

ダイワロイネットホテル博多冷泉 福岡県福岡市博多区冷泉町2-7 092-409-4755

ダイワロイネットホテル熊本 熊本県熊本市中央区花畑町10-22 096-319-1050

ダイワロイネットホテル熊本銀座通り 熊本県熊本市中央区下通一丁目9番1号 096-312-0655

ダイワロイネットホテル大分 大分県大分市荷揚町2-3 097-535-0022

ダイワロイネットホテル鹿児島天文館 鹿児島県鹿児島市千日町1番1号 099-216-7255

ダイワロイネットホテル沖縄県庁前 沖縄県那覇市泉崎1-11-2 098-860-1855

ダイワロイネットホテル那覇国際通り 沖縄県那覇市安里2-1-1 098-868-9055

ダイワロイネットホテル那覇おもろまち 沖縄県那覇市おもろまち1-1-12 098-862-4555

スポーツクラブNAS ※会費のお支払いにはご利用いただけません。

スポーツクラブNAS東札幌 北海道札幌市白石区東札幌4条1丁目1-1 ラソラ札幌Bタウン2F 011-823-7770

スポーツクラブNAS札幌 北海道札幌市西区西町南6丁目1番1号 西友西町店4F 0120-732-860

スポーツクラブNAS Vit Park 札幌 北海道札幌市中央区北4条東7丁目 011-252-7174 

スポーツクラブNAS新潟 新潟県新潟市中央区新光町1-24 025-288-2001

スポーツクラブNAS長岡 新潟県長岡市南町1-5-7 ロイヤルプラザ長岡2F 0258-33-2632

スポーツクラブNAS勝どき 東京都中央区勝どき1丁目-1-1 プラザ勝どきA棟2F 03-5560-9101

フィットネス&スパNAS リバーシティ21                   東京都中央区佃2-2-9 03-5548-5501

スポーツクラブNAS大崎 東京都品川区大崎2-1-3 ダイワロイネットホテル（フロント2F） 03-5496-0827

ホットヨガスタジオ美温 大崎 東京都品川区大崎2-1-3 03-5719-2665

スポーツクラブNAS西日暮里 東京都荒川区西日暮里5-20-1 03-6458-3321

スポーツクラブNAS町屋 東京都荒川区荒川6-4-9 03-3892-5821

スポーツクラブNAS光が丘 東京都練馬区光が丘5-1 IMAショッピングセンター専門店街5F 03-3976-2811

インドアテニススクールNAS光が丘 東京都練馬区光が丘5-1 IMAショッピングセンター専門店街5F 03-3976-2811

スポーツクラブNAS吉祥寺 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-27-1 0422-48-2241

スポーツクラブNAS聖蹟桜ヶ丘 東京都多摩市関戸1-7-5 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターC館3F 042-337-2700

