
火曜日

　

コナミスポーツクラブ 八王子 スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール ２０２２年９月
月曜日 水曜日 木曜日

スタジオ1 スタジオ2 6コースプール 4コースプール スタジオ1 スタジオ2 6コースプール 4コースプール スタジオ1

金曜日 土曜日 日曜日
4コースプール スタジオ1 スタジオ2 6コースプール 4コースプール スタジオ1 スタジオ2 6コースプール 4コースプール

9:00

スタジオ2 6コースプール 4コースプール スタジオ1 スタジオ2 6コースプール

9:00

≪プールプログラム（アクアビクス）参加方法≫

　　●10:20開始クラスについて⇒10:00～3階フロント前にて整理券を設置いたします。整理券をお持ちになり、クラス開始前に4階プールへお越しください。スタッフが整理券を回収いたします。

　 ●定員数に達し次第配布終了　　　●ご本人様分のみお受け取り下さい。譲渡された場合は無効となります。

　 ●整理券配布対象アクアビクス　　月・水・木／10:20～11:05

ダンシングスターズ ダンシングスターズ

スイミングスクール

8：30-13：30

子供スクール

8：30-9：30 8：30-9：30

子供スクール 子供スクール

アクアビクス30
子供スクール 子供スクール

10：00-11：00
10：20-11：05 10：20-11：05 10：20-11：05

30 30

ダンシングスターズ ダンシングスターズ
10:00 10:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

保育園水泳 9：40-10：40 9：40-10：40

30
ステップアップ

10：30-10：55
吉川 宜余子

ジャズダンス
（少人数制スクール）

オリジナルボディコンシャス

（骨盤ストレッチ） OyZスクール
ステップアップ

10：30-10：55
河野 牧子

オリジナルボディコンシャス

（骨盤エクササイズ） OyZスクール スイミングスクール ヨガ（心）

アクアビクス アクアビクス バレエ

MAHMI 河野 牧子

10：30-11：30 10：30-11：1511:00 山崎 美帆子 森 かおり 片岡 智晴

10：20-11：20

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

10：50-11：50
30 11：15-12：45 11：15-11：45 30

バレエエクササイズ
山崎 美帆子

11：15-12：15 11：15-12：15
前田 清子

角田 奈美江 子供スクールウォーク＆ジョグ
スイミングスクール スイミングスクール

アクアビクス

ダンシングスターズ
11:00

ロコモコア
11：00-11：25
吉川 宜余子

ロコモフィット
11：00-11：25

河野 牧子

大塚 美希水島 葉子 水島 葉子 小牧 靖加

子供スクール11：30-12：00
アクアビクス

ヨガ（心） シンプリーエアロ ヨガ（体） シンプリーエアロ オリジナルボディコンシャス

（ピラティス） オリジナル健康体操楠元 郁子
12:00

子供スクール 子供スクール
12:00

11：45-12：25 11：45-12：25 ボディパンプ45 11：40-12：25
11：45-12：30 11：45-12：30 11：45-12：30 11：45-12：30

