
 

 

2015 年 9 月 18 日 

株式会社ジェイアール東日本スポーツ  

株式会社ビューカード 

 

健康と運動のある毎日を応援する新会員組織 

「 FIT（フィット）」を設立 

 

 株式会社ジェイアール東日本スポーツ（本社:東京都豊島区、代表取締役社長:岩﨑 伊佐雄）と株式
会社ビューカード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:中村 弘之）は、ジェイアール東日本スポー
ツのフィットネスクラブやリラクゼーションサロンなどで培ったノウハウを活用し、健康と運動のあ
る毎日を応援するビューカード会員限定の新たな会員組織「FIT（フィット）」を立ち上げます。 

 
「FIT」にご入会いただくと、「会員限定イベントへの参加」や「メールによるクーポンや最新情報の

配信」の他、「ジェクサー・フィットネスクラブの利用」や「リラクゼの優待特典」のサービスをご利
用いただけます。 

 
2015 年 9 月 18 日よりご入会の受付を開始、10 月 1 日よりサービスの提供を開始しますので、是非

ご入会ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．FIT の概要 

名  称  健康と運動のある毎日を応援する会員組織「FIT（フィット）」（※1） 

サービス開始日 2015 年 10 月 1 日 

入会金・年会費 無料（※2） 

サービス内容 項目２．「FIT 会員のサービス内容」をご覧ください。 

入会条件 株式会社ビューカードが発行するクレジットカード「ビューカード」の会員であること。（※3） 

入会方法 FIT 公式サイトの登録フォームに、必要事項をご入力のうえ入会登録を行ってください。 

公式サイト http://www.jresports.co.jp/service/index.html 

 
※1：「FIT（フィット）」の名称の由来及びコンセプトについては別紙をご参照ください。 

※2：発表時点の情報となります。その後予告なしに変更となる場合があります。 

※3：「ビュー法人カード」及び マークのあるカードは対象外となります。 

 



２．FIT 会員へのサービス内容 

 

（１）会員限定イベントへの参加 
   会員限定のイベントを多数開催します。フィットネスや運動の枠に捉われず、健康に関連し 

た様々なイベントやセミナーを実施します。 
 

※9 月よりイベントを開始いたします。（詳細は別紙をご参照ください。） 

 

 （２）メールによるクーポンや最新情報の配信 

    メールによるクーポンの配信や JR 東日本グループ等の健康に関する商品やサービスの最新 

情報を配信します。 
 

※クーポン配信例…お誕生月リラクゼ 20％OFF クーポン、手ぶらでジェクサー利用クーポン等。 

 

 

 （３）ジェクサー・フィットネスクラブの利用 
    駅近フィットネスクラブ「ジェクサー」を 1 回 3,240 円（税込） 

にてご利用いただけます。さらに、ビューゴールドプラスカード会員 

の方は、無料レンタルタオルの特典が付きます。 
 

※対象店舗は「ジェクサー・フィットネスクラブ」、「ジェクサー・フィットネス＆スパ」の全 12 店舗となります。 
※当サービスをご利用の際は、店頭にて「FIT」会員証とお持ちのビューカードをご提示ください。 

（ビューゴールドプラスカード会員の特典を受ける場合は、ビューゴールドプラスカードをご提示ください。） 
※ご利用料金のお支払い方法はご提示いただいたビューカードでのお支払いとなります。 

 

 

 （４）リラクゼーションスポット「リラクゼ」の優待特典 

    駅ちか・駅ナカのほぐし・整体「リラクゼ」にて、来店毎に付与 

される「リラクゼポイント」が通常１ポイントのところ、さらに１ 

ポイント付与されます。ポイントがたまりますと、10 ポイントごと 

に「次回ご利用割引券」をプレゼントいたします。 
 

※対象店舗は nonowa 西国分寺店、nonowa 東小金井店、ビーンズ武蔵浦和店を除く 20 店舗となります。 

※当サービスをご利用の際は、店頭にて「FIT」会員証とお持ちのビューカードをご提示ください。 

※ご利用料金のお支払い方法はご提示いただいたビューカードでのお支払いとなります。 

※リラクゼポイントとは、リラクゼ利用時に付与されるポイントです。 

 

 

３．先行入会キャンペーンの実施について 
  2015 年 10 月 1 日のサービス開始に先立って、キャンペーン期間中にご入会いただくと下記の特典が

受けられる先行入会キャンペーンを実施します。 

 

 （１）対象期間 

    2015 年 9 月 18 日 ～ 9 月 30 日 

 

 （２）特典内容 

    ①ジェクサー・フィットネスクラブ利用 1 回無料 

    ②リラクゼ初回利用 30％OFF 
 

※上記特典は対象期間内にご入会いただいた方へ、後日メールでクーポンを配信します。 
※他の特典との併用はできません。 

 

 

※プレスリリースに掲載されている内容、価格、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。 

その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 



別紙 

１．「FIT」のコンセプトについて 

 

  「 Fitness In Time. 生活にフィットネスを。」 

 

  ジェイアール東日本スポーツは、現在も未来も変わらず追求し続ける、フィットネスに関するサー 

ビスを、より広く、多くの方に提供することをミッションに掲げます。 

 

日々の生活に少しだけフィットネスのエッセンスを加えてみましょう。 

きっかけは些細なこと。「ちょっと○○してみたい」「ちょっと○○に行ってみたい」。 

そんな小さな動機から新たな行動が生まれ、発見があり、気が付けばあなたのライフスタイルがもっ 

と良いものになっていくはず。 

 

Fitness In Time. 

