
カシオワールドオープン等、優勝戦歴多数

日下部光隆プロ
スペシャルゴルフレッスン

JTAランキングダブルス最高位2位

佐藤博康プロ
アクティブテニスレッスン

今注目のアーティスト、

花結い師TAKAYAによる
アートパフォーマンス

欧米型会員制
スポーツクラブ

リ バ テ ィ ヒ ル ク ラ ブ

www. l ibe r tyh i l l . co . jp
リバティヒルクラブ 検 索 駐車場

無料完備P

会員制高級スポーツクラブ一般開放。〈先着200名様〉ご予約受付中！

Sun 10:00▶19:00
（最終チェックイン　18：30）

雑誌『LEON』のモデルも務めた
HUGOのマットピラティス‼

HUGOバンドEX

お客様にご満足頂けるよう、プログラムは、全て事前予約制です。
2014年3月30日までお電話にて承ります。

2014.3.30
事前予約制／ご予約受付中

特　典

OPENDAY
FESTIVAL

～美・健康の先にある充実感～

ご来場された方全員に
「ドレスアップビーンズ」プレゼント‼
世界のパティシエ　辻口博啓氏「Fève」の
プレミアム豆スイーツをもれなく差し上げます‼

＊当日、館内ご利用後、アンケートに
　お答え頂いた方に限ります。
＊お１人様１個に限らせて頂きます。
なくなり次第、終了となります。

オープンデイフェスティバル

Special Event



16：00～17：00 無料 予約不要1F　ラウンジフィガロ
＊席数に限りがございますので、お早めにお集り下さい。

日頃の感謝を込めて…。会員制高級スポーツクラブを一般開放します。
リバティヒルクラブは、従来のスポーツクラブに留まらない

新しい形のクラブを目指した欧米型の会員制スポーツクラブです。
2000年7月7日にオープンし、地域の皆様のおかげで、今年14周年を迎えることになります。
日頃の感謝を込めて、クラブメンバー以外の皆様に当クラブを一般開放致します。

今回は、普段のリバティヒルクラブを知って頂くために、
通常のプログラムやサービスを基本に、スペシャルプログラムやイベントをプラスして展開致します。

レッスンプログラムで心地良い疲れを感じた後は、リラクゼーションスパやフレンチレストランでお寛ぎ下さい。
また、年間30以上開催されているイベントの一端を知って頂ければ幸いです。

皆様のご来館をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

上質な時間と空間を楽しむ1日

国内・海外で話題の花が咲くアートショー。
リバティヒルクラブに特別出演決定‼

花結い師　TAKAYA
2004年より京都を拠点に、人と花を結ぶ花結い師と
してアーティスト活動を始める。 
生花で独創的なヘッドドレスを制作し、話題を呼ぶ。
多数海外雑誌掲載。D a i l y  T e l e g r a p h  
newspaper等にも掲載され注目を浴びている。
Wedd ingでは、YUMI  KATSURA GRAND 
COLLECTION等を担当する。
自ら演出を手掛けるパフォーマンス「花衣華」も好評。

美・健康の先にある充実感

今注目のアーティスト、
花結い師 TAKAYAによる
アートパフォーマンス

はなゆいし

Special Event



2F　ジム
ライセンス取得トレーナーによる、ボディメトリクスを使ったマンツーマン
指導を、会員価格にてご用意。驚きの効果を是非ご体感下さい。

10：15～18：30

自由が
丘初！

ボディメトリクスは、自分では伸ばせない筋肉を、
気持ちよく伸ばし、関節可動域を広げる
ストレッチマシンです。身体の硬い方だけでなく、
全てのスポーツに絶大な効果を発揮します。

▶テニス・ゴルフのレッスン前後に！
▶スイミングの上達に！
▶生活習慣病予防に！
▶アンチエイジング効果！
▶腰痛・肩こりの改善に！
▶怪我の予防に！

ボディメトリクスを使ったマンツーマン指導
「YAWARA（やわら）」 30分　￥3,150

ジム 10：00～18：30

『LEON』のモデルも務めた、HUGOのマットピラティス。
オリジナルバンドを使って、深層筋へアプローチ。
オリジナルバンドを使い、カラダに適度な負荷を与えることで、
効果的に深層筋へアプローチするマットピラティス。
特にカラダの柔軟性を高める事に大きな効果を発揮するので、
柔軟で引き締まったカラダを目指す方はもちろん、カラダの
硬い方にもオススメのレッスンです。

HUGOバンドEX
ヒ ュ ー ゴ

HUGO CODARO（ヒューゴ コダーロ）
Peak Pilates国際トレーナー。ピラティス
インストラクターの養成に国内外で精力的
に活動する。また雑誌『LEON』のモデルを
務めるなど、ファッションモデルとしても
知られている。