水島 葉子 水島 葉子 成田 佳代子
吉川 宜余子 Mako 12：00-12：45 小牧 靖加 YOKO

30 30
平泳ぎ初中級 骨盤エクササイズ 背泳ぎ初中級

スイミングスクール

12：30-19：00

子供スクール

小川 貢弘
12：30-13：00 12：30-13：00 12：30-13：00

ボディアタック ボディコンバット13:00 12：45-13：15

ボディパンプ45

30 13：15-13：45

14:00
小牧 靖加

中島 雪那
15:00

30

ボディバランス45※FX ZUMBA

ダンシングスターズ 17：30-18：3018:00

13:00
12：50-13：20

メガダンス45
ボディジャムテック
13：00-13：15 鬼島 紀子

森薗 亜希子

ステップアップ
12：45-13：10
鈴木 眞理子

ステップアップ
12：45-13：10

水島 葉子

アクアビクス
コアクロス30 高橋 凜太郎 松浦 博之 田代 茉帆

30

ボディコンバット45
クロール初級

難波 杏子 井川 真紀
13：15-14：15 13：15-14：00 小座野 清香

12：50-13：50 12：50-13：50ファンクショナル
ローラーピラティス
（少人数制スクール）

アクアビクス
ロコモフィット

13：15-13：40
鈴木 眞理子

ボディジャム30
アクアビクス

ロコモコア
13：15-13：40

水島 葉子
13：00-13：45

河野 牧子 13：15-14：00 13：30-14：00

成田 佳代子 成田 佳代子 13：30-14：15 藤森 香
14:00

背骨コンディショニング 成人水泳教室 ヨガ（心）13：45-14：30 柴田 紗帆

ボディパンプ45
ボディパンプ45

30 30
太極拳

（少人数制スクール）
14：10-14：55鈴木 眞理子 14：15-15：00 鬼島 紀子 14：15-15：00 14：15-15：15

スイミングスタッフ

ボディジャム45 スイミングスクール難波 杏子 14：00-14：45 14：00-15：00 14：00-14：45

子供スクール
15:00

スイミングスクール

15：00-19：00

子供スクール

スイミングスクール

15：00-19：00

子供スクール

スイミングスクール

15：00-19：00

子供スクール

14：45-15：4514：50-15：35 末永 徹夫

ハワイアンフラ
（少人数制スクール）

難波 杏子
オリジナルエアロ

（少人数制スクール）ボディコンバット45
井川 真紀

14：30-15：30

14：45-15：45
ZUMBA 背骨コンディショニング ボディジャム45 バタフライ初中級

難波 杏子
中澤 智子 岡田 麻依

30

ダンシングスターズ
15：20-15：50

15：15-16：00 15：15-16：00 15：15-16：00 岸 朋哉

16:00 16:00
ボディバランス 成人水泳教室中島 雪那 嶋野 葵

子供スクール

空手キッズ 16：00-17：00 16：00‐17：00

嶋野 葵
15：30-16：30 15：30-16：15 黒田 仁美 青木 結花 15：30-16：15

30 30

ボディバランス

ダンシングスターズ 16：20-17：20 齋藤 香帆 スイミングスタッフ
背骨コンディショニング

16：30-17：3017:00

18：00-18：45

30 30

17:00
16：40-17：40 子供スクール 16：45-17：30

青木 結花

子供スクール
永井 宏子

30 30

空手キッズ

30
水島 葉子

20:00

18:00
ボディコンバット45

17：50-18：50 子供スクール

30 30

子供スクール Yuta

空手キッズ

19:00 19:00
ダンシングスターズ 18：40-19：40 【　Live配信クラスに関して　】

ボディコンバット45
19：00-20：00 子供スクール

第2スタジオにて、配信されるオンラインライブレッスンを専用スクリーンに投
影して行うレッスンです。19：30-20：00

ボディパンプ ボディコンバット20：20-21：05 スクールマーク
スクール会員様対象のクラスです。
（月額・回数で別途参加費を頂いているクラス）ボディジャム45

ボディアタック45 ボディバランス45※FX
コアクロス30

アクアビクス シェイプエアロ エアロビクス

ローハイ（初中級～）
（少人数制スクール）

19：15-20：00
子供スクール

30
中島 雪那

30

《 プールプログラム 》 アクアビクス　40名
NEWマーク

20:00

【　マーク表記に関して　】 【　クラス定員に関して　】河田 直美 中島 葵 森 かおり 岡田 麻依
19：30-20：45

ボディコンバット45

19：30-20：15 田村 遥 19：30-20：15 陌間 由姫 19：30-20：15 19：30-20：15

30

ボディジャム
（少人数制スクール）

20：30-21：45

河田 直美 初鹿 健吾中島 雪那
変更マーク

21:00

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。

《 第1スタジオ 》 45名
（ボディパンプ：40名／バレエ：24名）

21:00
20：35-21：35

陌間 由姫
20：35-21：35

《 第2スタジオ 》
 Live配信クラス　 ：20名
 少人数制スクール：10名

有料プログラムマーク
別途参加料金が必要なクラスです。
（都度参加費を頂いているクラス）20：45-21：30

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。

23:00

≪スタジオプログラム参加方法≫ WEB予約、または当日整理券にてご参加いただけます。

■WEB優先予約参加について 【WEB優先予約枠数…全アイテム15枠(バレエのみ10枠)】

　　●コナミスポーツクラブメンバーサービスから予約　　●参加予定クラスの1週間前（06:00）～前日（23:59）まで予約可能

　　●お1人様最大5クラス分予約可能　一枠ごとに330円（税込）

■スタジオ当日受付について

　　●各クラス一つ前のレッスン開始後、マシンジムカウンターにて整理券を配布致します。（10:30/10:20開始クラスは10:00、平日夜一本目のクラスは開始1時間前より配布）

