
「あるく＆健康フェスタ in 幕張」
特別クーポン

あるく健康フェスタ
イベント中に使える
お得な割引クーポン ５,000円（税込）以上ご購入時にご利用いただけます

集合時間

集合場所

コース番号

参加費

※参加を希望される講座・説明会の30分前ま
でに下記集合場所で受付を済ませてください。

アクティブモール1F
「あるく＆健康フェスタin幕張 総合受付」

05615-387

無料

日本最大級の体験型スポーツモールで開催

あるく&健康フェスタin幕張
ウォーキング ランニング サイクリング ゴルフ からだメンテナンス

・最寄り駅はJR京葉線「海浜幕張駅」(「東京駅」より快速約32分)。
・「海浜幕張駅」からは路線バス(有料)で約8分。
※その他JR総武線・京成線「幕張本郷駅」、JR京葉線「新習志野駅」からも路線バス(有料)運行中。

and more!

当フェスタへのご参加は、会場までの送迎バス付きの「バスプラン」か、
「現地集合プラン」のどちらかを選んでいただきます。※裏面参照

当フェスタは昨年12月、幕張にオープンした日本最大級の体験型スポーツ
モール「イオンモール幕張新都心内アクティブモール」を会場に開催。大
型スポーツ専門店「スポーツオーソリティ」の各種施設を利用します。

当フェスタでは、会場の施設を活用した各種
のスポーツを実際に体験できる、初心者向け
の講座を多数開講。講座の組み合わせは自由
自在。新しいスポーツにチャレンジしたいとい
う方にぴったりのフェスタです。

富士すそ野ぐるり一周ウオークをはじめ、ハイキング、トレッキング、雪
山登山、マラソンなど、運動を楽しめる旅の説明会を同時開催します！

フェスタ参加者限定で、会場となる大型スポ
ーツ専門店「スポーツオーソリティ幕張新都
心店」のショッピングで使える3日間限定割引
券をプレゼント。新しいスポーツをはじめる人
には、おトクに用具を揃えるチャンスです！

フェスタ参加者には、首からぶら下げるネック
ストラップ形式の「イベントパスポート」をお
渡しします。モール内の一部レストランやスポ
ーツ体験施設を割引価格で利用できるフェス
タ限定のおトクなパスポートです。

「はじめてのスポーツでどんな用具を揃えたら
いいかわからない……」。当フェスタではそん
な不安は無用です。スポーツオーソリティの装
備コンシェルジュが、みなさんの用具選びをア
ドバイス。プロの助言付きです！
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イオンモール幕張新都心内
アクティブモール

オーソリティコート

装備コンシェルジュ
田中行雄氏

22 参加プランは２種類！
便利な送迎バス or 現地集合

44 クラブツーリズムの
『旅行説明会』も同時開催！

66 利用特典が受けられる
イベントパスポート付き！

日時：

11月11日(火)
～13日(木)

一部有料イベント事前
予約制

会場：イオンモール幕張新都心内アクティブモール

交通アクセス：

〒261-8535　千葉県千葉市美浜区豊砂 1-6

3日連続開催

× ×

イベントの特長イベントの特長

お申し込みの流れ

中面の「講座・説明会一覧」を参照し、参加を希望
される講座・説明会を選んでください。

2講座・説明会を選ぶ
❶ インターネット先行販売：下記の「クラブツーリズム　あるくイベント」で検索すると表

示される「あるく」ホームページにて、9月8日(月) 10:00 ～受付開始。
❷電話：下記の電話番号にて、9月10日(水) 9:15 ～受付開始。

3インターネット・電話でお申し込み！

① 出発地で選べる !

バスプラン 無料

金額 出発日

受1名 昼なしTD同行 BGなし

無料 11月11日（火）・12日（水）・13日（木）

各地発

1参加日と参加プランを選ぶ 11月11日～13日の間で参加希望日と、
「バスプラン」か、「現地集合プラン」を選んでください。（バス or 現地集合）

※�先着順のため満席の際はご容赦ください。

日本最大級の体験型
スポーツモールで開催！ 55「スポーツオーソリティ 幕張新都心店」

で使える、お得な割引クーポン付き！

77プロのスタッフが
用具選びをアドバイス！

※講座・説明会は席数に限りがあるため、先着順となります。
※�有料講座をお申し込みの方は、振込金額を記した振込用紙を後日郵送いたします。
※バスプランにお申し込みの方は1つ以上の講座・説明会へのお申し込みが条件となります。

