
火曜日

コアクロス

コナミスポ-ツクラブ 三田 スタジオ＆プ-ルプログラムタイムスケジュ-ル 2022年8月タイムスケジュ-ル スタジオプログラムは『完全予約制』です。参加には『コナミメンバ-サ-ビスでのWEB予約⇒https://www.konami.com/sportsclub/studio_yoyaku/』
もしくは『フロントでの当日予約（参加するクラスの1本前がスタ-トしてから予約開始）』が必要です。

月曜日 水曜日 木曜日
スタジオ1（5階） スタジオ2（4階） プ-ル スタジオ1（5階） スタジオ2（4階） プ-ル スタジオ1（5階） スタジオ2（4階） プ-ル

金曜日 土曜日 日曜日
スタジオ1（5階） スタジオ2（4階） プ-ル スタジオ1（5階） スタジオ2（4階） プ-ル スタジオ1（5階） スタジオ2（4階） プ-ル

10:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

10:00
各定員３８名 各定員１５名 各定員３８名 各定員１５名 各定員３８名 各定員１５名 各定員３８名 各定員１５名 各定員３８名 各定員３８名

体育スク-ル
10:00～13:20
※運動塾※ スイミングスク-ル

10:00～14:00
コ-ス使用制限有

※運動塾※

スイミングスク-ル
10:45～12:30

コ-ス使用制限有
※運動塾※

10:30-11:15

川口　忍

オリジナルボディコンシャス

葦田　明 光永　朱里 北浦 亮悟

30 10:15-10:45 30
ボディパンプ45 ボディコンバット45 ヨガ(体) ZUMBA GOLD

スイミングスク-ル
10:30～11:30

コ-ス使用制限有
※運動塾※

ボディパンプ45

クラシックバレエ

体育スク-ル
10:15～17:15
※運動塾※

アクアビクス(エンジョイ)

体育スク-ル
10:20～12:00
※運動塾※

体育スク-ル
10:20～12:00
※運動塾※

10：15-11：15
森本　園子

スイミングスク-ル
10:45～12:00

コ-ス使用制限有
※運動塾※

11:00
冨士木 祐子

11:00
川口　忍 岩井　健一

スイミングスク-ル
11:00～12:00

コ-ス使用制限有
※運動塾※

時松　岳哲 まどかスイミングスク-ル
10:45～12:00

コ-ス使用制限有
※運動塾※

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

30 30

ボディパンプ45 シェイプエアロ 背骨コンディショニング アクアビクス(エンジョイ)

12:00 11:45-12:15 12:00
シェイプエアロ 11:45-12:30 11:45-12:30 11:45-12:30 11:45-12:30

12:10-12:40 まどか 芦田　ひとみ

12:30‐12:45

葦田　明 光永 朱里

マスタ-ズ
（マスタ-ズ登録者のみ）

アクアグローブ 伊差川　暢子

時松　岳哲

13:00 光永 朱里

30 12:15-12:45 光永　朱里 30
小林　珠美 12:10-12:55 レズミルズ

ボデイコンバットクリニック

水中温活ウォーキング

葦田　明

12:00-12:45 スイミング上級 岩井　健一
京傳 信子

シンプリ-ピラティス 13：00-14：00 13:00-13:45

13:00

Oyz
スイミング中級 フラダンス 少人数 気功45 少人数 ボディパンプ45 12：45-13：45 ボディコンバット45

12：30-13：30 ヤムナ
水中腸活ウォーキング

12:45‐13:00

30 13:00-14:00 13:00-14:00 13:15-13:45 13:15-13:45 30
13:15-14:00 太極拳45 楊　震傑 川口 忍

