
 

 

 

発 行 ： ドルフィン株式会社 

企画・制作 ： 株式会社ドゥメンテックス 

岐阜県岐阜市大蔵台１０-２８  

【受付時間】月～金 11:00－20:０0 土 10:00－18:00  

【休館日】毎月 29 日～末日、日曜日、年末年始、ＧＷ、お盆 

 

４/２９（土）～５/７（日）までお休み 

みんなあつまれ！  誰
で
も
参
加 

で
き
る
よ 

ドルフィンスイミングスクールでは、お客様への感謝イベントとして、毎年

「DJ 祭」が開催されます。 皆さんで遊びに行きましょう！ 

日本スイミングクラブ 
協会の「泳げない 

子どもをなくそう」 
キャンペーン！＝「水難 

事故撲滅を目指し、 
プールの無料開放や指導を 
行う活動」にドルフィンは 

参加します！ 

 そ
の
ほ
か
ホ
ー
ム 

ペ
ー
ジ
も
確
認
し
て
ね 

光るスーパーボール、でこぼこ

ボール、いろいろあるよ！ 

ドルフィンにちなんだクイズに答えて全

問正解すると、ゲームが 1回できちゃう！ 

 
好きな絵や文字をかいてオリジナル缶バッチ

を作ろう！ 

                   【＊印 以外は無料です】 

★プールでのイベント★（大人・小人）（持ち物：水泳帽・水着・ゴーグル・タオル   

注意：小２以下のお子様は保護者同伴、水泳帽着用、化粧・貴金属類禁止） 
①プール開放（13:00-16:00）（当日フロント受付必要） 
②流れるプール（13:30-13:50/14:30-14:50/15:30-15:50）  
③25M タイム測定会 ドルレンジャーチャレンジ（13:50-14:00/14:50-15:00） 

★ロビーでのイベント★ 

①血液サラサラチェック（大人・小人）（11:00-16:00）  
②スクール用品セール（大人・小人）（10:00-16:00）  
③スクール生による絵の展示会（スクール生）（10:00-16:30） 

★スタジオでのイベント★ 

  ①体育無料体験会（10:00-10:50 年中・年長 先着 10 名/11:00-11:50 小 1-3 先着 10 名） 

   （事前予約必要 受付５/１(月)11:00～ お電話にて申し込み） 
＊②ゲームコーナー（大人・小人）（13:00-16:30）（＊１回 30 円） 

★学習室でのイベント★ 

 ＊①スイーツデコストラップ作り（小人）（13:00-16:00）（＊１回 500 円） 
＊②Can バッチ good（小人）（11:00- 先着 100 名）（＊１回 100 円） 

★受付でのイベント★ 

  ①クイズ（小人）(13:00-16:00) 

★玄関前でのイベント★ 

 ＊①売店 かき氷･クレープなど（大人・小人）（13:00-17:00）（＊350～650 円）  
＊②スーパーボールすくい（大人・小人）（12:00-16:30）（＊１回 100 円） 



 

 

今年度、ドルフィン株式会社には 7 名、株式会社ドゥメ

ンテックスには障がいのある３名が入社しました。 

フレッシュな社員から届いた言葉です。 

「人を大切にします」「信頼される人になりたい」「楽し

む気持ちも忘れません」「努力を怠りません」「感謝の心

を持ちます」・・・ 

彼ら彼女らが、５年先も１０年先も同じ気持ちを持ち続

けられるように、全社員でサポートしていきます。 

 

『ドルフィン株式会社・株式会社ドゥメンテックス
平成２９年度入社式』が、行われました。 
 

私たちドルフィン株式会社も株式会社ドゥメンテックスも、 
お客様により良いサービスを提供したいと考える仲間が集まった会社です。 
今後も２つの会社の目的はただ一つ。 
「お客様のために」。 
ドルフィングループの新たなスタッフともども、よろしくお願い致します。 

ドルフィングループの 
障がい者雇用について 

ドルフィングループをご利用いただ
いているお客様の中には小さなお子様
や妊婦の方、障がいをお持ちの方、高齢
者の方がおみえです。こうした方々も、
当然 当方の大切なお客様です。 

こうしたことから、色々な視点でお客
様に寄り添えるカタチを作っていきた
いと考えます。 

それはまず、人の気持ち、ハートを理
解すること。 

そして、健常者のスタッフだけでは気
づきにくい施設の不自由をクリアにす
ること。 

障がいのある方が働くことで、健常者
のスタッフでは分からなかったお客様
の不便を、クリアにする視点が生まれて
きます。 

私たちドルフィングループは、ハート
ある人財育成に努めてまいります。 

 



 

  

  

