
コナミスポーツクラブ北浦和 タイムスケジュールのご案内

ご覧いただき誠にありがとうございます。

タイムスケジュールは以下となっておりますのでご確認ください。

2枚目、「2022年9月タイムスケジュール」

3枚目、「2022年10月タイムスケジュール」

4枚目、「10月10日(月)祝日タイムスケジュール」

画面下にスクロールいただくことでご覧いただけます。

お手数おかけして申し訳ございませんが、よろしくお願い

いたします。

皆様のご来館、心よりお待ちしております。



火曜日

宮之原千晶

鈴木真弓

30

19:00

30

20:00

30

21:00

30

22:00

仲村　樹莉亜

【ＮＥＷマーク】　　今回より新たにスタートしたプログ
ラム（クラス）です。

運動塾
【スイミングスクール】

14:35～20:00
※使用コース

制限あり

コナミスポーツクラブ　北浦和

■ 営業時間のご案内 ■

【安心マーク】　　ご参加が初めての方・久しぶりの
方・低体力者の方も安心してお楽しみ頂けます。

【スクールマーク】　　スクール会員対象クラスです。

【変更マーク】　　前回より時間・内容・担当者等が
変更となったプログラム（クラス）です。

曜　日　：　時　間

月・水・木・金 １０：００～２1：００

土

シェイプエアロ

10:00

運動塾
【スイミングスクール】

10:00～18:00
※使用コース

制限あり

30

11:00

30

12:00

30

13:00

30

14:00

30

15:00

30

16:00

30

17:00

30

18:00

スタジオ1 プール

ワークアウトエアロ

河原 麻代

１０：００～２０：００

日・祝日 １０：００～１８：００

※毎週火曜日は休館日となります

【　マーク表記に関して　】

コナミスポーツクラブ北浦和　　 スタジオ＆プール　タイムスケジュール
月曜日 水曜日 木曜日 金曜日

岩泉 志穂

15：30-16：15

ボディコンバット45

岩泉 志穂

14：25-15：10

10：30-11：15 10：30-11：15 下田　嶺
10：20-11：05

ボディパンプ45※TB

堀　真也

13：35-14：05

コアクロス
【実施場所】

4階体育館

【予約開始】10:00～

【予約開始】10:20～

10：30-11：15

10:00

【有料スクール】
成人水泳教室

【有料スクール】
成人水泳教室

スイミング(中級)
マスターズスイミング

スタジオ1 プール スタジオ1 プール スタジオ1 プール スタジオ1 体育館・体操場 プール

酒井　憲二
渡辺　奈央子 小林　妹子 我田　明代 河原　麻代 佐藤 芳恵

吉村　千里

11:00 仲村　樹莉亜
南　孝子 南　孝子

土曜日

30

スタジオ1 体育館・体操場 プール

オリジナルケア ヨガ(心) フラダンス シンプリーヨガ45
【有料スクール】

太極拳
シンプリーエアロ

10:15～11:00
10:20～11:05

10:15～11:15 10:15～11:15 10：30-11：10
10：30-11：15 10：30-11：15

30 4階体操場
11：20-11：50 ストレッチ

（骨盤ストレッチ）
ボディパンプ30 シンプリーエアロ宮之原　千晶
11：35-12：05 シンプリーエアロ

12:00 辻 理恵 水中腸活ウォーキング 11：45-12：15

ボディコンバット30
スイミング(フォーム)アクアビクス（シェイプ） 11：35-12：15 11：30－12：15

アクアビクス（トレーニング）
【実施場所】

30 ボディバランス30※FX スイミング(初級)

12：25-12：55 12：30-13：00
ボディコンバット45

吉村　千里
本橋 香織

岡宮 加代子
佐藤　風河

鈴木 聖子 沖野　亜樹 オリジナルボディコンシャス

(ピラティス)ワークアウトエアロ
12：40-13：10

11：45-12：25 11:55～12:25

アクアビクス（エンジョイ）

11:55～12:10 岩泉 志穂 11:45～12:30

13:00 12：35-13：20河原 麻代
12：45-13：3013：05-13：35 田中　亜依

スイミング(初級)