13:00-13:45 背泳ぎ初級 13:00-13:45 ボディコンバット30
13：00-14：00

葦田　明
大本　友香

岩井　健一
ジ-ンズアロハスタジオ

葦田　明

岩井 健一13:00-13:30 成人クラス初級 成人クラス中上級

小林　珠美伊差川　暢子 サ-キットエクササイズⅠ 13:30-14:15

スイミングスク-ル
13:45～19:45

コ-ス使用制限有
※運動塾※

14:05-14:35 14:00-14:30

14:00 13:45-14:15

30
ボディシェイプ

体育スク-ル
14:30～19:00
※運動塾※

スイミングスク-ル
14:30～21:00

コ-ス使用制限有
※運動塾※

30

17:00

30

芦田　ひとみ

16:45-17:45

シェイプステップ シェイプエアロ ボディパンプ45

14:00
後藤　エツ子 背泳ぎ中級 スイミング初級 背泳ぎ上級

ジャズヒップホップ光永　朱里
14:05-14:35

ボディコンバット30 ボディシェイプ ボディパンプ45 背骨コンディショニング
マスタ-ズ初中級

（マスタ-ズ登録者のみ）葦田　明 光永　朱里 葦田　明
14：00-15：00

体育スク-ル
14:30～19:00
※運動塾※

14:15-14:45 14:15-14:45 30

スイミングスク-ル
14:30～21:00

コ-ス使用制限有
※運動塾※

体育スク-ル
14:30～19:00
※運動塾※

15:00

フィットネススタッフ

オリジナルボディコンシャス オリジナル健康体操
マスタ-ズ上級

（マスタ-ズ登録者のみ）30 30
ヨガ(体)

14:30-15:00
濱田　美空コアクロス

スイミングスク-ル
14:30～20:30

コ-ス使用制限有
※運動塾※

岩井　健一 まどか伊差川　暢子

15:15-16:00 15:15-16:00 コアクロス

スイミングスク-ル
14:30～21:00

コ-ス使用制限有
※運動塾※

14:15-15:00 14:15-15:00 14:15-15:00植田 優己 伊差川　暢子

フィットネススタッフ
15:30-16:15 オリジナルケア

（ペルビックストレッチ）
坪之内　みどり 大本　友香 スイミングスタッフフィットネススタッフ

15:00 14:45-15:15
スイミングスタッフ

15:20-15:50 15:15-16:00
15:30-16:00

16:00 16:00
坪之内　みどり

イベントまたは
運動塾レッスンで
コ-ス使用制限有

16:00-17:45
※運動塾※

15:45-16:30

藍 ボディパンプ 30

キッズバレエ
16：20-17：20

ハッピ-スタ-ズ ハッピ-スタ-ズ
16:30-17:30

奥村 瑞穂

※運動塾※ ※運動塾※
30

17:15-17:55

17:00

16:45-17:45
※運動塾※ シンプリーステップ

18:30-19:15

18:00 18:00

閉館時間18:00ZUMBA
30 30

18:15-19:00 ボディバランス45※FX
【　マ-ク表記に関して　】

MARIA
19:00

【スクールマ-ク】 別途参加料金が必要な月会費制スクールです。
19:00

岩井　牧子

【安心マ-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

19:15-20:00 19:15-20:00 メガダンス45 19:15-20:00 ジャズヒップホップ
【NEWマ-ク】 今回より新たに導入したプログラム（クラス）です。

時松　岳哲 ホゼア　ベ-カ- 19:30-20:15 宮下　史彦 閉館時間20:0019：30-20：3020:00 20:00
広瀬　美佳 (OLL) ボディバランス30※FX マスタ-ズ

（マスタ-ズ登録者のみ）20:00-20:30
濱田　美空

30 30
シェイプエアロ (OLL)ボディパンプ シェイプステップ 光永　朱里 ボディコンバット45

■　当施設をご利用の会員様へのお願い　■ ■営業時間のご案内 ■

(OLL)ボディコンバット45 20:00-20:45 　【予約マ-ク】　　事前にご予約が必要となります。山崎 舞子 タイムスケジュ-ルには、運動塾クラスの時間も表記させて頂いております。フィットネ
スクラブ在籍の会員様はご利用いただけませんのでご注意ください。

20:15-21:00

貞 喜代彦20:30-21:15

柴田 紗帆 ●プログラム・担当インストラクタ-は都合により変更になる場合がございます。

●プログラム参加の際は指定された場所にお並び下さい。

【変更マ-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。

ホゼア　ベ-カ- 20:45-21:30 奥村　瑞穂

20：30-21：30 20:30-21:15 シェイプエアロ 20:30-21:15
21:00 曜　日

30 30
葦田　明 ●スタジオはソ-シャルディスタンスを踏まえた定員利用を遵守する為、完全予約制とさせていただきます。

土 10：00～20：00 11：00～18：00●スタジオはご予約のプログラム開始の15分前までにスタジオ入口にお越しください。

●レッスン参加前には消毒液にて手指の消毒のご協力をお願いいたします。
22:00

月・水・木・金 10：00～22：00 11：00～20：00広瀬　美佳 21:00-21:45 ●スタジオは、コロナ感染予防対策の為、ご参加の際は『マスクを必ずご着用ください。』