スポーツクラブNAS永山 東京都多摩市諏訪2-12 ACROS 4F 042-371-4111

スポーツクラブNAS若葉台 東京都稲城市若葉台2-1-1 フレスポ若葉台EAST 3F 042-350-5400

スポーツクラブNAS赤坂 東京都千代田区永田町2-13-10 プルデンシャルタワー2F 03-5510-4001

スポーツクラブNAS芦花公園 東京都世田谷区南烏山1-10-22 1・2F 03-5316-4501

ホットヨガスタジオ美温 芦花公園 東京都世田谷区南烏山1-10-22 03-5316-2301

※1 2023年5月31日をもちまして閉館いたします。詳細はダイワロイネットホテルズ公式HPをご確認ください。



施設名 所在地 電話番号

ロイヤルホームセンター越谷 埼玉県越谷市相模町1-258 048-985-3600

ロイヤルプロ草加谷塚 埼玉県草加市谷塚上町480 048-920-3133

ロイヤルホームセンター戸田公園 埼玉県戸田市川岸3-1-7 048-420-5500

ロイヤルホームセンター足立鹿浜 東京都足立区堀之内1-13-13 03-5647-5711

ロイヤルホームセンター南千住 東京都荒川区南千住4-1-4 03-5615-5631

ロイヤルプロ横浜旭 神奈川県横浜市旭区上白根3-37-1 045-959-1151

ロイヤルホームセンター野田 千葉県野田市七光台4-2 イオンタウン野田七光台 B棟 04-7127-8777

ロイヤルホームセンター柏 千葉県柏市大山台2-4 モラージュ柏 04-7136-9333

ロイヤルホームセンター南増尾 千葉県柏市南増尾7-9-26 04-7178-0170

ロイヤル金物松戸みのり台 千葉県松戸市稔台417 047-331-0911

ロイヤルホームセンター松戸 千葉県松戸市松戸新田125-1 047-368-6191

ロイヤルホームセンター白井 千葉県白井市冨士137-2 047-441-7222

ロイヤルホームセンター習志野 千葉県習志野市東習志野6-7-15 047-403-1311

ロイヤルホームセンター佐倉 千葉県佐倉市石川543-1 043-483-7220

ロイヤルホームセンター千葉北 千葉県千葉市稲毛区六方町75-1 043-304-3711

ロイヤルホームセンター千葉 千葉県千葉市若葉区若松町2126-1 043-232-7881

ロイヤルホームセンター千葉みなと 千葉県千葉市美浜区新港170ｰ1 043-204-1077

ロイヤルホームセンター梶ヶ谷 神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷99-1 044-852-6381

ロイヤルホームセンター相模原橋本 神奈川県相模原市緑区西橋本3-9-8 042-771-4411

ロイヤルプロ横浜港北インタ－ 神奈川県横浜市都筑区川向町2003番地5 045-478-0522

ロイヤルホームセンター横浜四季の森 神奈川県横浜市旭区上白根3-41-1 045-958-1277

ロイヤルホームセンター伊勢原 神奈川県伊勢原市板戸8 0463-92-8021

ロイヤルホームセンター港南台 神奈川県横浜市港南区港南台6-21-1 045-833-5156

ロイヤルプロ藤沢並木台 神奈川県藤沢市並木台2-10-10 0466-23-5700

ロイヤルホームセンター藤沢 神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1 湘南モールフィル 0466-31-6311

ロイヤルホームセンター湘南大磯 神奈川県中郡大磯町高麗3-4-17 0463-33-8851

ロイヤルホームセンター戸塚深谷 神奈川県横浜市戸塚区深谷町1051-1 045-858-3801

ロイヤルホームセンター長久手 愛知県長久手市勝入塚715 0561-62-9088

ロイヤルホームセンター新守山 愛知県名古屋市守山区新守山2830 052-795-7511

ロイヤルホームセンター西枇杷島 愛知県清須市西枇杷島町押花5 052-502-7741

ロイヤルプロ清須 愛知県清須市助七芳花15-1 052-408-5231

ロイヤルホームセンター津島 愛知県津島市柳原町3-1-1 0567-22-3171

ロイヤルホームセンター守山 滋賀県守山市矢島町149 077-585-5531

ロイヤルホームセンター物集女 京都府向日市物集女町北ノ口16-3 075-931-6641

ロイヤルプロ醍醐 京都府京都市伏見区醍醐合場町23 075-574-2001

ロイヤルプロ向日 京都府向日市上植野町尻引15番 075-935-9911

ロイヤルプロ京都横大路 京都府京都市伏見区横大路天王前9-1 075-604-6655

ロイヤルホームセンター押熊 奈良県奈良市押熊町1051-1 0742-51-7011

ロイヤルホームセンター奈良 奈良県奈良市西九条町3-13 0742-61-3351

ロイヤルホームセンター枚方 大阪府枚方市春日西町2-2-1 072-859-7311

ロイヤルホームセンター吹田 大阪府吹田市岸部中2-4-1 06-6330-6551

ロイヤルホームセンター森ノ宮 大阪府大阪市中央区玉造1-1-31 06-6191-5666

ロイヤルプロ住之江公園 大阪府大阪市住之江区南加賀屋1丁目1-101 06-4702-7400

ロイヤルホームセンター堺 大阪府堺市中区深井北町637-2 072-270-2345

ロイヤルホームセンター河内長野 大阪府河内長野市本多町4-33 0721-50-3111

ロイヤルホームセンター豊中 大阪府豊中市服部寿町5-92-1 06-6867-1177

ロイヤルホームセンター三田 兵庫県三田市大原213-1 079-564-5591

ロイヤルホームセンターキセラ川西 兵庫県川西市火打1-18-2 072-756-6660

ロイヤルホームセンター北神戸 兵庫県神戸市北区八多町中1030　グリーンガーデンモール北神戸 078-950-2977

ロイヤルホームセンター塚口 兵庫県尼崎市南塚口町4-5-88 06-4961-7611

ロイヤルホームセンター宝塚 兵庫県宝塚市東洋町5-13 0797-76-5530

ロイヤルホームセンター西宮 兵庫県西宮市大社町9-55 0798-74-6831

ロイヤルホームセンター西宮中央 兵庫県西宮市津門大塚町11-56 0798-38-6650

ロイヤルホームセンター東灘魚崎 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町2-3-24 078-846-2252

