
私たちは、人と人の関わりを大切にするスポーツクラブです。私たちは、人と人の関わりを大切にするスポーツクラブです。

から健康づくりへつなぐ
南風原町津嘉山に南風原町津嘉山に7月OPEN!7月OPEN!

入会金
登録料
免除

多世代交流型スポーツコミュニティ in 津嘉山。
「NB 沖縄」は、子どもから高齢者まで、スポーツやフィットネスを通して多世代が交流できる
コミュニティ施設。運動特化型のデイサービスをはじめ、多目的カルチャースクールなどを
備え、地域のスポーツ拠点を目指しています。

〒901-1117 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1596
TEL・FAX :098-888-5080
URL : http://www.nb-okinawa.com/
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TEL・FAX :

098-888-5080
株式会社NB 沖縄

エヌビー 沖縄

エヌビー 沖縄

新規会員募集中！新規会員募集中！

会員お申し込みは準備室まで

※定員に達し次第締め切らせて頂きます。

津嘉山交差点◀ 一日橋 大里▶

2014年7月プレオープン！2014年7月プレオープン！

県道507号

準備室津嘉山
自動車学校

ファミリー
マート

サンエー
津嘉山店 ガスト

はまずし

受付　月～日　午前 10時から夜 8時まで
※曜日・時間帯に変更がある場合もございます。

7月プレオープン!7月プレオープン!



送迎バスを運行しています

沖縄の健康づくりに
貢献する

子供たちの
やる気を引き出す

オリンピック
選手の育成

世代を超えた
コミュニティを
つくる 技 体

心

那覇コース
NB発
仲井真 /仲井真小 /長田 /上間小
長田二丁目 /上間入口 /光明寺
石田中前 /識名小前 /三原二丁目
真和志小裏門 /国場りうぼう /古蔵小
真玉橋
NB着
 

NB発
仲井真 /津嘉山バイパス
南風原第二団地 /真地団地
さんご保育園（本部）/南風原第一団地
南風原役場前 /兼城（首里方面）
明光義塾（南風原）/宮平保育園
宮平ハイツ /翔南小学校 /照屋
津嘉山公民館 /川下原
NB着
 

NB発
長堂 /金良 /嘉数公民館 /嘉数入口
豊見城ニュータウン /根差部
とよみ小学校 /平田マンション
みそら保育園 /長嶺小学校
豊見城団地 /もみじ保育園
団地内郵便局 /ゆたか保育園
豊見城小学校 /武富ハイツ
武富自治会館 /宜次運動場
宜次区公民館 /山川
NB着
 

NB発
山川集落 /神里 /大里グリーンタウン
稲嶺入口 /ココストア /東風平入口
東風平小学校 /
ローソン八重瀬町役場前 /伊覇
がんじゅうカイロ /屋宜原自治会館
屋宜原団地入口 /南部商業前
友寄東ハイツ /山川
NB着
 

南風原コース 豊見城コース 八重瀬・南城コース

那覇コース

南風原コース

豊見城コース

八重瀬・南城コース

★

あちこーこー仲間で、あちこーこークラブ　NB沖縄！あちこーこー仲間で、あちこーこークラブ　NB沖縄！

・経験豊かなスタッフが、質の高い指導を致します。
・沖縄発の滑りにくいプール底（YAMAHAグランシヤ）で
　安心の水中ウォーキングが可能です。
・競泳選手強化や、ゆとりある泳ぎをマスターするため、
　泳ぎやすい 2.2mコース幅のプールを採用しました。
・全国大会を視野に入れた、本格的な
　ブロックスタート台を導入しました。
・可能な限り、お客様の要望に
　お応えするフィット
　ネスシステムを提供
　いたします。

NB沖縄の理念

NB沖縄の特徴

設備・器具などの依存により、
目標設定や達成感といった事が
疎かになっています。
私達は、長年の指導経験や感動
体験に基づいた「心・技・体」
のバランスのとれた指導と支援
を行います。

NBとは「NO BORDER」に由来しています。人は自分自身の夢・可能性・世代など、様々なことに
境界線を引いてしまうものです。そのような境界線を超えて行くことを意味しています。
NB沖縄では、かつて日本一の長寿県を誇った県民の健康な生活を取り戻すためのお手伝いや、子ど
もたちの夢を育みチャレンジする心を養うこと、世界で戦える競泳選手の育成など、さまざまな垣根
を超えたコミュニティ作りで、誰もが笑顔になれる施設を目指しています。

料金一覧

Aコース（幼児）

Bコース（幼児）

Cコース（学童）

Gコース（幼児）
Hコース（幼児）
I  コース（学童）
チャレンジコース
選手育成
選手コース
団体コース

スイミング

週 1回

週 2回

週 3回
週 6回
週 6回
週 1回

月・火・水・木・金
土

月・火・水・木・金
土

月・火・水・木・金
土

月木・火金
月木・火金・水土
月木・火金・水土
月水金・火木土

月～土
月～土
応談

PM2：15～3：15
PM1：15～2：15
PM3：30～4：30
PM2：30～3：30
PM4：50～5：50
PM3：45～4：45
PM2：15～3：15
PM3：30～4：30
PM4：45～5：45
PM6：00～7：00
PM7：00～8：00
PM6：00～8：00
AM10：30～11：30

月～金
土

月～土
指定曜日週 1回

AM9：00～PM9：30
AM9：00～PM8：30
AM9：00～PM5：00

指定時間

9,000 円

8,300 円
5,800 円

5,500 円

7,300 円

7,500 円
8,300 円
4,500 円

レギュラー会員

デイタイム会員
流水コース
＊シニア会員（65歳以上）は、各 1,000 円引き

フィットネス

回　　数 時　　間 料　　金曜　　日

曜　　日

☆入会時に必要な諸費用・書類等☆
・入会金：3,000 円（税抜）
・登録料：500円（税抜）　＊会員カード作成料
・月会費：2ヶ月分
・金融機関の通帳又はキャッシュカード
・金融機関へのお届け印
・ご本人と確認できる身分証明書（免許証・保険証など）
＊幼児、学童は必ず指定水着をご購入下さい。
＊バスご利用の方は、必ず指定バックをご購入下さい。

☆月会費の納入について☆
・ご入会後、3ヶ月目より指定口座から口座自動引
　落しの方法でお支払いいただきます。
・当月分の月会費は、10日引落しとなります。
　（10日が土日祝日の場合は、翌営業日）
・月会費の引落しができず未納となった場合、当月
　25日までにフロントにて現金でお納め下さい。

☆入会をお断りする方☆
・ファッションタトゥー、刺青のある方。
・伝染病、その他、他人に伝染、感染するおそれの
　ある疾病を有する方。
・一時的な筋肉の痙攣や、意識喪失などの症状を招
　く疾病を有する方。
・医師から運動を禁じられている方。
・飲酒、その他、正常な施設利用ができないとクラブ
　が判断した方。

料　　金時　　間

＊消費税は別途となります。

＊消費税は別途となります。

〒901-1117 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1596（準備室）
TEL・FAX :098-888-5080
URL : http://www.nb-okinawa.com/

株式会社NB 沖縄

家族割

かぞくみんなで入会！
ご家族3名から
割引があります
詳しくは、受付まで直接お問い合わせ
ください

25Ｍ屋内プール

シャワー室

シャワー室

女子ロッカー室

男子ロッカー室

サウナ

ジャグジー

シャワー /更衣室

コーチ室

受付カウンター

マシン室

スタジオ

デイサービス

吹き抜け
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