　　●定員数に達した場合は、キャンセル待ち券を配布いたします。●整理券はご本人様分のみお受け取りください。譲渡された場合も無効となります。

■スタジオ入場について

　　●WEB優先予約参加の方も整理券参加の方も、クラス開始15分前にスタジオ前にお並びください。

　　●スタジオへの入場順は、WEB優先予約参加の方 ⇒ 整理券参加の方といたします。

　　●WEB優先予約のキャンセルにつきましては、前日まではメンバーサービスで、当日はお電話でお願いいたします。

　　●レッスン開始前に来館が無い場合、キャンセル扱いとさせていただきます。

22:00

【　スタジオプログラムご参加に関して　】

● スタジオプログラムご参加の際は、マスク等の着用をお願いいたします。
30 30

● スタジオプログラム開始後の途中入退場は、安全管理上ご遠慮願います。（体調不良や怪我の場合はスタッフまでお申し出ください。）

● スタジオ・プールプログラム担当者、及びクラス内容は、都合により変更する場合がございます。

● 祝日はタイムスケジュールが変更になります。（祝日特別タイムスケジュールとして、別途館内掲示にてお知らせいたします。）

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

Live配信クラス

Live配信クラス

Live配信クラス

Live配信クラス

Live配信クラス

温活

Live配信クラス

Live配信クラス

Live配信クラス

温活



コナミスポーツクラブ八王子　　　祝日特別タイムスケジュール

2022年　9月19日（月・祝）
スタジオ1 スタジオ2 6コースプール 4コースプール

9:00 9:00

30 30

アクアビクス10:00 10:00

10：20-11：05

30 山崎 美帆子 30

ボディバランス45※FX
ジャズダンス

（少人数スクール）
ウォーク＆ジョグ

10：30-11：15 10：30-11：3011:00

30 30

スイミングスクール

12：00-14：00

子供スクール

コアクロス
11：40-12：10

11：15-12：45 11:00

中島 雪那 山崎 美帆子

MAHMI

12:00 12:00
森園 亜希子

30 30

ボディジャム

12：30-13：3013:00 13:00

中島 雪那 ファンクショナル
ローラーピラティス
（少人数スクール）

30 30

13：15-14：15
ボディアタック4514:00 14:00

小牧 靖加
13：50-14：35

今成 拓郎×難波 杏子×YUTA30 30

30 難波 杏子 30

スイミングスクール

15：00-17：30

子供スクール

ハワイアンフラ
（少人数スクール）15:00 15:00

14：45-15：45
30 30

【イベントレッスン】
ボディコンバット

中澤 智子

16:00 16:00

15：30-16：40

17:00 17:00

30 30

18:00 18:00

【　マーク表記に関して　】

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。

30 30

予約マーク 事前にご予約が必要なクラスです。19:00 19:00

● スタジオプログラム参加の際は、前クラスの開始後から整理券をお取り頂けます。（別途スタジオWEB予約参加もございます。）

● 第1スタジオプログラム開始後の途中入退場は、安全管理上ご遠慮願います。(第2スタジオのオンラインライブレッスンは途中入退場できます。)

● スタジオプログラム担当者、及びクラス内容は、都合により変更する場合がございます。

● 祝日営業の為、営業時間は　10:00～19:00　でございます。　　 （マシンジム・プール…10:00～18:45/　浴室・サウナ･･･10:00～18:50）

有料プログラムマーク 別途参加料金が必要なクラスです。
（都度参加費を頂いているクラス）

30 30

スクールマーク スクール会員様対象のクラスです。
（月額・回数で別途参加費を頂いているクラス）

20:00 20:00

温活



● スタジオプログラム担当者、及びクラス内容は、都合により変更する場合がございます。

● 祝日営業の為、営業時間は　10:00～19:00　でございます。　　 （マシンジム・プール…10:00～18:45/　浴室・サウナ･･･10:00～18:50）

スクールマーク スクール会員様対象のクラスです。
（月額・回数で別途参加費を頂いているクラス）

20:00 20:00

● スタジオプログラム参加の際は、前クラスの開始後から整理券をお取り頂けます。（別途スタジオWEB予約参加もございます。）

● スタジオプログラム開始後の途中入退場は、安全管理上ご遠慮願います。

予約マーク 事前にご予約が必要なクラスです。19:00 19:00

有料プログラムマーク 別途参加料金が必要なクラスです。
（都度参加費を頂いているクラス）

30 30

18:00 18:00

【　マーク表記に関して　】

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。

30 30

河田 直美
30

17:00 17:00

30 30

15:00

河田 直美

スイミングスクール

15：00-18：30

子供スクール

30 30

ボディアタック
16:00 16:00

15：45-16：45

30

青木 結花
14:00 14:00

ボディパンプ30 30

美腹トレーニング

14：20-15：20 14：30-15：00
15:00

13:00 13:00

ボディバランス

13：00-14：0030 30

ボディジャム
12:00 12:00

11：40-12：40

青木 結花30 30

30 30

背骨コンディショニング

イベントレッスン

10：30-14：00

プライベートレッスン

10：30-11：1511:00 11:00

山崎 みどり

30 30

9:00 9:00

30 30

10:00 10:00

コナミスポーツクラブ八王子　　　祝日特別タイムスケジュール

2022年　9月23日（金・祝）
スタジオ1 スタジオ2 6コースプール 4コースプール

Live配信クラス


