
女性専用 暗　闇

女性専用レッスン 暗闇照明

B スタジオ B スタジオ B スタジオ

ファンクショナルエリア ファンクショナルエリア ファンクショナルエリア

  

ピンポンタイム

　

22:00
21:45～22:00  篠崎

20:45～21:30

中上級エアロ
21:05～21:35 平山

Reejam篠崎
2１:１５～2２:０0 21:15～22:00

  ポールストレッチ
久保 ＹＵＵＫＡ

20:45～21:1521:00 20:45～21:30

筋コンディショニング 加藤
近藤 益子

セミパーソナル20:３５～2１:０５ 篠崎 MEGA DANZ ヨーガ20:40～21:00　近藤 ＹＵＵＫＡ
久保 20:45～21:30

20:00
19:40～20:10

19:４０～20:２５ 19:45～20:15 ＹＵＵＫＡ上田
篠崎 ボールエクササイズ

久保
20:00～20:30

HIPHOP中上級エアロ 墨谷
暗　闇

筋コンディショニング 20:25～20:55 20:20～21:05
ＨＩＩＴ

セミパーソナル

セミパーソナル
ＹＵＵＫＡ 18:45～19:30

19:０0～１９:３０ 19:00～19:30
エアロシェイプ40上田 19:00～19:45 上田

久保 上田
19:10～19:50 暗　闇

渡辺
ZUMBA

初級エアロ
美・BODY 墨谷

中級エアロ 19:25～20:10

18:00～18:30　上田

18:20～18:50 からだスキャン
セルフマッサージ

近藤
ファンクショナルエリア

上田

17:20～17:50　上田

18:00
セミパーソナル ボディービート

セミパーソナル18:00～18:45 ベーシックステップ
18:00～18:45渡辺 ヨガトレ

ヨーガ
18:30～19:15

ヨーガ19:00
ピラティス 18:45～19:30 マッスルスカルプ

16:00
15:40～16:25

高久

17:00 女性専用

美・ＢＯＤＹ

　 15:00～17:30 15:10～15:55
暗　闇

大平
ZUMBA

ピンポンタイム 週ごとクラス
ピンポンタイム 高久

15:00～17:30

15:00
14:４5～15:１5 ファンクショナルエリア 14:40～15:10 益子

14:45～15:30新夕 高久 ファンクショナルエリア

ZUMBA

ストレッチ➊❷よりお選び下さい ベーシックセブン
近藤 篠崎 14:00～14:45 14:30～１5:00

大平

14:05～14:5014:15～15:00 セミパーソナル

郡司 上田 小針

   ❸　ピラティス 13:35～14:05 篠崎

14:20～14:50　高久 ベーシックセブン    ❷ピラティス 14:30～15:00
渡辺

13:30～14:00

14:00
13:40～14:10 加藤 初級エアロ リラックスヨーガ ボディメイク フラダンス スタッフ

高久    ❶ピラティス 13:50～14:20 13:45～14:15 13:50～14:20 13:50～14:20

かんたんステップセミパーソナル
  ボディ

コンディショニング

14:15～14:３5 新夕 高久

バランスアップ 14:00～14:30 墨谷

13:10～13:55加藤 MEGA DANZ 墨谷 益子 郡司 上田 小針 ストレッチ

骨盤調整ヨーガ ヨガトレ フラダンス ベーシック

13:00～13:30　高久 13:10～13:40 13:10～13:40 13:10～13:40 13:10～13:40 13:10～13:40

アドバンス MEGA DANZ スタッフ バレトン リズム体操
チャレンジエアロ 13:10～13:40

ベーシックセブン 益子 第2・4
12:15～12:45

高久
12:30～12:50　新夕

高久 12:30～13:00 近藤

13:00
ストレッチ 加藤

   ❷  ピラティス 12:55～13:25

セミパーソナル
11:50～12:35 ➊❷よりお選び下さい

 チェアエクササイズ カラダほぐし 11:35～12:20

➊❷❸よりお選び下さい ❷ファットバーナー
セミパーソナル

12:00～12:45
磯野

　❶ ピラティス 12:15～12:45 ❷ボディステップ
【中級～】

渡辺 第1・3
ボールエクササイズ 12:20～12:5512:20～12:50 高久

12:00
高久 サークル 1１:３５～1２:０５

高久 11:50～12;10 新夕 リセットトレーニング

気功 ❶ベーシックステップ
コンディショニング ローインパクト

三本木

➊❷よりお選び下さい 長谷川

週ごとクラス
10:55～11:40 脂肪燃焼サーキット

高久 高久

館内掲示
1１:３5～12:０5 11:35～12:05

長谷川
10:5５～11:４0

堀越

11:10～11:40 11:00～11:45
磯野

 ❶ファットバーナー

益子 小島
館内掲示

➊❷よりお選び下さい 小池

11:00 ZUMBA
 ❷骨盤調整ストレッチ ピラティス ルーシーダットン

ストレッチ
10:15～１０:４５

堀越

ストレッチ
10:15～10:45  ❶骨盤調整ストレッチ 10:15～10:45 10:15～10:45

10:15～11:00 10:20～10:50
10:15～10:45 高久

ソフトエアロ10:55～11:25 10:55～11:25 10:55～11:25

B スタジオ A スタジオ B スタジオ A スタジオ

10:00

ストレッチ 女性専用
ヨーガ

サーキット リズム体操

A スタジオ B スタジオ A スタジオ A スタジオ A スタジオ A スタジオ

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

■スタジオ スケジュール【　２０２３．5．1～　】
エアロビクス系

レッスン
機能調整・改善系

レッスン
ダンス系
レッスン

エクササイズ・
トレーニング系

※ 卓球台を設置し
自由にお使い頂けます

時間変更

こちらのマークのレッスンはどちらか

内容変更 ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ変

新レッスン

※ 卓球台を設置し
自由にお使い頂けます


