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報道関係者各位

ロンド・スポーツ、「THE24GYM 田無 / ORANGE LOTUS 田無」を
2021 年 7 月 21 日にグランドオープン
最新セキュリティシステム・感染対策システムを導入した安心・安全の 24 時間営業トレーニングジムとホットスタジオの
複合店舗を田無駅前にオープン

健康と充実したライフスタイルを提供する株式会社ロンド・スポーツ（本社：東京都東村山市、代表
取締役社長：春名利昭）は、2021 年 7 月 21 日、24 時間営業トレーニングジム「THE24GYM（ザ 24
ジム）田無」と「ORANGE LOTUS（オレンジロータス）田無」を東京都西東京市南町（西武鉄道新
宿線田無駅南口徒歩 1 分）にオープンいたしました。
■「THE24GYM 田無」について

「あらゆる方のライフスタイルに溶け込むトレーニングジム」をコン
セプトとして 2016 年 8 月に初出店を果たした 24 時間営業トレーニング
ジム「THE24GYM」は、主に次の三点を特長としております。
①24 時間いつでも気軽にトレーニングが可能
土足のまま 24 時間 365 日いつでも利用ができ、外出のついでにも気
軽にトレーニングが可能です。
②最新システムによる安心安全なセキュリティ・感染対策システム
当社初となる入退場時の顔認証・自動検温システムを導入し、感染症
予防にも配慮した設備を整えました。また、監視カメラと集音マイクに
よる最新のセキュリティシステムを採用し、いつでも安全にご利用いた
だける環境を提供いたします。

③ハイクオリティなマシンの配置とトレーニング管理アプリ「advagym」を無料提供
最新のカーディオマシン、ウェイトマシンの導入に加え、スマ
ートフォンでトレーニングの管理ができる「advagym」を無料提
供いたします。負荷やセット数などを自動で記憶管理することは
もちろん、マシンの動きに合わせて回数を自動でカウントし、セ
ット間の休憩時間を自動で教えてくれるアプリケーションのた
め、効率よくトレーニングを行うことができます。また、全ての
マシンの使い方を手軽に動画で視聴することができるため、初め
てマシントレーニングをされる方にも効果的なマシンの使い方
を確認することができます。
■「ORANGE LOTUS 田無」について

東大和市、昭島市への出店に続く３店舗目の開業となる「ORANGE LOTUS 田無」は、主に次の四
点を特長とした女性のための溶岩盤スタジオです。
①女性のための上質溶岩盤スタジオ
溶岩浴、岩盤浴等で使用する天然鉱石を使用し、からだ
の芯から温めることができるスタジオです。
またプロジェクションに映し出される映像はレッスン
の没入感を深め、非日常の空間を演出いたします。
②ピュアでクリーンな環境
ガスストーブ、石油ファンヒーター等を使用せず、快適
な環境の中でレッスンをご提供いたします。
③多彩なレッスンプログラム
ホットヨガに加え、専用サーフボードを用いた「サーフ

Atsushi ISHIDA

エクササイズ」
、プロジェクターに映し出された映像空間
でレッスンを行う「プロジェクションヨガ」など、多彩な
プログラムをご用意いたします。
④併設の 24 時間トレーニングジムも利用可能
レッスンを受講しない日も気軽に運動ができる場をご提供できるよう、併設の「THE24GYM 田無」
も追加料金無しでご利用いただけます。
（4 階更衣室は女性のみ入退場可能な顔認証システムにより、24
時間いつでもご利用可能です。
）

