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会社概要

会社名 株式会社アドレ

業務内容 (ジュンスポーツクラブ)
ベビーからの体操専門教室
・体操教室
・英語教室
・ダンス教室

◆ジュンスポーツクラブ月寒
◆ジュンスポーツクラブ東札幌

(ジュン・ハート)
障がい児のための体操教室
・児童発達支援
・放課後等デイサービス

◆ジュン・ハート
◆ジュン・ハートムーブ
◆ジュン・ハート厚別西
◆ジュン・ハート東札幌
◆ジュン・ハートジョブ
◆ジュン・ハート月寒
◆ジュン・ハートはこだて

(じゅんのめ保育園) 保育事業
◆じゅんのめ保育園※

(札幌市認可/定員17名)
◆月寒じゅんのめ保育園

(札幌市認可/定員60名)
◆じゅんのめ幼児舎※

(企業主導型保育/定員19名)
※印は、事業所内保育所

(じゅんらく整骨院)
整骨院及び整体院運営事業
◆じゅんらく整骨院

印刷業 ほか

設立 2006年11月

資本金 3,500千円

本社所在地
〒003-0003
札幌市白石区東札幌3条4丁目5-11

TEL 011-817-2233

FAX 011-812-7075

栄通オフィス
〒003-0021
札幌市白石区栄通3丁目1-33

TEL 011-858-6000

FAX 011-858-6100

会社沿革

2005年5月 有限会社ジュンスポーツ 設立

ジュンスポーツクラブ設立

2006年11月 株式会社アドレ設立

2007年4月 ジュン・ハート開業

2009年10月 ジュン・ハートムーブ 開業

2010年4月 ジュン・ハート厚別西 開業

2013年4月 ジュンスポーツクラブ東札幌開業

ジュン・ハート東札幌 開業

2014年12月 じゅんのめ保育園開業(認可外)

2015年4月 同保育園(札幌市認可に移行)

2015年11月 ジュン・ハートはこだて 開業

2016年6月 じゅんらく整骨院開業

2018年4月 ジュン・ハートジョブ 開業

2019年4月 ジュンスポーツクラブ月寒開業
(ジュンスポーツクラブ清田より移転)

ジュン・ハート月寒 開業

月寒じゅんのめ保育園開業

2020年4月 ジュンスポーツ体操競技部発足

組織図



募集要項

職種
アスリート雇用枠（体操インストラクター）
① ゴールド（全て短縮勤務） ② シルバー（週２日短縮勤務） ③ ブロンズ（就業規則に準拠）

募集枠 【男子】①２名 ②③３名 【女子】①１名 ②③２名

選考方法 過去3年間の競技実績及び面接、実技試験

選考基準
（競技実績）

① 国際大会・全日本・日本代表・NHK杯経験者
② １部校インカレ出場・国体出場(北海道を除く)・トライアル出場
③ 学生連盟主催大会出場経験

業務内容

「ジュンスポーツクラブ」または「ジュン・ハート」において、マット・跳び箱・鉄棒を中心とし
た体操プログラムを指導していただきます。
【ジュンスポーツクラブ】 選手クラスを対象とした体操指導。

１歳から小学生（一部中学生）までを対象とした体操指導。
【ジュン・ハート】主に発達障がいをお持ちの2歳半～小学生を対象とした体操指導。

勤務時間

1か月間の変形労働時間制【残業なし ※残業は原則禁止】
① 月火水金 17：30～21：30／土 9：00～13：00（選手クラス指導）※必須
② ①及び一般クラス指導（シフトによる）。但し、週２日（任意）は一般クラス指導免除）
③ ①及び一般クラス指導（シフトによる）。

※上記のほか、事前に書面により承認した場合、練習、合宿、試合、遠征等を通常業務とみなす。

給与

① 基本給＋職務手当 230,000円～（経験・能力等考慮の上、委細面談にて決定）
② 基本給＋職務手当 200,000円～（経験・能力等考慮の上、委細面談にて決定）
③ 基本給 180,000円～（経験・能力等考慮の上決定）
※上記及び下記給与（共通）によらず、個別合意による場合はこの限りではありません。

