店舗等名

店舗等住所

店舗等ホームページURL

アイ・ユー

中央区川崎町1-34 ハーバーシティ蘇我 GLOBO内

http://i-you.boy.jp

Active Detox Studio OLUTANA千葉店

中央区新田町4-25 パル・サンライト１F

https://www.olutana.com/

アクトスWill_Gあすみが丘ブランニューモール

緑区あすみが丘7丁目1番 あすみが丘ブランニューモール2階

https://sc1.axtos.com/shop/brandnewmall_asumigaoka/

アクトスWill_Gホームズ蘇我

中央区川崎町55-3ホームズ蘇我2階

https://sc1.axtos.com/shop/homes_soga/

ATTivo幕張新都心

美浜区豊砂1-1 イオンモール幕張新都心グランドモール1階

https://attivo.jp/makuhari.html

若葉区源町839－1

https://ananda-japan.com/

イオンウエルネスラウンジ３FIT検見川浜店

美浜区真砂4-2-6 イオンスタイル検見川浜店４階

https://www.aeonsportsclub.jp/

イオンスポーツクラブ

緑区おゆみ野南5-37-1 イオンタウンおゆみ野2階

https://www.aeonsportsclub.jp/

イオンスポーツクラブ３FIT幕張店

美浜区ひび野1-3 イオン幕張2階

https://www.aeonsportsclub.jp/

イオンスポーツクラブ３FITマリンピア店

美浜区高洲3-21-1 イオンマリンピア専門館B1階

https://www.aeonsportsclub.jp/

イオンフィットネススタジオマリンピア店

美浜区高洲3-13-1 イオンマリンピア店２階

https://www.aeonsportsclub.jp/

イソカワジム

緑区あすみが丘1-27-2

http://isokawagym.com/

インスタイル千葉スタジオ

中央区新田町10-15 誠寿ビル5F

https://instyle.sc/about_studio/chiba_studio/

ウイングローバルテニスアカデミー幕張

美浜区若葉3丁目2-17 ZOZOPARKFOOTBALLAREA内

https://www.winglobal.jp/makuhari/

HMCJAPAN株式会社

中央区寒川町2-202-7

http://mad-bodymake.work

エニタイムフィットネス蘇我店

中央区白旗3-1-6

エニタイムフィットネス千葉桜木店

若葉区桜木北1-4-16

エニタイムフィットネス千葉中央店

中央区新田町1-1 ＩＭＩ未来ビル 1F

エニタイムフィットネス千葉富士見店

中央区富士見2-22-2 千葉中央駅前ビル 1F

エニタイムフィットネス天台店

稲毛区天台1-4-12S KIP天台2F

https://www.anytimefitness.co.jp/tendai/

海老原ダンススクール

中央区松波2-8-3 MAビル2階

http://www.ebiharads.com/

Enjoy-yoga

若葉区千城台東2-6-15

https://moumouushimayu.wixsite.com/mayu

オーシャンドリーム

中央区院内1-17-3 斉藤ビル1階

http://www.ocean-dream.co.jp

おゆみ野スクエア

緑区おゆみ野有吉12-12

https://oyumino-s.com

加圧＆ホグレルトレーニングジムVOGUE

中央区登戸1-5-5トーソン2階

http://www.kaatsu-vogue.com/

カーブス あすみが丘ブランニューモール店

緑区あすみが丘7-1

カーブス イトーヨーカドー幕張店

花見川区幕張町4-417-25 イトーヨーカドー幕張店1階

カーブス 検見川浜店

美浜区真砂4丁目2-5 セザール検見川浜1階

カーブス 作草部

稲毛区作草部町592-21 作草部ビル2階

カーブス フレスポ稲毛店

稲毛区長沼原町731-17

カーブス 幕張本郷店

花見川区幕張本郷1-2-24 2階

カーブス マリンピア店

美浜区高洲3-21-1 マリンピア専門館３階

カーブス マルエツ稲毛店

稲毛区小仲台7-2-1 マルエツ稲毛3階

カーブス マルエツ蘇我店

中央区南町3-16-26 マルエツ蘇我南町店2階

カーブス ゆみ～る鎌取店

緑区おゆみ野3-16-1 ゆみ～る鎌取4階

カーブス 若葉区都賀店

若葉区都賀3-2-5 なかや第2ビル5階

PSY+Z鎌取

緑区おゆみ野3-16-1 イオンゆみ～る鎌取ショッピングセンター４階

http://www.cfc-psyz.jp

Kajubo Golf

若葉区野呂町1793-148

https://nangolfp72.wixsite.com/chiba

喜作

中央区川崎町1-20

アナンダジャパン

ヨガ教室

おゆみ野店

メイン店

キックボクシングジム

マスターズピット

稲毛区稲毛東3-6-18 須藤ビル3F

https://www.anytimefitness.co.jp/chibasakuragi/

https://www.curves.co.jp/search/kanto/chiba/cat94/90345.php
https://www.curves.co.jp/search/kanto/chiba/cat94/90459.php
https://www.curves.co.jp/search/kanto/chiba/cat94/91887.php
https://www.curves.co.jp/search/kanto/chiba/cat94/91229.php
https://www.curves.co.jp/search/kanto/chiba/cat94/90335.php
https://www.curves.co.jp/search/kanto/chiba/cat94/90436.php
https://www.curves.co.jp/search/kanto/chiba/cat94/90058.php
https://www.curves.co.jp/search/kanto/chiba/cat94/90393.php
https://www.curves.co.jp/search/kanto/chiba/cat94/91310.php
https://www.curves.co.jp/search/kanto/chiba/cat94/90415.php