愛知県一宮市大和町苅安賀字狭間 67-1 

マ ル チ ス タ ジ オ    ド ゥ エ ル  いちのみや 

【受付時間】月～金 9:30－22:00 土 9:00－19:00 【休館日】日曜日、ＧＷ、お盆、年末年始 ４/２９（土）～５/５（金）お休み 

 ドゥエル一宮では、 
どんなおたのしみが
ありますか？  

 
 ドゥエル一宮では、 季節のイベントや装飾を行っ
ています。 七夕には、短冊に願い事を書いて飾ったり、 
大人の方も子どもさんもハロウィンの仮装をしたり。 季
節のイベントでは、 チョコっとプレゼントもありますよ☆  
レッスンや教室以外にも、 ドゥエルに「行く」 「通う」 楽
しさを見つけていただきたいです。  

 お客様の笑顔を見ているだけで、 まさにドゥエル
一宮に「通うのが楽しい」 のがよくわかります。  

レッスンや教室内容でも、 おたのしみがありますか？ 

 
 もちろんです！ ダイエットプログラムでは、 通常
メニューだけではなく、 お客様の気分や体調に合わ
せてメニュー変更し、 やりたい事に集中して楽しんで
いただく。 また、 子どもたちの個別運動指導でも、 
「がんばってできるようになりたい」 子どもさんや保
護者の方の希望を叶えるため、 縄跳びやバク転、 
一輪車など メニューにないものでもリクエストにお
応えし練習して、 「できる」 楽しみを作ります。  

 「運動」 「ダイエット」 「学習」 何においても、 サポ
ートしながら ‘一緒に’ 成功・ 達成まで歩んでくださ
るのですね。 お話を伺うだけでも伝わるので、きっと
通ったらもっとワクワク楽しいことや感動が待っている
のだろうと思いました！  

岐阜県岐阜市大蔵台１０-２８  

【受付時間】月～金 11:00－20:０0 土 10:00－18:00 【休館日】毎月 29 日～末日、日曜日、年末年始、ＧＷ、お盆 

 ドルフィンでは、 
どんなおたのしみ
がありますか？ 

ドルフィンでは、子どもたちに喜んで
もらえるようにイベントを沢山準備してい
ます。 

夏にはお泊りでのおでかけ、 お祭り、 冬
にはスキースクール、 絵画展示などが
あり、 年中お楽しみでいっぱいですよ！ 

また、 ハロウィンにはコーチたちが仮装し
たり、クリスマスにはドルフィンにサンタや
トナカイを連れてきたり！ イベント毎に嬉
しいミニプレゼントももらえます！  

 楽しいこと満載で、ワクワクしますね！ 館
内はいつも季節を感じられるディスプレイ
がされていて、大人も見ていて楽しめます。 

４/２９（土）～５/７（日）までお休み 

大人向けスタジオレッスン無料体験 
                 お一人様 1 レッスン限り 

                    

レッスンスケジュール・詳細は 

ユーバウンド ベリーダンス 

女性専用 個別ダイエットプログラム 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木曜日 16:20～17:20（MICHIKO） 

 
 
水曜日 17:45～18:45（KONARI） 
木曜日 17:35～18:35（MICHIKO） 
金曜日 17:30～18:30（TAKE） 
土曜日 14:30～15:30（MICHIKO） 
 
 
土曜日 15:45～17:15 

（TAKE） 
お気軽にお電話ください 

【営業時間】10:00－22:00 【休館日】毎週木曜日（祝日の場合は営業、翌日休館）、年末年始、メンテナンス休館あり 

京都府与謝郡与謝野町岩滝 470 番地 

５/３１（水）・ ６/３０（金）お休み  

G.W.は休まず営業  クアハウスでは、
どんなおたのしみ
がありますか？ 

 
 クアハウスでは、 月間イベントや季節毎のイベントを多
数行っています。 日替わりでお風呂の内容を変えたり、 ス
タジオイベントを行ったり。 クアハウスを飛び出してのゴル
フコンペや地域活性のための野外イベントも行っています。 

売店では、 お客様のニーズに合わせ地域で獲れた地産
地消商品を販売しています。 

 お客様が一緒に参加できる企画が多くて良
いですね。 

こちら（右）は、 スクール生に 「館内のマナー」 
についてのポスターを描いてもらったそうです。  
ほっこりする可愛い絵が、 きっと皆さんの気持
ちを和ませてくれたのだろうと思います。  お話
を伺い、 心のこもったクアハウスならではのサー
ビスを知り、 また活気を感じました☆ 

 

５・６月は、 アロマ浴（水着浴で利用可能）
が日替わりで、 アヒル風呂 ・ まゆ風呂 ・  
アロマ浴 ・ ひのき風呂 ・ しょうぶ風呂 
となる予定です。 お楽しみに！ 