備考
体操競技（選手）活動に係る交通費及び宿泊費等は、各カテゴリー（①②③）に応じ会社が負担す
る。但し、その都度申請するものとし、会社が事前に承認したものに限る。なお、会社負担額は協
議の上決定するものとし、年とは当該雇用契約の雇用期間と同期間とする。

雇用形態 契約社員（１年更新）／正社員登用あり（競技実績及び勤務実績による）

給与

諸手当（※印は、対象者のみ支給）
➢役付手当(※) 5,000円～100,000円
➢資格手当(※) 3,000円～20,000円
➢住宅手当 3,000円～5,000円

➢職務手当(※) 5,000円～
➢家族手当(※) 配偶者 5,000円/子 3,000円
➢精勤手当(※) 5,000円（勤続1年以上対象）

諸手当 時間外割増手当・休日出勤割増手当・深夜割増手当・通勤手当(上限15,000円)

賃金締め・支払い 賃金締切日：毎月15日 ／ 賃金支払日：当月25日

昇給・賞与 昇給：年1回（5月） ／ 賞与：年1回（12月）※業績による(勤続1年以上対象)

休日・休暇

年間休日108日
※日曜日、国民の祝日、年末年始、その他会社が定める日（各月の休日の合計が8日以上となるよ
うに、事前に年間休日カレンダーにより、各月の休日として定めています）

※イベント、試合、遠征等、業務上やむを得ない事由がある場合には、あらかじめ休むこと、ま
たは休日に労働を命じることがある

※有給休暇、特別休暇、産前産後休業、母性健康管理のための休暇等、育児時間および生理休暇、
育児休業等、介護休業等、看護休暇または介護休暇等、裁判員等のための休暇）

福利厚生

事業所内保育所：じゅんのめ保育園（札幌市白石区｜札幌市認可｜地域型保育事業（小規模A型）
じゅんのめ幼児舎（札幌市豊平区｜企業主導型保育）

社員割引：ジュンスポーツクラブ、じゅんのめ保育園、じゅんのめ幼児舎、じゅんらく整骨院
自己啓発援助制度：教育研修規程による
北海道日本ハムファイターズ シーズンシート（2席）

