水 月 ス パ ＆ フィ ット ネ ス 会 員 の ご 案 内
コンラッド東京の29階に位置する
「水月スパ＆フィットネス」
では、
会員制度をご用意しています。25メートルの室内プール、
最新マシンを備えたジム、
スタジオ、ドライ
サウナ、
スチームサウナ、
ジェットバスを完備したフィットネスエリアに加え、
豊富なスパトリートメントメニューをご提供しています。

会員様には「水月スパ＆フィットネス」のトリートメントメニューやスパ商品の割引特典に加え、コンラッド東京のご宿泊やレストラン、バー＆ラウンジの特別料金など、
様々な特典をお楽しみいただけます。
施設利用特典

営業時間

・フィットネスエリア（ジム、
プール、
サウナ等）
のご利用

・年間契約ロッカー（年間使用料19,800円 / 着替え用ロッカーではありません）
・貸し出し用タオル、バスローブ

フィットネス
（ジム、
プール、
サウナ等）6:00 – 22:00（土・日・祝日を含む毎日）

スパ 9:00 – 22:00

・貸し出し用トレーニングウェア
・貸し出し用トレーニグシューズ

・スパ・正規トリートメントメニュー20%割引、
水月スパでの商品購入10%割引
（他優待との併用不可）
（28階 テナントショップでの割引はございません。
)

※トリートメント、
マッサージ、
パーソナルレッスン等をご利用の場合は、
別途定めました料金をお支払いいただきます。

・コンラッド東京内レストラン、
バー＆ラウンジにて飲食代 20%割引
（6名様まで
他優待との併用不可）

・コンラッド東京宿泊利用20%割引
（他優待との併用不可）

・駐車料金3時間まで無料 (ご宿泊の場合は、24時間無料）

入会金および会員資格保証金

年会費

入会金

会員資格保証金

合計

個人会員

1,500,000 円

100,000 円

1,600,000 円

456,000 円

法人会員

960,000 円

100,000 円

1,060,000 円

420,000 円

家族会員

840,000 円

100,000 円

940,000 円

288,000 円

記名式となります。
※上記料金は1名様の料金です。すべて、

※家族会員は、
配偶者および一親等内に限ります。
入会金、
年会費には消費税が含まれています。
※法人会員は、
2名様からのご入会になります。

※年会費は当年 4月より翌年3月を1年とし、
年度途中の入会の場合は月割りとして前納いただきます。
以後、
毎年3月に次年度分をお支払いいただきます。

※会員は同伴ビジターを5,000円のご料金にて、
お一人様1回につき2名様までお連れいただけます。

メンバーシップご入会は随時可能です。詳しくは
「水月スパ＆フィットネス」
までお気軽にお問合せください。

水 月ス パ & フィットネス

〒105-7337 東京都港区東新橋1-9-1 コンラッド東京 29 階

TEL 03-6388-8620

Email: Mizuki.ConradTokyo@conradhotels.com

MIZUK I SPA & FITNE SS ME MBE RSHIP INFORM ATION
Situated on the 29th ﬂoor of Conrad Tokyo, Mizuki Spa & Fitness offers annual ﬁtness memberships with three ﬂexible membership options to
put you on the path to enhanced personal wellbeing and relaxation. Mizuki Spa & Fitness offers the ultimate luxury gym experience in Tokyo,
combining the peaceful ambiance of a world-class spa with an all-inclusive ﬁtness component. It ʼs never been easier to stay in shape with our
state-of-the-art ﬁtness equipment, highly qualiﬁed attentive trainers, and remarkable amenities. Membership also includes a host of
additional privileges including discounts for spa treatments and spa shop products, at all restaurants & bar, special room rates, and more.
Y E A R LY M E M B E R S H I P S I N C L U D E T H E
FOLLOWING PRIVILEGES:

OPENING HOURS

・Free access to all ﬁtness facilities (gym, pool, locker room

Fitness Center - Daily from 6:00 am to 10:00 pm
Pool - Daily from 6:00 am to 10:00 pm
Spa - Daily from 9:00 am to 10:00 pm

including sauna and jet bath)
・Free rental of training wear, shoes, and swim suit
・Free rental of bathrobe and towels
・Entitled to a personal Locker (extra charge of 19,800 yen for one year)
・20% discount on all treatment fees
・10% discount on retail spa products
・20% discount on any restaurants and bar at Conrad Tokyo
・20% discount on accommodation rates
(including free 24 hours parking)
・3 hours free parking
Membership Fees

Annual Fee

Initiation Fee

Deposit

Total

Individual membership

1,500,000 yen

100,000 yen

1,600,000 yen

456,000 yen

Corporate membership

960,000 yen

100,000 yen

1,060,000 yen

420,000 yen

Family membership

840,000 yen

100,000 yen

940,000 yen

288,000 yen

※The fees listed above are for one person. Each membership is registered under a single name.

※Eligibility for the Family Membership is limited to the individual memberʼs spouse and blood relatives in the ﬁrst degree.
※Two persons or more are eligible for Corporate Membership.

※Annual fee cycle runs from April to March. Should you register for the membership in the midst of the annual fee cycle, annual fee is to be

calculated on a monthly basis.

※Usage of the facilities is free of charge unless established elsewhere, such as for any spa treatments or special lessons.

※Members may invite two visitors at a time, per member. The visitorsʼ fee will be 5,000 yen for each visitor. However, the Managing

Company reserves the right to change the number of allowed visitors at its own discretion.

To enquire about spa memberships, please feel free to contact Mizuki Spa & Fitness.

M i z u k i S p a & Fi t n e s s

Conrad Tokyo 29th ﬂoor, 1-9-1 Higashi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, 105-7337, Japan
TEL: +81-3-6388-8620 Email: Mizuki.ConradTokyo@conradhotels.com