フェスタ当日の過ごし方は裏面をご覧ください！

行
程

上野・新宿出発

町田・横浜出発

さいたま新都心出発

八王子・多摩出発

コース名 出発地（出発時間）
新宿（7：30） 上野（8:10）

町田（7：00） 横浜（8：00）

さいたま新都心（7：50）

JR八王子（7:20） 多摩センター（7：50）

コース番号

05611-387

05612-387

05613-387

05614-387

② 直接現地まで！

現地集合プラン

裏面の
特別クーポンをそのまま

お持ちください！

各出発地・各日
42名様限定

● 一部レストラン
割引

●「プロテインバー」
　100 円引き
● ボルタリング 

スタジオ 
登録料無料

など！

※写真はイメージです33 実際に体験できる！
『スポーツ講座』を多数開講

1000円OFF

スポーツオーソリティ店舗と
スポーツオーソリティ
オンラインショップで使える！

イベント当日に当クーポンをお持ちください。
※切り取りは不要です。

●�スポーツオーソリティ幕張新都心店でご利用いただけます。
●�本券は記載の有効期限内にご利用ください。期限を過ぎると
ご利用いただけません。
●�本券は1回のお会計につき1枚有効です。
●�他の割引企画、他のクーポン券との併用はできません。
●�割引率が50％以上の値下げ商品にはご利用いただけません。
●�本券をご利用の際はご精算前にレジ係へお渡しください。
●�本券は現金とのお引き換えはできません。

〈クーポン利用上の注意〉

ご利用
有効期限 2014年11月11日（火）〜13日（木）の3日間 値：04

無料

11月11日（火）、12（水）、
13日（木） 限定

当フェスタでは、生活やスポーツに役立つ商品・
情報を提供する協賛企業のブースが多数出展。
この企業ブースとモール内の施設をめぐるスタン
プラリーを実施。スタンプを集めて素敵なプレゼ
ントをもらいましょう！

さらに！『スポーツ講座』又は『旅行説明会』に
参加するとスタンプラリーが楽しめます

※写真はイメージです※�スタンプラリーは「スポーツ講座」又は「旅行説明会」を受
講される方のみ参加可能となります。

各地発  イオンモール幕張新都心内 スポーツオーソリティ  
各地着（17：30頃）



からだメンテナンス

旅行説明会

15:00〜15:45

地球を走ろう！
マラソンツアー説明会

国内外のマラソン約50大会のツアーをご案
内する地球を走ろう！マラソンツアー。ニュ
ーヨーク、ロンドン、ボストン、バンクーバ
ーなど人気大会の魅力をお伝えします。

登山関連講座

15:00〜15:45

登山・ハイキングで使える！
地図の読み方　基礎講座
受講料：500円

これから歩く道はどんな道？地図が読めれ
ば、登山・ハイキングの楽しみがもっと深
まります。地形図を見ながら、等高線を
読み解いて実際に歩く道や周辺の地形を
イメージするコツを学びます。

あるく&健康フェスタin幕張
スポーツ講座＆旅行説明会一覧 事前

予約制

日時：11月11日（火）、12日（水）、13日（木） 3日連続開催

イベント当日の過ごし方

施設割引券＆スタンプラリー用紙となる「イベントパスポート」を、「バ
スプラン」の方は行きのバス内で添乗員から、現地集合プランの方は総
合受付にて受け取ってください。

11「イベントパスポート」受け取り

会場に到着し、受付が済んだ後は、あらかじめ申し込んだ講座・説明会
へご参加を。講座が定員に満たない場合や欠員がある場合は、イベント
当日に参加受付を行う場合があります。

講座や説明会の空き時間や、お帰り前の時間には、「スポーツオーソリ
ティ」でのお買い物やボルタリングなどの施設体験、企業が出展する特
別ブースの展示やスタンプラリーをお楽しみください。

お買い物

添付の割引券を活用し
て、「スポーツオーソリ
ティ」でお得にショッ
ピング！

スタンプラリー

イベント中に特別出展す
る企業ブースをめぐれば、
プレゼントが当たるチャ
ンス！
※スタンプラリーは「スポーツ
講座」または「旅行説明会」を受
講される方のみ参加可能です。

各種スポーツ
施設体験

「イベントパスポート」
を活用して、ボルダリ
ングやプロテインバー
など体験！
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33

講座・説明会へ！

空き時間もお楽しみいっぱい！

13:00〜13:45

シャフトの重要性をご存知
ですか？正しいゴルフクラブ
のシャフト講座
講師：小林滋生氏
受講料：無料
シャフトは自分の体とクラブヘッドをつな
ぐ大切なパーツです。シャフトが合えば
方向性の安定と飛距離UPも可能です。S・
SR・Rのみがシャフトの種類だと思ってい
ませんか？カスタムシャフトは難しい、と
思っていませんか？初心者だから関係な
いと思っていませんか？シャフトが合えば
上達もスコアUPも早くなります。知って
おいて損は無し！