以下、共通項目

お問合せ
株式会社アドレ 総合企画部

TEL：011-858-6000 または、
MAIL：info@adorer.work

ジュンスポーツクラブ月寒 高田
TEL：011-858-3500
MAIL：info@junsports.co.jp



勤務例／日

ＡＭ フリー

平日の午前中はほとんど勤務はありません。

休むもよし。各自トレーニングするもよし。

それぞれ好きなように過ごしています。

※シフト都合上、勤務の場合もございます。

12：30 出社＆休憩

出社後、事務作業や指導準備、一般クラス指導

向けの研修受講等の業務を行い、次の指導業務

に向けて休憩をとっていただきます。

※一般クラス指導業務に入って頂く場合もございます。

15：00 指導業務

一般クラスの体操指導をして頂きます。

指導業務については、所定の研修を受講のうえ、

ヘルプ>サブ>ヘッドと段階を踏んで頂きます。

※クラス種別等については、会社概要参照

18：30 練習

選手・育成クラスと同時間帯にて練習となり、

それぞれの目標に向けて一緒に汗を流します。

アスリート社員の役割は、選手・育成クラスの

子ども達の良い手本となる練習方法や姿勢です。

21：30 退社

練習終了後、コーチ・子ども達と一緒に体育館

の清掃後、勤務終了となります。

残業はほとんどありません。（原則禁止）

※22：00館内消灯となります。

上記勤務例は一例です。
勤務シフトは、個々により異なります。（募集要項参照）

また、大会出場に向けた勤務シフトの調整も可能です。
例）16：00～21：30 … 一般クラス指導１本。18：30～練習。

※アスリート職種により異なります。詳しくは、募集要項をご確認ください。



勤務例／月

※１

備考

※１ 社外向けイベントのため出社
※２ 出退勤システムによる休憩時間自動入力のため、実休憩時間とは異なります。

※２

※現アスリート社員の勤務シフト＆実績表
（1か月間の変形労働時間制です。シフトは個々による異なります。）



現アスリート社員

Message

日本体育大学出身

工藤コーチ

アスリート社員を志望した動機を教えてください。

東海大学出身

安井コーチ

新潟経営大学出身

三浦コーチ

今働いているクラブの良い部分を教えてください。

コーチがみんな明るく、コーチ同士の中が良いので楽しく、仕事・練習する
ことができています。
施設も広く、器具類も整っているので、安全かつ思う存分練習することがで
きています。

天分発揮。自分の得意なことを仕事にできるため志望しました。元々、高校
入学まで本クラブで指導を受けており、今回、社会人チームを結成・アス
リート雇用をして頂けるということで今年よりお世話になっています。

アスリート社員が３人とまだまだ人数が足らない状況です。この施設に
あったレベルと人数でお互い切磋琢磨しあえる環境を目指しましょう。

Message

アスリート社員を志望した動機を教えてください。

今働いているクラブの良い部分を教えてください。

通常業務とは別に練習時間をしっかりと割いていただいています。
また、会社全体の風潮として新しいことに取り組んでおり、アスリート社員
としての練習時間のほか、一般クラスの指導など通常業務も楽しく仕事でき
ていると感じます。

社会人として体操ができる嬉しさや楽しさ。また、施設見学の際に練習環境
や会社全体の雰囲気から「ココで体操が上手くなりたい」と感じ、お世話に
なることにしました。

今はまだ人数が足りない状況です。このチームで一緒に全日本シニア出
場を目指しましょう。

Message

アスリート社員を志望した動機を教えてください。

今働いているクラブの良い部分を教えてください。

体操競技を行う上での施設がとても充実しており、アスリートとして周りか
らの期待と応援が肌で感じることができます。周りの期待や応援に応えたい
と日頃からの練習にも身が入るとともに、体操競技はもちろん、通常業務に
おいてもやりがいを感じながら仕事をすることができます。

大学で怪我をしていまい、まだまだ体操ができる。やりたい。と感じていま
した。その時に、本クラブのアスリート社員の募集要項を見て興味を持ち、
監督・コーチと一緒に施設見学をした際に決断しました。