ロイヤルプロ伊川谷 兵庫県神戸市西区前開南町1-1-15 078-975-4451

ロイヤルホームセンター加古川 兵庫県加古川市平岡町一色255-1 079-436-0851

ロイヤルホームセンター築港 岡山県岡山市南区築港元町13-28 086-265-5700

ロイヤルホームセンター矢賀 広島県広島市東区矢賀5-1-1 082-282-1251

ショッピング ※一部ご利用いただけない店舗がございます。

イーアスつくば 茨城県つくば市研究学園5-19 029-828-8000

イーアス高尾 東京都八王子市東浅川町550-1 042-667-2960

湘南モールフィル 神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1 0466-31-6100

アクロスモール新鎌ケ谷 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-12-1 047-446-7787

フォレオ大津一里山 滋賀県大津市一里山7-1-1 077-547-0777

アルパーク 広島県広島市西区草津新町2-26-1 082-501-1000

沖縄アウトレットモール あしびなー 沖縄県豊見城市豊崎1-188 098-891-6000

イーアス沖縄豊崎 沖縄県豊見城市豊崎3-35 098-840-6900

施設名 所在地 電話番号

ホットヨガスタジオ美温 東京オペラシティ 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティ 1F 03-6300-4051

ホットヨガスタジオ美温 三鷹 東京都三鷹市下連雀3-27-13 正栄ビル2F 0422-40-1700

スポーツクラブNAS高尾 東京都八王子市東浅川町550-1 イーアス高尾2F 042-673-6591

ホットヨガスタジオ美温 高尾 東京都八王子市東浅川町550-1 イーアス高尾2F 042-673-6593

スポーツクラブNAS西葛西 東京都江戸川区西葛西6-15-24 03-6456-0645

ホットヨガスタジオBODY UP 西葛西 東京都江戸川区西葛西6-15-24 03-6456-0646

スポーツクラブNAS篠崎 東京都江戸川区篠崎町2-6-21 03-5879-8921

ホットコラーゲンスタジオPURUMO 篠崎 東京都江戸川区篠崎町2-6-21 03-5879-8923

スポーツクラブNAS新鎌ヶ谷 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-12-1 アクロスモール新鎌ケ谷3F 047-446-3900

ホットヨガスタジオ美温 新鎌ヶ谷 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-12-1 アクロスモール新鎌ケ谷3F 047-401-2828

スポーツクラブNAS西船橋 千葉県船橋市印内町640 047-431-0345

ホットヨガスタジオ美温 西船橋 千葉県船橋市印内町640 047-431-0363

スポーツクラブNAS松戸 千葉県松戸市本町4-1 （松戸駅西口千葉銀行横） 047-361-2188

スポーツクラブNAS稲毛海岸 千葉県千葉市美浜区高洲3-8-1 043-277-5211

スポーツクラブNASおゆみ野 千葉県千葉市緑区おゆみ野5-43-2 043-291-2811

テニスクラブNASこしがや 埼玉県越谷市赤山町4-20-1 048-965-3861

テニスクラブNAS志木 埼玉県志木市館 2-3-9 048-474-9704

スポーツクラブNAS蕨 埼玉県蕨市中央1-13-1 048-423-8466 

ホットコラーゲンスタジオPURUMO蕨 埼玉県蕨市中央1-13-1 048-423-8482 

スポーツクラブNAS武蔵浦和 埼玉県さいたま市南区別所7-6-8 ライブタワー武蔵浦和3F 0120-73-6340

ホットヨガスタジオ美温 武蔵浦和 埼玉県さいたま市南区別所7-6-8 ライブタワー武蔵浦和3F 048-710-6922

スポーツクラブNAS東大宮（新館） 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目26-1 048-793-4950 

ホットヨガスタジオBODY UP東大宮（新館） 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目26-1 048-793-4951

スポーツクラブNAS南林間 神奈川県大和市南林間1-2-16 046-204-8521

スポーツクラブNAS平塚 神奈川県平塚市紅谷町6-7 0463-73-6079 

スポーツクラブNAS湘南台 神奈川県藤沢市湘南台1-7-7 0466-47-7081

スポーツクラブNAS藤沢 神奈川県藤沢市藤沢490-1 0466-21-8981

ホットヨガスタジオ美温 藤沢 神奈川県藤沢市藤沢490-1 0466-53-9730

スポーツクラブNAS新川崎 神奈川県川崎市幸区新川崎5-2 シンカモール4F-5F 044-201-7581

スポーツクラブNAS溝の口 神奈川県川崎市高津区溝口1-12-12 044-328-9950

ホットヨガスタジオ美温 溝の口 神奈川県川崎市高津区溝口1-12-12 044-328-9970

スポーツクラブNAS中山 神奈川県横浜市緑区台村町135-5 パーシモンプラザ 3階 045-507-5361

スポーツクラブNAS戸塚 神奈川県横浜市戸塚区吉田町3001-3 045-869-6381

スポーツクラブNAS瀬谷 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4-7-5 045-459-9551