■その他施設イメージ

今回の発表に伴い、ロンド・スポーツ代表取締役社長 春名利昭は次のように述べています。
「このた
び、西東京市に 24 時間営業トレーニングジム「THE24GYM」と女性専用ホットスタジオ「ORANGE
LOTUS」を予定通りオープンすることができました。THE24GYM・ORANGE LOTUS 共に 3 店舗目
の出店となりますが、検温・マスク着用検知機能付き顔認証入退館システムや、ジム内の混雑状況も把
握できる最新トレーニング管理アプリ「ADVAGYM」の導入など、今求められる安心・安全に関する新
たな設備も取り入れた最先端のトレーニングジム・溶岩盤スタジオとなっております。感染症に対する
不安な拭いきれない中ではありますが、安全に運動ができる機会、安心して運動ができる場をご提供す
ることで、近隣にお住まいの皆さまの健康づくりや活き活きとしたライフスタイルの創造に貢献できれ
ばと考えております。THE24GYM でのトレーニング、ORNAGE LOTUS でのホットプログラムを、
是非お楽しみください。
」

■店舗概要

ORANGE LOTUS 田無
アクセス

西武鉄道新宿線 田無駅南口徒歩１分
24 時間営業

月～水・金 10:00～22:30
営業時間

土・日・祝

※スタッフ常駐時間

8:30～18:30

月～水・金 10:00～14:00/16:00～20:00

※毎週木曜日休館
休館日
設

備

THE24GYM 田無

土・日・祝 10:00～18:00

毎週木曜日

年中無休（毎週木曜日ノースタッフデー）

溶岩盤ホットスタジオ、女性用ロッカ

トレーニングマシン、男性用ロッカー、男性用シ

ー、女性用シャワールーム、女性用契約

ャワールーム、男女兼用契約ロッカー、水素水マ

ロッカー、水素水サーバー

シン 他

他

※全て女性専用施設
HP

https://www.orange-lotus.jp/tanashi

https://www.the24gym.com/tanashi/
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ロンドグループ
【フィットネスクラブ】
■ロンドフィットネスクラブ東村山アネックス 24+
〒189-0013 東京都東村山市栄町 1-28

TEL 042-392-7811

■ロンドフィットネスクラブ東大和 24+
〒207-0022 東京都東大和市桜ヶ丘 2-143

TEL 042-563-1760

■THE24GYM 昭島
〒196-0003 東京都昭島市松原町 1-6-14 2F

TEL 042-500-5252

■THE24GYM 秋津
〒189-0001 東京都東村山市秋津町 5-7-8 2F

TEL 042-306-2255

■THE24GYM 田無
〒188-0012 東京都西東京市南町 5-5-2 3F

TEL 042-452-6231

【コンディショニングジム】
■クオリア富ヶ谷
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 1-35-20

TEL 03-6804-9551

【スクール】
■ロンドスクールマックス東村山
〒189-0013 東京都東村山市栄町 1-28

TEL 042-394-3535

■ロンドスクールマックス上北台
〒207-0023 東京都東大和市上北台 1-3-4

TEL 042-565-6626

■ロンドスクールマックス成増
〒179-0071 東京都練馬区旭町 3-31

TEL 03-3976-2401

【ホットスタジオ】
■ORANGE LOTUS 東大和
〒207-0022 東京都東大和市桜ヶ丘 2-143

TEL 042-563-1760

■ORANGE LOTUS 昭島
〒196-0003 東京都昭島市松原町 1-6-14 3F

TEL 042-500-5253

■ORANGE LOTUS 田無
〒188-0012 東京都西東京市南町 5-5-2 4F

TEL 042-452-6231

【指定管理施設】
■東大和市ロンドみんなの体育館（プール・野球場・テニスコート・市民広場）
〒207-0022 東京都東大和市桜が丘 2-167-13

TEL 042-566-3531

【テニス・ゴルフ】
■ロンドテニスドーム
〒189-0013 東京都東村山市栄町 1-28

TEL 042-397-7707

■ロンドゴルフプラザフォレスト
〒189-0013 東京都東村山市栄町 1-28

TEL 042-391-3955

【保育所（企業主導型保育事業）】
■ロンドなないろ保育園
〒189-0013 東京都東村山市栄町 1-30-25

TEL 042-306-4047

【リラクゼーションサロン】
■みんなのてもみ（全 10 店舗）
※本社所在地
〒101-0027 東京都千代田区神田平河町 1 第 3 東ビル 903 TEL 03-5833-7787