ここでは、「選手」として、「社員」として、また「社会人」として、
自分を成長できる環境があります。一緒に会社を盛り上げましょう！！



その他

市区郡 家賃相場（アパート 1Ｋ/1ＤＫ）

札幌市中央区 4.0万円

札幌市北区 3.4万円

札幌市東区 3.6万円

札幌市白石区 3.6万円

札幌市豊平区 3.6万円

札幌市南区 3.4万円

札幌市西区 3.8万円

札幌市厚別区 3.5万円

札幌市手稲区 3.9万円

札幌市清田区 3.6万円

当クラブの札幌市内における地理的位置と札幌市の家賃相場

不動産業者の紹介も可能です。（メール等での物件情報提供可能。社員紹介実績多数あり）

市区郡 間取り 賃料（管理費等除く） 物件・住居設備

札幌市白石区 1R／10.5帖 19,000円 バストイレ別・シャワー・給湯ガス・暖房灯油FF ほか

札幌市白石区 1R／9帖 20,000円 バストイレ別・シャワー・照明・給湯ガス・キッチンガス・暖房灯油FF ほか

札幌市白石区 1DK／9*4.5*K 36,000円 バストイレ別・シャワー・収納・給湯ガス・暖房灯油FF ほか

札幌市白石区 1LDK／7.5*5 44,000円 バストイレ別・シャワー・洗面化粧台・給湯ガス・暖房灯油FF ほか

札幌市豊平区 1DK／5.7*3.5*K 31,000円 バストイレ別・シャワー・収納・給湯ガス・シャンドレ・暖房灯油FF ほか

札幌市豊平区 1DK／6*4.5*K 35,000円 バストイレ別・シャワー・収納・給湯ガス・シャンドレ・暖房灯油FF ほか

札幌市豊平区 1K／8*K 36,000円 バストイレ別・シャワー・収納・給湯ガス・シャンドレ・暖房灯油FF ほか

情報提供例（一部抜粋）

当クラブの入居する「複合商業施設 BRANCH札幌月寒」ショップリスト＆全体MAP

ショップ名 業種

スーパーセンタートライアル月寒店 ディスカウントストア

セカンドストリートBRANCH札幌月寒店 総合リユース

ダイソーブランチ札幌月寒店 100円均一

PETEMO札幌月寒店 ペット用品

ペテモどうぶつ医療センター札幌月寒 動物病院

ジュンスポーツクラブ月寒 体操教室

ジュン･ハート月寒 児童デイサービス

じゅんのめ幼児舎 企業主導型保育園

月寒じゅんのめ保育園 認可保育園

ママスクエア オフィス＆キッズスペース

Limore 美容室

ろまん亭BRANCH札幌月寒店 洋菓子販売

CHACO ヨーグルト専門店

BAKERY Coneru 月寒店 ベーカリー

スターバックス スペシャリティ コーヒーストア

shin．月寒店 ラーメン屋

コクドウカレー カレー店

手打ちそばさくらの定食屋 蕎麦屋

oj珈琲×タニタカフェBRANCH札幌月寒店 カフェ

ドコモショップBRANCH札幌月寒店 携帯電話販売

ソフトバンクBRANCH札幌月寒 携帯電話販売

なの花薬局札幌月寒店 調剤薬局

月寒すがわら眼科 眼科

月寒東歯科クリニック 歯科

ゆう内科消化器クリニック 内科クリニック

北野通こどもクリニック 小児科

はた皮膚科スキンケアクリニック 皮膚科

スポーツアカデミーブランチ札幌月寒 フィットネス



ジュンスポーツクラブ月寒

ジュンスポーツクラブでは、北海道最大級の充実した施設で皆さまをお待ちしております。
また、全国大会、世界大会へと活躍できるよう願っております。
子どもたちの夢と自身の夢をジュンスポーツクラブで一緒に叶えましょう‼



Gallery



子どもの数だけ

ごあいさつ

株式会社アドレは、体操を通じて、子どもたちが本来持っている力を

引き出して、眠っている可能性を広げたい、という思いを事業化し展開

してきました。少子化が進む中、子ども一人ひとりにかける親の熱意は

とても強いものがあります。

走る、ジャンプする、回転するといった運動の基礎が詰まってる体操

は、親が子どもに習わせたい人気のおけいごとのひとつです。また、他

のスポーツを始める前に、体操で運動能力を引

き出すのに有効な手段です。今後も、子どもた

ちの未来のために、スタッフ一同たゆまぬ努力

を続けてまいりますので、皆さまのより一層の

ご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上

げます。

株式会社アドレ
代表取締役 村重 欣延

“未来“があります

事業内容

Nursery School



Gymnastics

English

Dance

Gymnastics
Developmental
Support

Osteopathic Clinic



子どもの運動神経は、

90％は10才
までにできあがる！

～ ベビーからの体操専門教室 ～

子供の成長過程において、身体各機能の成長・発達に十分に
考慮した運動環境を与えてあげる必要があり、脳の発達から考
えても、幼児期に様々な運動経験をしておく事が重要なのです。

スキャモンの成長曲線（図１）を見ると、５～８ 歳頃（プ
レ・ゴールデンエイジ）に神経型が著しく発達するのがわかり
ます。脳をはじめとして体内にさまざまな神経が張り巡らされ
ていく大事な時期です。人間の基本動作は「歩く、立つ、しゃ
がむ、くぐる、転がる」など、３６種類に分類されると言われ
ております（図２）。この基本動作を０歳から９歳までに正し
く身につけることが、日常生活における行動や運動をする上で
の大きな成長につながります。