スポーツクラブNASサンマルシェ 愛知県春日井市中央台2-1-11 0568-92-1718

テニスクラブNASサンマルシェ 愛知県春日井市中央台2-1-14 0568-92-8107

スポーツクラブNAS稲沢 愛知県稲沢市西町3-15-54 「ニッケタウン稲沢」内 0587-96-7000

スポーツクラブNAS大高 愛知県名古屋市緑区高根山1-1501 052-883-8921

ホットヨガスタジオ美温 大高 愛知県名古屋市緑区高根山1-1501 052-883-8914

スポーツクラブNAS大阪ドームシティ 大阪府大阪市西区九条南1-12-33 フォレオ大阪ドームシティ3F 06-6582-8002

スポーツクラブNAS小阪 大阪府東大阪市御厨栄町1-1-3 06-6743-6328 

ホットヨガスタジオBODY UP小阪 大阪府東大阪市御厨栄町1-1-3 06-6743-6378

スポーツクラブNAS平野 大阪府大阪市平野区背戸口3-9-19 06-6718-6162 

ホットコラーゲンスタジオPURUMO平野 大阪府大阪市平野区背戸口3-9-19 06-6718-6163 

スポーツクラブNASなんばパークス 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスT‐terrace1F 101号 06-6648-7355

スポーツクラブNASあべの 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2-3-47 06-6115-7530

ホットヨガスタジオ美温 あべの 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2-3-47 06-6115-7531

スポーツクラブNASなかもず 大阪府堺市北区中百舌鳥町2-68 072-267-4545

ホットヨガスタジオ美温 なかもず 大阪府堺市北区中百舌鳥町2-68 072-267-4438

スポーツクラブNAS鳳 大阪府堺市西区鳳東町2-172-1 072-349-7230 

ホットコラーゲンスタジオPURUMO鳳 大阪府堺市西区鳳東町2-172-1 072-349-7236

RUNNING BASE大阪城 大阪府大阪市中央区大阪城3-1 JO-TERRACE OSAKA内E TERRACE 104 06-6450-6613

スポーツクラブNAS大津一里山 滋賀県大津市一里山7-1-1 フォレオ大津一里山内 077-547-0808

ホットヨガスタジオ美温 大津一里山 滋賀県大津市一里山7-1-1 フォレオ大津一里山内 077-548-3033

スポーツクラブNAS伏見桃山 京都府京都市伏見区竹中町609 075-604-5557

スポーツクラブNAS学園前 奈良県奈良市学園北一丁目2番11号 0742-53-7782

ホットコラーゲンスタジオPURUMO学園前 奈良県奈良市学園北一丁目2番11号 0742-94-3162

スポーツクラブNASウッディタウン 兵庫県三田市すずかけ台 2-3-1 えるむプラザ3F 079-565-5700

スポーツクラブNAS長崎 長崎県長崎市葉山1-6-37 西友道の尾店パーキング棟 095-855-2033

スポーツクラブNAS博多 福岡県福岡市博多区東那珂1丁目14-46 フォレオ博多（旧クイズモール博多）3F 092-433-3500

スポーツクラブNAS姪浜 福岡県福岡市西区内浜1丁目2-11 092-892-1011

ホットヨガスタジオ美温 姪浜 福岡県福岡市西区内浜1丁目2-11 092-881-7706

スポーツクラブNAS六本松 福岡県福岡市中央区六本松2-2-20 092-406-8830

ホットヨガスタジオ美温 六本松 福岡県福岡市中央区六本松2-2-20 092-406-8750

スポーツクラブNASパークプレイス大分 大分県大分市公園通り西1丁目6675-4 パークプレイス大分隣り 097-520-6691

ロイヤルホームセンター

ロイヤルホームセンター牛久 茨城県牛久市中央3-2 029-874-6591

ロイヤルホームセンター小山 栃木県小山市西城南3-1-9 0285-27-2111

ロイヤル金物北本 埼玉県北本市本宿5-172-1 048-590-6644

本誌の掲載内容は2023年３月1日現在のものです｡ 予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 KE-3-202304