http://masterspit.com

店舗等名

店舗等住所

店舗等ホームページURL

Ken'sインドアテニススクール千葉

中央区神明町24-33

https://kens-tennis.jp/kc/

Ken'sテニスパーク海浜幕張

美浜区ひび野1-1

https://kens-tennis.jp/kk/

Ken'sテニスパークホテルニューオータニ幕張校

美浜区ひび野2丁目120-3

https://kens-tennis.jp/kh/

剣道道場

緑区大膳野町2-35

千葉南武館

ゴールドジム幕張千葉

美浜区中瀬ワールドビジネスガーデン（３５階）

https://www.goldsgym.jp/shop/12120

ゴールドジム幕張千葉ANNEX

美浜区ひび野2-4 プレナ幕張3F

https://www.goldsgym.jp/shop/12130

ココナッツ千葉みなと店

中央区中央港1-20-1 ケーズハーバー1F

https://www.coconut.co.jp/chibaminato/

こてはし温水プール

花見川区三角町750

https://www.kotehashi-onsuipool.com/

コナミスポーツクラブ 稲毛

稲毛区小仲台1-4-20 イオン稲毛店4F

https://information.konamisportsclub.jp/ksc/004462/

コナミスポーツクラブ 都賀

若葉区都賀3-11-1

https://information.konamisportsclub.jp/ksc/004483/

ゴルフサロンJOKER

中央区今井3-28-1 中台ビル1F

http://joker.golf-hp.com/

ゴルフリゾートＳＯＧＡ

中央区川崎町1-40

https://www.g-resort.com/soga/

ゴルフリゾート花見川

花見川区天戸町1229

https://www.g-resort.com/hanamigawa/

サバイバルゲームフィールドSTINGER

中央区栄町9-14

http://www.stinger-survivalgame.com/

サバイバルゲームフィールド

ＳＰＬＡＳＨ

若葉区金親町498番地

http://splash-bb.com/splashmain/

サバイバルゲームフィールド

ＢＢ－ＪＵＮＧＬＥ

緑区高田町1586番地

https://pintail.wixsite.com/bbjungle

JSSスイミングスクールおゆみ野

緑区おゆみ野中央1-17-1

https://www.jss-group.co.jp/oyumino/

ジャパンゴルフスクール

若葉区加曽利町1482-1

https://www.jgs.co.jp

乗馬クラブ

若葉区北谷津町286

https://www.uma-crane.com/map-chiba/

中央区栄町21-7 カーサデラグロリア102

https://www.outline-gym.com/

心法古流心武舘空手道

緑区越智町737-203

http://shinbukan.co.jp

Style Up / Relations

中央区登戸1-13-21 シティ５ B棟 103

https://ipc-styleup.com

スタジオリアン

稲毛区小仲台2-7-13 統葉ビル3階

https://www.lien-lien.jp/studiolist2/inage/

若葉区みつわ台3-23-100

https://momogym.jimdofree.com/

稲毛区長沼町112-2

https://sc1.axtos.com/shop/inage_naganuma/

クレイン千葉

女性専用パーソナルジム

OUTLINE千葉店

稲毛駅前店

ストレス解放ジムMoMo
スポーツクラブアクトスWill_Gイオンタウン稲毛長
沼店
スポーツクラブ＆スパ

ルネサンス稲毛24

稲毛区小仲台1-1-15

https://www.s-re.jp/inage/

スポーツクラブ＆スパ

ルネサンス幕張

花見川区幕張町4-544-41

https://www.s-re.jp/makuhari/

スポーツクラブNAS稲毛海岸

美浜区高洲3-8-1

https://www.nas-club.co.jp/inagekaigan/index.html

スポーツクラブNASおゆみ野

緑区おゆみ野５－４３－２

https://www.nas-club.co.jp/oyumino

スポーツクラブビッグ・エス千城台

若葉区千城台北3-21-1 イコアス千城台４Ｆ

https://www.big-s.info/chishirodai/

スポーツクラブ

緑区あすみが丘1-18-1

https://www.s-re.jp/toke-asumigaoka/

スマートフィット１００千葉店

中央区新田町23-15 K-16ビル1階

https://smartfit100.com/shop/66

セントラルウェルネスクラブ長沼店

稲毛区長沼町330-50 ワンズモール3F

https://www.central.co.jp/club/naganuma/index.html

セントラルフィットネスクラブ稲毛海岸店

美浜区高洲3-23-2

https://www.central.co.jp/club/inagekaigan/index.html

セントラルフィットネスクラブ24蘇我

中央区南町2-6-10

https://www.central.co.jp/club/soga/index.html

セントラルフィットネスクラブ千葉駅前店

中央区新町18-14 千葉新町ビル1Ｆ

https://www.central.co.jp/club/chiba-f/index.html

セントラルフィットネスクラブ千葉みなと

中央区問屋町1-50 千葉ポートタウン7F