多様な基礎づくりを行えば行うほど、次にくるゴールデンエ
イジ（9 歳～12 歳頃）、さらには将来への準備となります。
第一線で活躍するスポーツ選手は、コーディネーション能力

が高く、その多くが子どものころに人一倍さまざまな遊びを体
験しています。遊びに限らずいろいろな動きを経験しているほ
ど、専門種目を習得する際の伸びに違いが出てきます。遊びや
さまざまな運動を通して、基本的な動きを体験し、自然と神経
系や感覚器が刺激されているためです。 図１）スキャモンの成長曲線

プレ・ゴールデンエイジ

ゴールデンエイジ

ジュンスポーツクラブ月寒

「ベビー」（親子体操）から、
大会にも出場できるクラス
「スーパー上級」まで、一人
ひとりのレベルに応じたクラ
ス編成となっています。

◀進級基準表
定期実施の進級テス

トの結果に応じて、ラ
ンクアップしていきま
す。マット、跳び箱、
鉄棒３種毎に、10級
～ダイヤモンドまで。
子どもたちはダイヤモ
ンドを目指し日々ト
レーニングしています。

男女全競技設備が常設されて
いる体操専用体育館。全道大
会や全国大会への出場及び優
秀な成績を目指す「育成」
「選手」クラスです。

北海道最大級！
体操専用体育館

床
あん馬
跳馬
平行棒

鉄棒
つり輪
段違い平行棒
平均台

トランポリン
タントラ
タンブリング



夢をカタチに！
私が体操を始めたきっかけは保育園の先生の勧めでした。
小学校に入って本格的に体操教室に通い始めてからはどんどん体操が楽しくなり、中学校3年生まで北海道の体操クラブで基礎を
しっかり身につけました。
北海道で学んだ基礎のおかげで、高校、大学と一気に競技力が向上したのを今でも覚えています。
様々な環境での指導や練習スタイルの経験を強みとし、オリンピック出場までに学んだ事をジュンスポーツクラブの子ども達に伝え
ることで、子ども達の夢を応援していきたいと思いますので宜しくお願い致します。

ジュンスポーツクラブ専任アドバイザー

坂本功貴（北京オリンピック銀メダリスト）

学歴・職歴 埼玉栄高校、順天堂大学、セントラルスポーツ
競 技 歴 2008年北京オリンピック団体銀メダル

2009年世界選手権代表

図２）３６の基本的な動き

ジュンスポーツクラブで行う様々な動き・運動は、
これらの７つの運動能力が組み合わさっています。

Kidsみらいプロジェクト

ジュンスポーツクラブでは子ども達の明るいみらいを応援するため、
幼稚園や保育園、小学校、地方自治体などと連携し、様々な活動を行って
おります。

その他イベント 等

親子体操 正課体育 講演・研修

※正課体育指導は、、
札幌市内・近郊の幼稚園・保育園・自治体など15箇所以上！！

「外国人講師」と「日本人講師」による体を
動かしながら楽しく英語を学べる“アクティ
ブ イングリッシュ”。ジュンスポコーチによ
る体操指導もセットで行うので、「体操」と
「英語」を効率的に学べるプログラムです。

「基礎」から「応
用」まで、個人の
レベルに合わせて
外部講師が丁寧に
コーチングします。



～ 障がい児のための体操塾 ～

『ジュン・ハート』設立のきっかけ

ジュンスポーツクラブのプライベートレッスンにきた障がいを持つ子との出会い

初めは僕の話を聞かず、障がいを持つ子は、ひたすら広い体育館を自由に動き回った。だから僕
は、その子に合わせて常に一緒の行動をして動き回った。その子が走れば僕も走り、マットに転が
れば僕もマットに転がる。すると少しずつ僕のことを受け入れ、耳を傾けてくれるようになった。
だんだん親近感が感じられてきた…。