カラダ・ユルメル・ワカガエル
驚異のストレッチマシン
「ボディメトリクス」

11：45～12：4502 2F　スタジオ 先着25名

Gymジム ●ジムをご利用される方は、
トレーニングウェア・シューズをご持参下さい。

14：15～15：15 無料

04

2F　スタジオ 先着25名

初心者向けの楽しいレッスンです。ダンスの虜
になること間違いなし‼ご夫婦・カップル・親子
で、もちろん、お一人でも大歓迎。
講師は当クラブの「スタンダード専科」を受け持
つ、藤本明彦氏。

“Shall We Dance?”
ソシアルダンス

あの映画のように、素敵に踊れたら…。
憧れのソシアルダンスを気軽に体験する絶好のチャンス‼

藤本　明彦講　師
JBDF元全日本スタンダードファイナリスト。
全英選手権ライジングスターセミファイナリスト。
藤本ソシアルダンススタジオＹＯＫＯＨＡＭＡ主宰。
審査員、コーチ、デモンストレーターとして
幅広く活躍している。



スタジオ最終受付 16：45
DO-JO最終受付 17：15

2F　スタジオ

カラダすっきりヨガ07
スリ・K・パタビジョイス師の「アシュタンガヨ
ガ」を優しくアレンジしています。アシュタンガ
ヨガとは、ハリウッドセレブ御用達のパワー系
のヨガ。ストレス解消、ダイエット、デトックス
に効果的です。

無料10：45～11：45 2F　DO-JO

無料13：00～13：20 2F　DO-JO

2F　DO-JO

10：30～11：30 無料

ファイティング
エクササイズ01

空手をベースとしたファイティングレッスン。
ダンスミュージックに合わせて、全身運動を行
います。特にお腹周りや背中をトレーニング。
ダイエットやシェイプアップに最適‼

2F　スタジオ

身体引き締め
エクササイズ06

筋肉や肩甲骨、骨盤周り等、普段あまり意識し
て使われていない筋肉をダンベルやバーで
「トレーニング＋ストレッチ」をします。
運動不足や身体をシェイプアップしたい方、
是非、お試しを‼

頑張れ！お腹‼09
キレイな体型を目指すなら、お腹
やせは永遠のテーマ。そこで、「短
時間で効果が出る」と当クラブで
評判のエクササイズをご用意‼
ぜひ、あなたのお腹で実際に体感
して下さい。

無料
12：00～12：45

2F　DO-JO

若返りストレッチ08

身体全体をストレッチし、関節可動域を広
げます。慢性的な凝りや痛みにも効果的。
背筋を伸ばし、シャキッと若返りましょう！

アロマが香るストレッチ

無料13：45～14：30 2F　DO-JO
はじめてのピラティス10

リバティヒルクラブでも人気の高い
『ピラティス』。その秘密は、ストレッチ
とともに、インナーマッスルを鍛えら
れる点。正しい姿勢を意識しながらの
エクササイズで、あなたの美しさを引
き出します。お気軽にご参加下さい。

●スタジオ・DO-JOをご利用される方は、トレーニングウェア・シューズをご持参下さい。

16：45～17：45 無料2F　スタジオ

先着25名

先着25名

無料15：00～16：00 2F　DO-JO

しなやかなカラダを創る‼
柔心体メソッド11

先着25名

先着25名

先着25名

15：30～16：30
無料

05

基本の『姿勢』と『歩行』を意識し
て、最も『楽』で『美しい』所作を習
得しましょう。この機会にあなたも
美脚美人に‼
インストラクターは、タレントやモ
デル養成クラス等でピラティス、
ウォーキングを指導している
MIHO。

2F　スタジオ
先着25名

先着25名

Studio/Do-Joスタジオ／ドージョー

振付家・ダンサーとして活
躍している稲吉優流が30
年間ダンスの現場を通じて
創り上げた身体調整法。
柔軟性×芯×機動力＝バネ
という理論により、動きや
すく、しなやかなカラダを創
る、ボディコンディショニン
グエクササイズです。
ダンス好きだけでなく、
様々なスポーツにも効果的
なレッスン‼

美Bodyウォーキング
de 美脚美人

12

13：00～14：00 無料
シェイプエアロ03 2F　スタジオ

先着25名

音楽に合わせて色々な動きを
楽しむエアロビクス初級クラス
です。
エアロビクスを初めてされる方
も安心して、ご参加頂けるプロ
グラムです。
この機会にエアロビクスの楽し
さを体験してみませんか？

無料
17：15～18：00

2F　DO-JO
アロマの香りを楽しみなが
ら、全身を気持ちよく、スト
レッチ。心身共にリラックス
したい方、身体の柔軟性を高
めたい方にオススメです。

先着25名

先着25名



B1　アクア

地中海の白い砂浜をイメージした
美しいプールでレッスンを体験。
一足早く夏を先取りして、プールでのレッスン
で若さと美しさを磨きませんか。トレーニング
が苦手な方や、水着姿に躊躇している方に
こそ、参加して頂きたいプログラムです。