https://www.central.co.jp/club/portsquare/

ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA

美浜区若葉3丁目2-17

http://honda-sports-land.com/zozopark/

千葉卓球センター

稲毛区作草部2-4-26

http://www.chibatakkyu.co.jp/

千葉プロポーションアカデミー

中央区富士見2-4-13 大昌ビル3階

https://www.n-pa.com/pa_list/pa_chiba

ルネサンス土気あすみが丘

店舗等名

店舗等住所

店舗等ホームページURL

T&Kスポーツガーデン

花見川区天戸町1446-1

https://tk-jp.com/rental.html#tennis

ティップネス蘇我店

中央区川崎町50-2

https://tip.tipness.co.jp/shop_info/SHP065/

Day & Night Training Gym

中央区春日2-21-10-1F

https://www.dayandnightgym.com/

TRAINING GYM FB

中央区都町1-9-47 長谷川ビル1階

NIHON INTEC GOLF ZONE

花見川区犢橋町1685-3

https://n-intec.com/

ハーバーサーキット千葉インドア店

中央区出洲港13-26 千葉スポーツプラザ２F

http://www.harbor-circuit.com

中央区浜野町840

https://harenochihare.jp/

パデル＆フットサル

晴れのち晴れ

㈱バンダイナムコアミューズメント

namcoトン

デミイオンモール幕張新都心店

美浜区豊砂1-5 イオンモール幕張新都心ファミリーモール３F

https://bandainamco-am.co.jp/kids/tondemi/makuharishintoshin/

Beach Yoga Lanikai

中央区新田町31-6-1 ル・エルセルゼ403

ビッグベアージム

緑区大膳野町2-5

http://www.bigbeargym.com

ビフレクス朝日ヶ丘店

花見川区朝日ヶ丘1-3-10

http://beflex.jp/information

ヒマラヤンヨグシャラ

稲毛区小仲台6-2-7 富士ビル502

https://www.himalayanyogshala.com/

Pilates & Beauty Salon H・P・H

若葉区大宮町2331-2 A103

https://www.pilates-hph.com/

Hills蘇我テニススクール

中央区川崎町2-18 フクダ電子ヒルスコート

https://kens-tennis.jp/hills_tennis/

フィギュアスケーティングスタジオ LUTZ

稲毛区長沼原町 731-17 フレスポ稲毛 イーストモール1F

https://peraichi.com/landing_pages/view/studio-lutz

フジゴルフパーク

若葉区御殿町9-4

http://fuji-golf.com/

BlueOcean

中央区千葉寺町1211-3

https://blue-ocean.life/

BLUEFITNESS24 幕張本郷店

花見川区幕張町1-13-6 Culpaddy 幕張1F

https://www.blue-fitness24.com/

BEST STYLE FITNESS海浜幕張

美浜区ひび野1-7

https://beststylefitness.jp/makuhari

ホットヨガサロンラビエ千葉店

中央区富士見2-9-28 第一山崎ビル8F

http://hotyoga-lubie.com/salon/chiba.php

ボディベース千葉駅前店

中央区新町22-1 新町55ビル403

https://www.bodybase.jp

ボディベース千葉大学病院前いのはなテラス店

中央区亥鼻1-8-1 千葉大学医学部付属病院いのはなテラス２階

https://www.bodybase.jp

Body Motion Lab

美浜区真砂4-2-5 セザール検見川浜1階

https://nobiru-karada.com/

誉田ゴルフセンター

緑区誉田町1-56-1

http://www.honda-golf.jp/

本多ボクシングジム

中央区登戸1-16-1 潮ビル3階

http://honda-boxing-gym.jp

マハロ加圧スタジオ

中央区富士見1-2-3 千葉アジア会館ビル 5F D号室

宮野木ボウル幸町センター

美浜区幸町2-24-1 川島ビル２階

http://www.miyanogibowl.jp/

養神館

中央区登戸1-5-3 つばさビル５階

https://aikido-style.jp/

ヨガシャンティ千葉

中央区新宿2丁目2-9

https://www.shanti-family.com/

ヨガスタジオくるくる

稲毛区稲毛東3-16-16 ISビル2F

http://kurukuruyoga.com/

YOGA STUDIO 301

美浜区高洲3-2-16 高洲ラピュタビル301

https://yoga-studio301.com

Yonder Yoga

花見川区幕張本郷1-2-1 サンクレスト本郷208

https://www.yonderyogajapan.com/

ラルーチェボディスタジオ

花見川区幕張本郷1-4-33 ウィステリアビル202

https://www.laluce-body.com/

ルネサンス鷹之台テニスクラブ

花見川区横戸町810

https://www.s-re.jp/takanodai/

ワールドウィング千葉

中央区問屋町1-55 シーオービル２階

http://www.tlsbmlt.com

合気道

神衛

千葉道場