ある日、子どもの目の輝きが変わった！

レッスンを重ねていくごとに、障がいを持つ子は、最初は出来なかったことも少しずつ出来るよ
うになってきた。
ある日、初めのレッスンの時とは表情も動作も全く違うことに気づいた。『目の奥に輝きが違

う！体を動かすのが楽しいことが伝わる！・・』できなくても何度でも何度でも挑戦する子どもの
姿。こんなところにも登れるんだ！こんなことが好きなんだ！生き生きしている子どもの目、顔、
姿を見て感動、また感動…。親も知らなかった子どもの姿。
「うちの子は障がいを持っているからできない」「周りを気にしてやらせない」
「迷惑をかけるのでやらせてあげられない」と思っている人（親）が多い。
でも環境があったら「やってみよう！」と思うかもしれない。体操を通してできることを子ども

たちに何か教えられたらと心から思った。障がいがあってもできることは、たくさんある。できな
いと思っていることでも、ゆっくりでも頑張れば少しずつできるようになる。生き生きして動き回
る子供の姿をみながら、“子どもたちが本来持っている力を引き出して眠っている可能性を広げてあ
げたい”と思い、障がい児専門に体操を取り入れた『ジュン・ハート』を立ち上げることを決意しま
した。

子どもたちの眠っている可能性を広げてあげたい！それがジュン・ハートの願いです。



～ 札幌初！スポーツ保育園 ～

”遊び”から育つ「輝く子ども」
子どもにとって”遊び”とは「種」です。この種を植えることで、生きる力「芽」が育ちます。
芽は、大きい、小さい、長い、太いなど多種多様な形をしており、育ち方も様々です。だからこそ、

この「芽」自身も大きく育つために日差しを探してみたり、葉を大きくしてみたり、時々失敗したり、
寄り添うものものを見つけてみたりと、気づきと挑戦を繰り返しながら大きくなります。

この生きる力の「芽」をより多く育て、様々な育ち方を知っていくことで、他の芽もどんどん大き
く育ちます。子どもがより良く生きるためには、より多くの”遊び”である「種」が必要となり、この
種は自分で作るものもあれば、周りから得るものもあります。

”遊び”から身に付く「７つの運動能力」

★
じゅんのめ
保育園

月寒
じゅんのめ
保育園

★
じゅんのめ
幼児舎

従業員専用としてスタートした
保育園。昨今の待機児童問題に
少しでも貢献したいと地域のお
子様もお預かりする小規模保育
園として運営しています。

【概要】
所在地：札幌市白石区栄通3丁目1-33
定 員：17名
対 象：０歳児～２歳児
備 考：札幌市認可／地域型保育事業

「BRANCH札幌月寒」内にある
新しいコンセプトの保育園。
ジュンスポーツクラブも同棟に
あり、北海道最大級体操専用体
育館をホールのように使えます。

【概要】
所在地：札幌市豊平区月寒東3条11丁目1‐23
定 員：60名
対 象：０歳児～就学前
備 考：札幌市認可

自社の従業員及び複合商業施設
「BRANCH札幌月寒」に入居す
るテナント各社様の従業員のお
子様をお預かりする保育園とし
て運営いたします。

【概要】
所在地：札幌市豊平区月寒東3条11丁目1‐23
定 員：19名
対 象：０歳児～就学前
認 可：企業主導型保育事業（OPEN予定）

★印は「事業所内保育施設」となります。



～ 地域に根差したトレーナー ～

スタッフは、整形外科勤務経験もありますので病院に行った方がいい場合はご提案させていただい
ています。何より患者様のためにをモットーに日々診療しております。
腰の痛みや肩こりなどの症状をその場かぎりの施術をするのではなく、根本的な原因を見極め解消

することで『健康で病気にならない身体作り』を行っています。
皆様が日常生活などで悩まれている、慢性的な腰の痛みや肩こり、膝の変形、顎関節のお悩み、食

いしばり、噛み癖など顔のお悩みやしびれ、交通事故の後に発生する、むちうち・違和感を『骨格』
と『筋肉』両面から身体にアプローチすることで、根本から解消します。
バキボキしない矯正方法で人間が普段持っている「自ら治ろうとする力」を引き出し歪みをとって