①11:00〜12:00
②14:00〜15:00

ニアピン選手権
受講料：300円
臨場感あふれるシミュレーションゴルフ

「X - GOLF」を使ったニアピン大会を開
催。見事ワンオンに成功すると豪華景品
をプレゼント。経験に応じてレベルを設定
いたします。

ゴルフ

10:00〜10:45

初めての方にも
わかりやすい、
ゴルフクラブの正しい選び方
受講料：無料
最近のゴルフクラブは多種多様。間違っ
たクラブを選択するとスコアも上達にも悪
影響。わかってそうでわからない？ゴルフ
クラブの正しい選び方をツアープロゴルフ
ファーがわかり易くお教えします。初心者
の方、これから始めたい方にも必見です。
ゴルフに興味のある方、是非ご参加下さい。

①11：00〜11：45
②14：00〜14：45

からだメンテナンス
腰痛＆肩こり
受講料：500円
腰痛・肩こり防止のストレッチ、トレーニ
ングから、痛みの対処までストレッチポー
ルやチューブを使用したからだのメンテナ
ンス法を伝授いたします！これで腰痛、肩
こりともおさらば！

①10:00〜10:45
②14:00〜14:45

日本一の霊峰を眺めて歩こう！
富士すそ野ぐるり一周
ウオーク説明会

富士山のすそ野をぐるり一周する全長約
153㎞の歩き旅。人々から愛される日本
一の山を様々な角度からあおぎ見ながら、
毎月1回全17回でめぐる旅の魅力をご案
内します。

①11:00〜11:45
②13:00〜13:45

ネパールヒマラヤ
展望トレッキング説明会

世界中のトレッカーの憧れ、「世界の屋根」
ヒマラヤを展望しながらのトレッキング。人
気のエベレスト街道や初心者でも楽しめる
日帰りハイキングなど様 な々ツアーをご用意。

①10:00〜10:45
②14:00〜14:45

アメリカ国立公園
ハイキング説明会

毎日が絶景の連続。グランドキャニオン、
ヨセミテ、イエローストーン、モニュメン
トバレーなど全11 景を巡るハイキングな
ど、アメリカの絶景を歩いて楽しむ旅です。

①11:00〜11:45
②13:00〜13:45

冬でも楽しく歩こう！
雪山登山＆スノーハイキング
ツアー説明会

ハイキング初心者でも楽しめるスノーシュ
ーハイキングから本格的な雪山登山まで、
冬ならではの霧氷・樹氷や絶景の白銀パノ
ラマを楽しむ、雪上の歩き旅の魅力をご
案内します。

①10：00〜10：45
②13：00〜13：45

からだメンテナンス ひざ痛
受講料：500円
日常生活の中で行える、簡単なひざ痛予
防のトレーニングやストレッチを経験豊富
なトレーナーが直接指導します。始める
のに遅すぎることはありません！更にアク
ティブに動きたい方、運動をこれから始
めたい方も大歓迎です！

ナンバ歩き

ウォーキング

サイクリング

キャンプ スポーツ講座
①10：00〜10：45
②13：00〜13：45

アシックスウォーキング
トレーナーによる
ウォーキングダイエット講座
講師：サルティス池田氏
協力：アシックスジャパン株式会社
受講料：500円
国内外で１０００回以上のウォーキング実
践講習会やセミナーで４万人以上を指導
し、厚生労働省NPO公認 健康運動実践
指導者である池田さんのウォーキング講
習会。

①11：00〜12：00
②14：00〜15：00

シーサイドゆるラン実践
協力：アラタプロジェクト
受講料：300円
講座で学んだランニング理論をいざ実
践！その名もゆるラン！講師とともにシー
サイドの風を感じながら、わきあいあいと
ランニングを実施致します。

10:00〜10:45

家族de キャンプ講座
協力：コールマンジャパン株式会社
受講料：無料
家族みんなで楽しむキャンプにまつわる準
備の知識や設営会・体験会を開催します。

①10:00〜12：00
②13：00〜15：00

ミズノウオーキングシューズ
『ＬＤ40Ⅲ』付き！
上野先生のナンバ歩き講座＆
シーサイドウオーク
講師：上野敏文氏
協力：ミズノ株式会社
受講料：16,500円 
　※「LD40Ⅲ」（ブラック）代金含む
ミズノ専属講師、上野先生がナンバ歩きに
ついてアドバイス。ミズノがおすすめする
ウオーキングシューズ最新作『ＬＤ40Ⅲ』
付き！履く前にあなたに合ったサイズを選
びます！あなたに合ったシューズで海沿い
を気持ちよく歩きましょう！さらにうれし
いオリジナル消臭機能付きシューキーパ
ーとタオル付き!
※ LD40Ⅲのカラーはブラックのみとなります。