ホームページで、 
「月間イベントカレンダー」をチェックしてね 

私たち大活躍！ 

ぜひ遊びに 
来てねー☆ 

プール ＋ 水着浴 ＋ 裸浴 ＋ トレーニングルーム 

大人（高校生以上） 通常価格 １，２００円→１，０００円 
中人（中学生） ８００円→７００円 
小人（３歳～小学生） ５００円→４００円 

水着浴 ＋ 裸浴 

大人（高校生以上） ８００円→７００円 

裸浴 

大人（中学生以上） ５００円→４００円 
小人（３歳～小学生） ３００円→２００円 

クアハウス岩滝より、 ドルフィン会員様に嬉しいお知らせです。 
５月１日（月）～６月２８日（水）まで、 ドルフィン全施設の会員様は会員証ご提示で、 下記の特別価格にて 

施設利用ができます。 （会員証で１グループ様 O.K.） 是非、皆さまご利用くださいませ！ 
                                ＊クアハウス岩滝以外の施設の会員様に限ります。 

レストラン 
営業時間内の

利用 
10％OFF 

みかん風呂 

あひる風呂 

 
毎月２６日は 
「風呂の日」 

特別割引入館、売店商
品・レストラン割引 

多数あります 

岐阜県岐阜市江添 2-8-17 山田商業ビル１・２階 

マ ル チ ス タ ジ オ    ド ゥ エ ル   ぎ ふ 

【受付時間】毎週火～土 15:00～21:00（曜日で変動あり） 【休館日】毎週日・月曜日、ＧＷ、お盆、年末年始 

 ドゥエル岐阜では、 
どんなおたのしみが 
ありますか？ 

 
 ドゥエルのダンススクールでは 年に数
回、 ダンスのスキルチェックをするため、  
１人ずつカメラの前で踊ってもらいビデオ撮
影をします。 日頃の練習の成果を保護者の
方と一緒に確認し、今後の課題を見つけます。 

 １人ずつのフォームや技術チェックをして
もらえるのは、ダンサーにとっては嬉しいです
し、 励みになりますね。 ドゥエルで沢山のダ
ンサーの夢が叶いますように。 

３月４日  
ドゥエル岐阜選抜チームが名古屋
「マハラジャ」で開催されたダンス
イベント「SPREAD」に出演しました 

リトルクラス（４～６歳） 

キッズクラス（小学生） 

ティーンクラス（中学生以上） 



 

 

岐阜県岐阜市藪田南 2-1-1 

【開館時間】9:00－21:00 【休館日】12／29～1／3 
岐阜アリーナは、株式会社河合楽器製作所とドルフィン株式会社からなる 

岐阜アリーナ運営共同体によって運営されています 

岐阜県郡上市八幡町旭 1130-１ 

【受付時間】火～土 10:00－21:30 日 10:00－18:00 【休館日】毎週月曜日、12/29～1/3 

 
 スポセンでは、 
どんなおたのしみ
がありますか？ 

 スポセンは、 本当にお客様との距離が近く温かい雰
囲気なので、 お話を伺いながら、 また心が和みました。 

以前、 他施設との共同企画で、 「お客様やスタッフの 
『ありがとう』 のメッセージを桜の花びらに書いて貼り、 
桜の木を満開にする」 イベントや、 写真コンテストなどを
行ったことを知りました。 素敵ですね☆ 

 ４月より復活した 「スポセン市」 は、 月６回。 野菜
を作る楽しみと、 野菜を買う楽しみが交差する場とな
っています。 地域の人が、 地域の中で生きがいが持
てる取り組みを応援しています。 

また、 七夕には笹を準備し短冊に願い事を書いていた
だいたり、 ハロウィン、 クリスマス、 お正月など、 お客
様に楽しんでいただけるよう様々なイベントを企画して
います。 

 岐阜アリーナでは、
どんなおたのしみ
がありますか？ 

 

岐阜アリーナには、 大きな体育館があるので、 
大規模なレッスンや教室のイベント、 フリーマーケット
等の地域活性化イベントを行っています。 

こちらの写真（右、左）は、 昨年と今年に行われた
ZUMBA イベントの時の写真です。 大きなフロアが
300 名のお客様で ZUMBA 一色となり大盛況でした！ 

下の写真は、昨年の体操フェスティバルの様子。 沢
山の子どもたちの参加がありました。 元オリンピック
選手のトークショーや演技を 
見た子どもたちのキラキラし 
た瞳が印象的でした。 