いき、症状ケア、予防を行います。矯正・整体やマッサージで症状が緩和されなかった方にも是非一
度来院していただければと思います。

初めて整骨院に来院される方でも安心していただけるよう、心のこもったあたたかい接客でお迎し、
「痛くならない体づくり」を患者様と一緒に行っています！

身体の歪みを診ることで痛みの原因を探り、『骨格』と『筋
肉』の両面から最善の施術を行います。

人体の基本である骨格からアプローチを行い、解剖学的肢位
(理科室のがいこつ)を目指しています。
姿勢や、骨格は普段の日常生活の繰り返しの動作によりすこし
づつ歪んでいきます。じゅんらく整骨院は経験豊富なスタッフ
が、施術させていただいています。

じゅんらく整骨院は、地域の患者さんの他に
も、ジュンスポーツクラブ競技クラスの会員や
当社スタッフの身体のメンテナンスも行ってい
ます。

元体操選手の院長や今もスポーツで汗を流す
副院長が、スポーツ障害や腰痛、肩こりなどの
症状の改善と、痛くならない身体づくり指導な
どのサポートを行っています。

“こども”“スポーツ”に◎！！整体メニューも♪

ジュンスポ競技クラス会員や職員の身体メンテナンスも

保険診療
［適応症状］
◎骨折・脱臼・打撲・肉離れ
◎ぎっくり腰
◎寝違え
◎スポーツ外傷
◎その他急性期、亜急性期のケガ 等

自由診療
［保険外メニュー］
◎ハイボルト治療
◎超音波治療
◎KTテープ（テーピング）
◎骨盤矯正・猫背ストレッチ
◎機器治療・テーピング治療 等

整体
［整体メニュー］
◎全身コース 60分
◎上半身コース 40分
◎下半身コース 40分
◎ピンポイント 10分



ジュンスポーツクラブ月寒

ジュン・ハート

ジュン・ハート 月寒

月寒じゅんのめ
保育園

じゅんのめ
幼児舎

ジュン・ハート ムーブ ジュン・ハート 厚別西

ジュン・ハート ジョブ ジュン・ハート はこだて

ジュンスポーツクラブ東札幌

ジュン・ハート 東札幌

じゅんのめ保育園

じゅんらく整骨院

ジュンスポーツクラブ月寒
〒062-0853 札幌市豊平区月寒東3条11丁目1-23／✆011-858-3500

ジュンスポーツクラブ東札幌
〒003-0004 札幌市白石区東札幌4条3丁目1-21／✆011-831-5500

ジュン・ハート
〒004-0865 札幌市清田区北野5条2丁目2-23／✆011-887-3333

ジュン・ハート ムーブ
〒004-0865 札幌市清田区北野5条3丁目4-2／✆011-888-1900

ジュン・ハート ジョブ
〒004-0865 札幌市清田区北野5条2丁目6-30／✆011-886-3000

ジュン・ハート 厚別西
〒004-0065 札幌市厚別区厚別西5条2丁目1-25／✆011-801-1111

ジュン・ハート 東札幌
〒003-0004 札幌市白石区東札幌4条3丁目1-21／✆011-831-2900

ジュン・ハート 亜月寒
〒062-0853 札幌市豊平区月寒東3条11丁目1-23／✆011-858-3131

ジュン・ハート はこだて
〒041-0852 函館市鍛治1丁目11-2／✆0138-52-1000

じゅんのめ保育園
〒003-0021 札幌市白石区栄通3丁目1-33／✆011-855-5000

月寒じゅんのめ保育園
〒062-0853 札幌市豊平区月寒東3条11丁目1-23／✆011-858-3330

じゅんらく整骨院
〒004-0865 札幌市清田区北野5条3丁目4-／✆011-881-8000