●プールをご利用される方は、
　水着・スイムキャップ・ゴーグルをご持参下さい。

Tennis 佐藤博康プロ
アクティブテニスレッスン

JTAランキングダブルス最高位2位の佐藤博康プロによるテニスレッスンです。
初心者から上級者まで、レベルに応じた専門的なアドバイスが受けられます。
あなたのテニスが、変わる瞬間をご自身で体験して下さい。
リバティヒルクラブでも今春よりレギュラーレッスンが決定‼
佐藤博康プロ（さとう ひろやす）
大学在学時に学生としては３３年ぶりに全日本選手権のダブルスに優勝、１０年後
の０４年に再び全日本選手権ダブルス優勝。さらに数多くの優勝経歴には枚挙に
暇が無い。グランドスラム大会の本戦出場を目指し、ツアーを転戦中。JTAランキ
ングダブルス最高位2位。

10：30～12：20 12：50～14：40

屋上テニスコート

各回先着18名限定

各回先着5名限定

110分　￥3,780

1F　ドライビングレンジ5打席

10：30～18：00（最終受付17：30）

10：00～18：30（最終受付18：00）

10：00～18：30

15：00～18：00
30分　￥1,575

レンタルコートも
ご利用頂けます。

日下部光隆プロ スペシャルレッスン
　&リバティヒルクラブゴルフコーチプライベートレッスン

アクアエクササイズ
グループレッスン

●ゴルフをご利用される方は、ゴルフクラブをご持参下さい。ゴルフクラブ、グローブのレンタルもございます。

15：00～15：45 無料 先着25名
水中でのウォーキングで脂肪燃焼‼
実際に体験すると、かなり運動量の多さに
気付くはず。水中なので、関節等に優しく、
日頃運動不足の方にもおすすめです。

●テニスをご利用される方は、テニスラケット・シューズをご持参下さい。それぞれレンタルもございます。

アクアウォーキング 無料 先着25名

水の抵抗や浮力を感じながら、音楽に合わ
せて楽しく身体を動かします。水中では関
節への負担が少ない上に、運動効果も
高く、アンチエイジングにぴったりです。

アクアビクス
16：30～17：1513：15～14：00

テニス

Poolプール

Golf
ゴルフ

10：30～11：00 17：00～17：30
「はじめてのゴルフ」

30分　￥2,100

14：00～14：30 16：30～17：00

未経験者の方、絶好のゴルフデビュー。

「美しいフォーム」

30分　￥2,100

60分　￥5,250

フォームをチェックするチャンス。

30分　￥52510：00～18：30ゴルフフリー打席

金澤和枝・錦織立欣ゴルフコーチによる
プライベードレッスン

11：00～11：30 13：00～13：30 17：30～18：00

「飛距離をアップ」

30分　￥2,100

飛距離を伸ばす極意を伝授！
13：30～14：00 16：00～16：30 18：00～18：30

「コントロールショット」
30分　￥2,100

ぶれないスイングを丁寧に指導。

97年カシオワールドオープンでの劇的な優勝をはじめ、
数々の優勝戦歴を持つ、日下部光隆プロのスペシャルレッスン‼

日下部 光隆プロ
（くさかべ みつたか）
1968年、神奈川県生まれ。
朝日杯全日本学生２連覇。
91年プロ合格。
94年九州オープンでプロ初
勝利。95年ペプシ宇部興産、

97年カシオワールドオープン、98年日経カッ
プの3勝。
雑誌『Waggle』・『ゴルフダイジェスト』での連
載、テレビ等メディアにも多数出演している。
ゴルフスタジオ『WASS』主宰。

日下部光隆プロ
　　スペシャルゴルフレッスン

14：45～15：4511：45～12：45



当日予約可所要時間　約15分 1F　JCサロン
アンチエイジングを始める前に、まず、お肌のチェックを。自由が丘クリニック特設サロンでは、
スキンチェック機器を使い、お肌の水分量と弾力を測ります。
あなたのお肌に合わせたお手入れ方法や、アドバイスが受けられます。
お一人15分程度ですので、お気軽に受けて頂けます。人数に限りがございますので、ご予約は
お早めにどうぞ‼