 

私たちは、ひとりひとりの健康を応援する、あなたに合う、FIT（フィット）するサービスを提案して 

いきます。 

 

 

２．「FIT」の名称について 

  「FIT」とは、本会員組織のコンセプトである「Fitness In Time. 生活にフィットネスを。」の頭文字を 

とった造語です。また、会員さまひとりひとりに合う「FIT（フィット）する」サービスの提供を目指す 

という想いも込めています。 

 

 

３．イベント情報 

現在、開催を予定している FIT 主催イベントのご案内です。 

 

（１）週末運動広場 Run Field「Tokyo Night Runnin’」 参加申込受付中 

    サービス開始を前にプレイベントとして、夜の東京を走るファンランイベントを開催します。 

スマートフォン等を片手に、写真を撮ったり、SNS でシェアしたり、楽しみながらゆっくり走るイベ 

ントです。 

 

    ①日  時：2015 年 9 月 26 日（土）18:30～20:00 ※雨天･荒天中止 

    ②コ ー ス：スタート：ジェクサー四谷（外濠公園） 

          → 虎ノ門ヒルズ → ゴール：東京タワー 約 4.5km 

    ③定  員：先着 30 名 

    ④料  金：参加料 1,000 円（税込）、荷物配送料 500 円（税込） 

          ※ゴール地点の東京タワーまで荷物を運搬します。 

    ⑤参加方法：FIT ウェブサイトより事前申込受付中、2015 年 9 月 23 日締切。 



 

 

（２）週末運動広場 Yoga Field「Morning Beach Yoga」 9 月 18 日参加申込受付開始 

    FIT のスタートを記念して、朝の由比ヶ浜にてビーチヨガのイベントを開催します。イベント後、 

由比ヶ浜から周辺の鎌倉や江ノ島エリアなどの散策も楽しめます。 

 

    ①日  程：2015 年 10 月 11 日（日）9:30～11:00 ※雨天･荒天・低温中止 

    ②会  場：由比ヶ浜（神奈川県鎌倉市） 

    ③定  員：先着 30 名 

    ④料  金：参加料 1,500 円（税込） 

    ⑤参加方法：FIT ウェブサイトより事前申込、2015 年 10 月 7 日締切 

    ⑥講  師：           ＜講師名＞ 

yoriko（小川 順子） 

                     ＜プロフィール＞ 

           東京や神奈川を中心にヨガ、ピラティス等のレッスンを 

担当。ビーチヨガ、パークヨガなどの野外イベントも多数 

企画・開催。呼吸・心・体のつながりを感じ、健やかで笑顔 

いっぱいの今を楽しむ！という思いで、幅広い年齢層の方々 

にレッスンを行っている。 

 

（３）週末運動広場 2015 秋（仮） 

    FIT 会員限定イベントとして、会場のジェクサー・フィットネス＆スパ上野を貸し切って開催しま 

す。ただ運動するだけじゃない、あなたの健康や生活に気付きを与える様々なプログラムを体験でき 

るイベントです。 

 

    ①日  程：2015 年 11 月 20 日（金）18:00～23:00 

    ②会  場：ジェクサー・フィットネス＆スパ上野 

    ③定  員：各プログラムごとに設定あり 

    ④料  金：参加料 1 プログラム 1,080 円（税込） 

    ⑤参加方法：FIT ウェブサイトより事前申込後、抽選 

    ⑥内  容：「健康美」をテーマに 6 本のプログラムを実施予定。 



          現在、出演が決定している講師は下記の通りです。 

                      ＜講師名＞ 

片山 千穂 

                      ＜プロフィール＞ 

フィットネスクラブやカルチャーセンター等でボディ 

メイククラスやダンスクラスを担当。表現団体「柊プロ 

ジェクト」において代表を務めるほか、舞台公演制作、 

振り付け、出演ダンサー育成のためのワークショップ開催 

等、幅広く活動している。 

 

                      ＜講師名＞ 

                       佐藤 一美（株式会社フィジカルプランニング） 

                      ＜プロフィール＞ 

                       学生時代に、ウインドサーフィンで、全日本学生選手権 

大会準優勝など輝かしい成績を納め、卒業後はリゾートト 

ラスト社に入社し、スポーツのイベントなど数多く企画。 

２人の子供を出産後トレーナー、スタジオインストラクタ 

ーとして活動、フィットネスクラブでレッスンを担当する。 

2008 年会社を設立。インストラクターの育成・教育、新 

プログラム「モナリザエクササイズ」の開発や、携帯の女 

性向け美容サイトや「TRF イージー・ドゥ・ダンササイズ」 

DVD シリーズ全巻、「妖怪ウォッチ ゲラゲラポーのうたダ 

ンササイズ」DVDBOOK 等のエクササイズ DVD の監修など 

活躍の場を広げる。 

 

                      ＜講師名＞ 

                       原田 京 

                      ＜プロフィール＞ 

                       幼少期よりダンスを習い、ミュージカルに多数出 

演。現在は都内フィットネスクラブを中心に、骨盤 

ストレッチ、ジャズダンス、エアロビクスを指導。 

エクササイズ DVD 出演。A.E.C エアロビクスのインス 

トラクター養成コースアシスタント講師。 

NIKE TRAINING CLUB エレベートトレーナー。 

 

             ※発表時点で出演が決定している講師の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。 

あらかじめご了承ください。 

 

以上 