13:00-13：45 白須　武
30 本橋　香織 13:15～13:30

柿原　俊介
13：15-14：00 初めて水泳

メガダンス45

メガダンス45
水中温活ウォーキング

柿原　俊介

14:00
ボディバランス45※ST 鈴木　真弓 13：40-14：25

14：20-15：05

運動塾
【スイミングスクール】

14:35～20:00
※使用コース

制限あり

13：55-14：40 鈴木 聖子

ベリーダンス 河原　麻代 【実施場所】

【有料スクール】
バレエ

14：55-15：10 14：45-15：30

4階体育館

運動塾
【スイミングスクール】

14:35～20:00
※使用コース

制限あり

河原　麻代

【予約開始】12:35～

【予約開始】13:40～

【予約開始】17:00～

【予約開始】17:00～

【予約開始】12:50～
【予約開始】12:45～

温活ストレッチ

30
15：00-16：00

児玉 祥子

30

スタジオ

30

13：40-14：25
13：50-14：35

ボディパンプ45
鈴木 聖子 シェイプエアロ 13：35-14：05 13：20-14：20

齋藤　哲也

【予約開始】12:25～

【有料スクール】
ボディコンバット

15：50-16：50

佐々木 乃愛 勝又　美佳

ボディジャム45 ボディコンバット45

運動塾
【ダンシングスターズ】

16:00～19:15

30
坂東　亜季子

21:00

【予約開始】17:00～

【予約開始】17:00～

【予約開始】17:00～

【予約開始】17:00～

15:00 黒澤　優香 腸活腹筋トレーニング

17:00

運動塾
【バレエ】

　17:00～18:00
30

18:00

30

19:00
ボディジャム45

18：55-19：40
30

佐々木 乃愛

【予約開始】13:15～

齊藤　映子

16:00

運動塾
【ダンシングスターズ】

16:00～19:15

休
館
日

【予約開始】13:50～

2022年9月
日曜日

【予約開始】10:00～

【予約開始】10:30～

【予約開始】11:35～

30

22:00

スタジオ定員：21名
WEB予約：10名

【スタジオWEB予約(有料：優先入場)導入】
人気のプログラムでも、メンバーサービスからご予約いただければ確実にご参加いただけます。
当日枠でご参加される場合は、予約開始時間をご確認の上フロントにてご予約ください。

◆スタジオ参加についてのご案内
　　　　①スタジオ参加の際は、ご予約が必要です。
　　　　②当日参加の方は検温後に、名簿へご記入ください。
　　　　②クラス開始10分前にスタジオ内へご案内いたします。
　　　　③目印を目安に、ソーシャルディスタンスを守りましょう。

　　◆上記のレッスンをご参加の際、レッスン途中の入退場はご遠慮いただいておりますので予めご了承ください。

ボディパンプ45 メガダンス45 19：30-20:3020:00
シンプリーヨガ4519：45-20：30 19：45-20:30

坂東　亜季子
白須 武 20：00-20：45 白須　武

【予約開始】11:25～

【予約開始】12:30～

【予約開始】13:35～

【予約開始】14:25～

【予約開始】13:40～

【予約開始】12:35～

【予約開始】11:30～

【予約開始】10:30～

江川　順子

ヨガ(体)

12：30-13：15

14：45-15：30

館田　美沙子 12：40-13：40

吉村 千里

運動塾
【スイミングスクール】

11:00～19:00
※使用コース

制限あり

【有料スクール】
ボディアタック

16：35-17：35

岩泉 志穂

【実施場所】

スタジオ

【有料スクール】
骨盤ストレッチ

ボディバランス45※ST

12：35-13：20

宮沢　美登里

11：25-12：10

18：55-19：10

坂東　亜季子

ボディパンプ

勝又 美佳

【実施場所】

スタジオ

【予約開始】10:00～ 【予約開始】10:00～ 【予約開始】10:00～
【予約開始】10:00～

【予約開始】10:30～【予約開始】10:30～

【予約開始】10:30～

【予約開始】11:45～
【予約開始】11:45～

【予約開始】11:35～

マスターズスイミング

13:00～14:00【有料スクール】
骨盤ストレッチ

吉村 千里

12：50-13：35

【実施場所】

運動塾
【スイミングスクール】

14:35～20:00
※使用コース

制限あり

フィンスイミング



火曜日

宮之原千晶

鈴木真弓

30

ボディパンプ

19：40-20:40

坂東　亜季子

【予約開始】17:00～

30 30

【ＮＥＷマーク】　　今回より新たにスタートしたプログ
ラム（クラス）です。

22:00 22:00

21:00 21:00

　　◆上記のレッスンをご参加の際、レッスン途中の入退場はご遠慮いただいておりますので予めご了承ください。 【スクールマーク】　　スクール会員対象クラスです。

スタジオ定員：21名
WEB予約：10名

【スタジオWEB予約(有料：優先入場)導入】
人気のプログラムでも、メンバーサービスからご予約いただければ確実にご参加いただけます。
当日枠でご参加される場合は、予約開始時間をご確認の上フロントにてご予約ください。