無料

自由が丘クリニック特設サロン スキンチェック
11：00～18：00（最終受付17：40）

30分　￥2,625リフレクソロジー

タッチスパをご利用頂いた方全員に、
プレゼントをご用意しております。

オールハンドによるマッサージ＆ケア
全室が落ち着いた個室で、心身ともにリラックス。

ひざ下のマッサージです。
足裏のツボやふくらはぎを
刺激し、むくみや足の疲れを
改善します。

ボディケア 当日予約可

レッグケア 当日予約可

30分　￥3,675

高品質アロマオイルを使用した
２つのオリジナルブレンドから
お好みの香りをお選び頂けます。

30分　￥3,150

アロマトリートメント

着衣のままでお受け頂ける
マッサージです。
個々のお疲れに合わせた施術
で心身の疲れを改善致します。

マッサージ

フェイシャル＆ヘッドケア 当日予約可

30分　￥3,675
Women’sフェイシャル

お肌の状態に合わせて、化粧品を
お選びするパーソナルなトリートメント
です。
クレンジング～マッサージ～
パック～ヘッドマッサージ～整肌

30分　￥2,940
男性専用のフェイスケア製品
を使用し、若々しくスッキリと
した表情へ整えます。

Men’sフェイシャル

洗顔～マッサージ～パック～
ヘッドマッサージ～整肌

TouchSpaタッチスパ
2F　タッチスパ

10：30～18：30（最終受付18：00）

タッチスパでは、100％天然ピュアオイルの「ナチュラルタッチ」
と、フランス発のプロフェッショナルスキンケアブランド「ソティス」
を使用しております。

高品質の製品で、
上質なトリートメントをご提供致します。

全てのコースが、男性・女性共にお受け頂けます。
Present



●プログラムに空きのある場合は、当日予約も可能です。
●ジム、プールの施設は、当日受付の上、無料にてご利用頂けます。
●当日は、ゲストご同伴に限り、会員様もご入館頂けます。
●16歳未満の方は、当日、ご入場頂けません。
●託児所はございませんので、乳幼児をお連れの方は、ご入場頂けません。
●各プログラムは定員に達し次第、締め切らせて頂きます。予めご了承下さい。
●キャンセルされる場合は、前日までにお電話にてご連絡下さい。
●クラブ敷地内に、駐車場および駐輪場を完備（無料）しております。
●ロッカー・シャワーを完備しております。（タオルは備え付けの物がございます）
●ジムをご利用される方は、トレーニングウェア・シューズをご持参下さい。
●プールをご利用される方は、水着・スイムキャップ・ゴーグルをご持参下さい。
●テニスをご利用される方は、テニスラケット・シューズをご持参下さい。
●ゴルフをご利用される方は、ゴルフクラブをご持参下さい。
●貴重品の管理は、各自でお願い致します。（鍵付きロッカーおよび貴重品ロッカーがございます）
●ご利用後、アンケートにご協力をお願い致します。
●料金は全て消費税込みです。

お申し込みは、下記のお電話にて
承っております。

事前予約制
お客様にご満足頂くために、
プログラムは、全て事前予約制
となっております。

Lounge FiGARO
ラウンジ フィガロ 1F　ラウンジフィガロ

ランチおよびスペシャルイベントのご予約は必要ございません。

当日限定！春のランチビュッフェ‼
1969年創業のフランス料理の老舗「フィガロ」が、「春」をテーマにしたスペシャルランチビュッフェを

ご用意致しました。お昼のひとときを生演奏と共に、彩り豊かなお料理でお楽しみ下さい。

オープンデイフェスティバルのご予約・ご利用に関して

11：30～19：00（ラストオーダー18：30）

Tel. 03-5731-5731

～ピアノ等による生演奏を聴きながらお楽しみ下さい～

＊写真のお料理は一例です。また、内容変更になる場合がございます。　＊15：30～19：00は、通常メニュー・ドリンクをご利用頂けます。

11：30～15：30 ランチビュッフェ
ラストオーダー15：00 60分　￥1,470（フリードリンク付）



屋上

1F

B1

2F

屋上テニスコート

フロアガイド

男性ロッカールーム

サウナ

テラス

トイレ

フロントデスク

ロビー

ラウンジ　フィガロ（レストラン）

ドライビングレンジ
自由が丘クリニック
特設サロン

プール（25M）

ジャグジー

スチームサウナ

ソーキングプール（寝湯）

女性ロッカールーム

パウダーコーナー

サウナ

タッチスパ（マッサージ＆ケアサロン）

ジム

スタジオ

DO-JO

www.libertyhill.co.jp
〒152-0023　東京都目黒区八雲3-26-6

リバティヒルクラブ 検索

03-5731-5731
最新情報はウェブサイトで！

総合問い合わせ
リ バ テ ィ ヒ ル ク ラ ブ

ご入会

特典
当日、ご入会で、限定入会特典セットをプレゼント。
詳しくは、会場にて！

目黒通り

自由が丘
三丁目

ユニクロ
紀ノ国屋

◀環八方面

八雲
三丁目

中根

自由が丘

産能短大

LIBERTYHILL
CLUB

東急大
井町線

東
急
東
横
線

お車をご利用の方

▶環七方面▶環七方面