【講座内容】
①楽しいナンバ歩き講座(約60分間)
ナンバ歩きとは古来より伝わる体幹を使っ
た効率的＆安定感ある歩き方です。講師
の上野先生のアドバイスのもと歩き方を学
びます。
② 実践!シーサイドナンバ歩き(約60分間)
学んだナンバ歩きをいざ実践！講師ととも
に海沿いを気持ちよく歩きます。
上野敏文先生
1952 年生まれ。大阪府出身。ナンバ歩きを実践・
レクチャーする第一人者として知られる。日本ウ
オーキング協会専門講師。ミズノ株式会社ウエル
ネス・スポールアパレル事業部勤務。ブログ「上
野敏文のウォーキングダイアリー（ミズノ HP ウ
ォーキング内）」も人気。

10:00〜12:00

入門！ はじめてのサイクリング
（スポーツバイクのサイズ選
び〜乗り方まで）
講師： サイクルテラス 

アドバイザリースタッフ
受講料：500円
ロードバイク、マウンテンバイク、クロス
バイク、ミニベロ……etc.。自転車といっ
ても様々。まずはそれぞれの違いを学び、
自分にあった自転車で近くのシーサイドコ
ースをショートツーリングします。

11:00〜11:45

スノーピーク流
山のテント講座
協力：株式会社スノーピーク
受講料：無料
スノーピーク商品を用いた山のテント泊に
ついて解説します。

①11：00〜12：00
②14：00〜15：00

サルティス池田の
ダイエットウォーキング
レッスン
講師：サルティス池田氏
協力：アシックスジャパン株式会社
受講料：500円
ステップアップ形式で正しいウォーキング
が身につきます。

ランニング
①10：00〜10：45
②13：00〜13：45

足型カルテ付き！ 
ゆっくり走って強くなる
ランニングのコツ！
協力：アラタプロジェクト
受講料：300円
ランニングは頑張らないスポーツ！この講
座ではゆっくり走ることの大切さ、それに
よる効果を伝授します！セットで足型の測
定も行います!! まさに充実の45 分間！

13:00〜15:00

入門！ はじめてのロードバイク
講師： サイクルテラス 

アドバイザリースタッフ
受講料：500円
ロードバイクとは下に垂れ下がったドロッ
プハンドルが特徴の自転車です。長距離
を快適に走れ、最もスピードが出るこの
自転車で近くのシーサイドコースをショー
トツーリングします。

13:00〜13:45

クラシックランタン＆
キャンプの魅力
協力：コールマンジャパン株式会社
受講料：無料
コールマンの歴史とキャンプの魅力に触
れるトークショー。 ウォーキング

シューズ「LD40Ⅲ」
愛されて 56 万足、大人気シリーズの最新作「LD40
Ⅲ」は従来品よりよりフィット感、耐久性を追求
したモデル。ミズノならではのテクノロジーを搭
載し高いクッション性と安定性を両立。もっと遠
くへ歩きたい、そんな要望にお答えする長距離ウ
オークにおすすめのシューズです。

サルティス池田氏

ロードバイクの例

クロスバイクの例

※写真はイメージです

14:00〜14:45

大人の為のキャンプ講座
協力：株式会社スノーピーク
受講料：無料
仲間と楽しむ趣味としてのキャンプを提案
します。

※写真はイメージです
※写真は
イメージです

スタジオ
の様子

スタジオ
の様子

※写真は
イメージです

※写真は
イメージです

※写真は
イメージです

※写真はイメージです

※写真は
イメージです小林滋生氏

※写真はイメージです。
※出演者は2014年7月現在の予定です。クラブツーリズムの都合により、出演者が変更となる場合でも、変更に講座代の払い戻し、公演日の変更はお受けできません。

写真左=上野敏文氏
写真下=「LD40Ⅲ」

消臭機能付き
シューキーパー ハンドタオル

アラタ
プロジェクト：
山﨑馨氏

受講料：無料

受講料：無料

受講料：無料

受講料：無料

受講料：無料

※各旅行説明会・ツポーツ講座のお席には限りがあり、ご予約は先着順となります。ご予約の方法は裏面の「お申し込みの流れ」をご覧ください。
※ 時間が２種類ある講座・説明会は、同一内容の講座・説明会が２回開催されます。ご都合のいい時間を一つお選びください。