◆スタジオ参加についてのご案内
　　　　①スタジオ参加の際は、ご予約が必要です。
　　　　②当日参加の方は検温後に、名簿へご記入ください。
　　　　②クラス開始10分前にスタジオ内へご案内いたします。
　　　　③目印を目安に、ソーシャルディスタンスを守りましょう。

【変更マーク】　　前回より時間・内容・担当者等が
変更となったプログラム（クラス）です。

30
【予約開始】17:00～ 【予約開始】17:00～

19:00
ボディジャム45

19:00
18：50-19：20

曜　日　：　時　間坂東 亜季子
18：55-19：40 【予約開始】17:00～

メガダンス45 日・祝日 １０：００～１８：００20:00 20:00
シンプリーヨガ4519：45-20：30 19：45-20:30

月・水・木・金 １０：００～２1：００30 30
佐々木 乃愛

土 １０：００～２０：００【予約開始】17:00～

30

【実施場所】

スタジオ

18:00 18:00

コナミスポーツクラブ　北浦和30 30

【有料スクール】
ボディアタック【実施場所】

17:00 17:00

運動塾
【バレエ】

　17:00～18:00

スタジオ 16：35-17：35

岩泉 志穂
30 30

15:00 黒澤　優香 腸活腹筋トレーニング 15:00

【有料スクール】
バレエ

岩泉 志穂
【予約開始】13:15～ 14：55-15：10 14：45-15：30 14：45-15：30

30 【予約開始】13:50～ 30
15：00-16：00 【予約開始】13:40～ 【予約開始】13:40～

ボディコンバット45

児玉 祥子

【有料スクール】
ボディコンバット

15：30-16：1516:00 16:00

運動塾
【ダンシングスターズ】

16:00～19:15

【実施場所】

14：20-15：05 【予約開始】12:50～

運動塾
【スイミングスクール】

14:35～20:00
※使用コース

制限あり

ボディジャム45 ボディコンバット45 14：25-15：10

【予約開始】13:35～
齊藤　映子

佐々木 乃愛 勝又　美佳

ボディパンプ45※TB

運動塾
【ダンシングスターズ】

16:00～19:15

岩泉 志穂
スタジオ

【予約開始】14:25～
15：50-16：50

■ 営業時間のご案内 ■ボディバランス30※ST

ボディパンプ45

【安心マーク】　　ご参加が初めての方・久しぶりの
方・低体力者の方も安心してお楽しみ頂けます。【予約開始】17:00～

※毎週火曜日は休館日となります

白須 武

30
宮之原 千晶 4階体育館

運動塾
【スイミングスクール】

14:35～20:00
※使用コース

制限あり 運動塾
【スイミングスクール】

14:35～20:00
※使用コース

制限あり

【予約開始】12:45～

運動塾
【スイミングスクール】

14:35～20:00
※使用コース

制限あり

30

勝又 美佳

20：00-20：45 白須　武
【　マーク表記に関して　】

河原　麻代

【予約開始】12:30～

13：55-14：40 鈴木 聖子

鈴木 聖子 シェイプエアロ 13：35-14：05 13：20-14：20 4階体育館
14:00

ボディバランス45※ST

30 本橋　香織 13:15～13:30

齋藤　哲也

ベリーダンス 河原　麻代 【実施場所】
30 【予約開始】12:35～ 【予約開始】12:35～

【予約開始】12:25～ 鈴木　真弓 13：40-14：25 吉村 千里 13：40-14：25
13：50-14：35

30

柿原　俊介

【予約開始】11:45～
13：15-14：00 【予約開始】11:45～

仲村　樹莉亜

メガダンス45
水中温活ウォーキング 【予約開始】11:25～

柿原　俊介 白須　武 【予約開始】11:35～
【有料スクール】
骨盤ストレッチ

13:15～14:15 【予約開始】11:30～

コアクロス
初めて水泳

メガダンス45 ボディパンプ45
【実施場所】

13：35-14：05

堀　真也

吉村 千里

14:00

13:00 【予約開始】11:35～ 12：35-13：20 12：35-13：20

12：50-13：35

13:00
フィンスイミング 河原 麻代

マスターズスイミング12：45-13：30 江川　順子
13：05-13：35 田中　亜依 館田　美沙子 12：40-13：40

オリジナルボディコンシャス

(ピラティス)