スマートボールって？ 

昭和初期に小林脳行が、ピンボールゲー

ムの一種を「コリントゲーム」の名で流

行をもたらし、その後日本独自の発展を  

し、「スマートボール」となったそう 

スタッフお手製の 

スマートボール 

新鮮なお野菜がたーくさん！ 

毎月第１・３水木金 
10：00～21：30 スタッフ手作りのスマート 

ボールで、 楽しく遊ぼう！！ 
来館者全員が参加できるよ！ 

  参加費無料 

活気溢れる大迫力のイベントは、 岐阜アリー
ナならではだと思います。 子どもから大人まで、 
皆が楽しめる場所はやはり魅力的ですね！ 

体育 新体操 

☆入会特典 ☆ 
 入会金《2,052 円》→ 
 カード発行料《540 円》→ 

☆紹介特典☆ 
 月会費《3,780 円》→１人ご入会     ２人ご入会 

からだ・こころ・知的の 3 つの要素をバランスよく指導 

子どもたちに 元気・やる気がみるみるわいてくる楽しい指導 

☆キャンペーン特典☆ 
 体験レッスン《540 円》→   （一部を除く） 
☆入会特典 ☆ 
 入会金《3,240 円》→ 
☆紹介特典☆ 
 月会費《１ヶ月分》→１人ご入会     ２人ご入会 

心身ともにリラックスし、自身のパワーバランスを整えるだけでなく 

美しくなることを真摯に考えたスタジオ 



 

 
 

福井県福井市境寺町 2-7 

【受付時間】9:00～22:00 【休館日】屋外 12／1～3／31、屋内 12／28～1／4 この施設は、株式会社ナイガイとドルフィン

株式会社からなる、福井市美山地区体育施

設運営共同体によって運営されています 

提携先 

提携障がい児者福祉法人 

企画事業 

ドルフィン㈱は FC 岐阜のオフィシャルサプライヤーです 

初心者大歓迎のヒップホップダンススクール 

基礎クラス 

【時間】 水曜１８:１０‐１９:００ 

【対象】 年長～小３ 
   (＊推奨年齢です) 

【場所】 体育館 「美山トレーニングセンター」 

所在地：福井市境寺町２-７ 

【月謝】 ４，０００円（税別） 

＊初回 入会金２，０００円（税別） 

【定員】 各クラス１５名 

受講生募集中！ 

初級クラス 

【時間】 水曜１９：１０‐２０：００ 

【対象】 小４～中学生 

Instructor NAMI 
高校生の頃よりダンスをはじめ、ダンスの楽し

さ、素晴らしさを実感してから今に至るまでダン
スを続けている。 
 高校卒業後、チームを結成して県内のクラブシ
ョーケースやイベントに出演し、一躍脚光を浴び
る。 
 同時に、インストラクターとしての活動もスタ
ートする。 
 ダンスの振りのキレ、美しさはいつまでも変わ
らぬまま、自身の育児や保育士の経験を活かした
キッズのレッスンは、⼦ども⼼を旨く捉えて⾏っ
ている。 

岐阜県岐阜市大蔵台１０-２８  

【受付時間】月～土･祝 10:00－22:00 日 10:00－17:30 【休館日】毎週木曜日、年末年始 

 ジェイ･スクエアでは、 
どんなおたのしみが 
ありますか？ 

 確かにいつも、 隣りの人とお話をしながら、 和気
あいあいと過ごしてみえますね。 私もジェイ･スクエ
アに行くと、 色々な方が声をかけてくださいます。 

ジェイ･スクエアは、 季節のイベントもありますが、 
毎日がイベントになっています。 
それは、 「健康になりたい」 というお客様の集いの場
なので、今日会った初めての方と会話がはずみま
す。 
アットホームなジェイ・スクエアでは、 毎日が井戸端
会議の大イベントです。 

 
 立地条件は悪いですが、 それでも毎日沢山のお

客様が足を運んで下さいます。 きっと “今日行くの
やめようかな” “遠いからなぁ” とそんな気持ちも
あるはずなのに、 それでも足を運んで下さっていま
す。  
だから私たちも、 ”来て良かったな“と思っていただ
けるよう、 日々イベント準備に心掛けています。 

スクエアは、 ドルフィンの
すぐとなり。 お子さんがド
ルフィンで習い事の間、お
父さんお母さんは 500 円
でスクエアを利用できる     

んですよ！ 

安心スポーツクラブ ジェイ･ス
クエアは、平成２９年９月をも
って、創業３０周年目を迎える
ことになります。 
これもひとえに、会員様の皆様
の温かいご支援、ご愛顧の賜物
と心より感謝申し上げます。 

また、３０周年に伴い ４月１７
日より会員様のお持ちのカード
が復刻デザインになり新しく生
まれ変わりました。 

その他、周年事業の計画など随
時発表していきますのでお楽し
みください。 

中級クラス 

【時間】 水曜２０：１０‐２１：００ 

【対象】 中学生以上 