30

ヨガ(体)12：25-12：55 12：30-13：00
ボディコンバット45 ボディバランス45※STアクアビクス（エンジョイ）

【有料スクール】
骨盤ストレッチ

鈴木 聖子 沖野　亜樹

ワークアウトエアロ
12：40-13：10 12：30-13：15

12:00 辻 理恵 水中腸活ウォーキング 11：45-12：15

岡宮 加代子 【予約開始】10:30～ 【予約開始】10:30～ 【予約開始】10:30～
佐藤　風河

30 ボディバランス30※FX 【予約開始】10:30～ スイミング(初級)

12:00
11：45-12：25 11:55～12:25 宮沢　美登里

【予約開始】10:30～ 11:55～12:10

11：35-12：05 シンプリーエアロ ボディコンバット30
スイミング(フォーム) 11：25-12：10アクアビクス（シェイプ） 11：35-12：15 11：30－12：15

岩泉 志穂 11:45～12:30 吉村　千里 吉村　千里
本橋 香織 【予約開始】10:20～

【予約開始】10:00～
【予約開始】10:00～ 【予約開始】10:00～ 【予約開始】10:00～ 【予約開始】10:00～ 【実施場所】

アクアビクス（トレーニング） 30
30 4階体操場

ワークアウトエアロ11：20-11：50 ストレッチ
（骨盤ストレッチ）

ボディパンプ30 シンプリーエアロ宮之原　千晶

10：30-11：15 10：30-11：15 10：30-11：15 10：30-11：15 下田　嶺
11:00 仲村　樹莉亜 河原 麻代 11:00

南　孝子 南　孝子 酒井　憲二

運動塾
【スイミングスクール】

11:00～19:00
※使用コース

制限あり

渡辺　奈央子 小林　妹子

スイミング(初級)

12:15-13:00

13：05-13：35

柿原　俊介

フィンスイミング

我田　明代 河原　麻代 佐藤 芳恵 【予約開始】10:00～

スタジオ1 プール スタジオ1 プール スタジオ1 プール スタジオ1 体育館・体操場 プール

金曜日 土曜日

10:00

休
館
日

10:00

運動塾
【スイミングスクール】

10:00～18:00
※使用コース

制限あり

【有料スクール】
成人水泳教室

【有料スクール】
成人水泳教室

スイミング(中級)
マスターズスイミング シェイプエアロ30 30

オリジナルケア ヨガ(心) フラダンス シンプリーヨガ45
【有料スクール】

太極拳
シンプリーエアロ

10:15～11:00
10:20～11:05 10：20-11：05

10:15～11:15 10:15～11:15 10：30-11：10
10：30-11：15

日曜日
スタジオ1 体育館・体操場 プール スタジオ1

コナミスポーツクラブ北浦和　　 スタジオ＆プール　タイムスケジュール 2022年10月
月曜日 水曜日 木曜日

プール



　　　　　【有料イベント：ボディジャムご参加について】
、、、、、、、、、、●定員:21名(最少催行人数4名)
、、、、、、、、、、●参加費:1,650円(税込)
、、、、●受付開始日:10月3日(月)18:00～電話受付
、、、、、、、、18:30～店頭受付開始(048-831-7477)

16:30

17:00

17:30

18:00 【大人クラブ】
祝日営業時間　　　10：00～18：00
マシンご利用時間　10：00～17：30
プールご利用時間　10：00～17：45
各種お手続き　　　　11：00～16：00

14:30 【有料イベント】
ボディジャム

運動塾
【スイミングスクール】

14:35～
※使用コース制限あり

15:00 14:35～15:35

稲垣　厚

15:30 【予約開始】10月3日18:00～

16:00

運動塾
【ダンシングスターズ】

13:30 メガダンス45 13:05～13:35

柿原　俊介
13:30～14:15

14:00 鈴木　聖子

【当日枠予約開始】12:25～

12:25～13:10
12:15～13:00

仲村　樹莉亜
13:00 柿原　俊介

【当日枠予約開始】11:20～
フィンスイミング

宮之原　千晶

江川　順子 水中腸活ウォーキング

12:00 【当日枠予約開始】10:30～ 11：55～12：10

宮之原　千晶

ボディコンバット45
12:30 スイミング(初級)

10：30～11：00

宮之原千晶 仲村　樹莉亜

11:00
【当日枠予約開始】10:00～

ヨガ(体) アクアビクス(トレーニング)

11:30
11：20～11：50

11:20～12:05

10月10日（月）祝日特別タイムスケジュール

時間
月

スタジオ プール

10:00

マスターズスイミング

10:30
ボディバランス30　※FX

10:20～11:05