営　業　時　間 各種手続き時間 21:00
芦田　ひとみ

30
※祝祭日は特別プログラムとなります。

※毎週火曜日は休館日となります

30
※レッスン時のみプ-ル内での補給が可能です。（ビン、缶容器及び蓋の無い物は不可）

●プール等マスクを着用していないエリアでの会話はご遠慮ください。

23:00 23:00

22:00

閉館時間22:00 閉館時間22:00 閉館時間22:00 閉館時間22:00

●スタジオレッスン途中でのツ-ルの片付けはインストラクタ-の指示がない限りご遠慮ください。

日・祝 10：00～18：00 11：00～16：00●ツ-ルを使用するクラスはレッスン後にご利用いただきましたツ-ルのふき取りのご協力をお願いいたします。

シェイプエアロ

10:20-11:05

東 美香

ヨガ(心)

11：30-12：30

●プ-ルでの水分補給は指定の保管場所にボトルを保管いただき、保管場所にて補給ください。

■　表記に関する注意点　■

マスタ-ズ
（マスタ-ズ登録者のみ）

●プログラム開始後の途中入退場は安全の為にご遠慮ください。

Live配信クラス

Live配信クラス

Live配信クラス

下記日程は夏季特別休館日の為

休館とさせていただきます。

下記日程は夏季特別休館日の為

休館とさせていただきます。



火曜日

●プ-ルでの水分補給は指定の保管場所にボトルを保管いただき、保管場所にて補給ください。
30

※祝祭日は特別プログラムとなります。
※毎週火曜日は休館日となります

30
※レッスン時のみプ-ル内での補給が可能です。（ビン、缶容器及び蓋の無い物は不可）

●プール等マスクを着用していないエリアでの会話はお控えください。

23:00 23:00

22:00

閉館時間22:00 閉館時間22:00 閉館時間22:00 閉館時間22:00

●スタジオレッスン途中でのツ-ルの片付けはインストラクタ-の指示がない限りご遠慮ください。

日・祝 10：00～18：00 11：00～16：00●ツ-ルを使用するクラスはレッスン後にご利用いただきましたツ-ルのふき取りのご協力をお願いいたします。

30 30
葦田　明 ●可能な限りソーシャルディスタンスの維持にご協力ください。

土 10：00～20：00 11：00～18：00●スタジオはプログラム開始の15分前までにスタジオ入口にお越しください。

●レッスン参加前には消毒液にて手指の消毒のご協力をお願いいたします。
22:00

月・水・木・金 10：00～22：00 11：00～20：00広瀬　美佳 21:00-21:45 ●スタジオは、コロナ感染予防対策の為、ご参加の際は『マスクを必ずご着用ください。』

マスタ-ズ
（マスタ-ズ登録者のみ）

●プログラム開始後の途中入退場は安全の為にご遠慮ください。

柴田 紗帆 ●プログラム・担当インストラクタ-は都合により変更になる場合がございます。

●プログラム参加の際は指定された場所にお並び下さい。
21:00 曜　日 営　業　時　間 各種手続き時間 21:00

芦田　ひとみ ホゼア　ベ-カ- 20:45-21:30 奥村　瑞穂

20:30-21:15 20：30-21：30 20:30-21:15 貞 喜代彦 シェイプエアロ 20:30-21:15

30 30
シェイプエアロ (OLL)ボディパンプ シェイプステップ 20:15-21:00 光永　朱里 ボディコンバット45

■　当施設をご利用の会員様へのお願い　■ ■営業時間のご案内 ■

■　表記に関する注意点　■
(OLL)ボディコンバット45 20:00-20:45 　【予約マ-ク】　　事前にご予約が必要となります。山崎 舞子 タイムスケジュ-ルには、運動塾クラスの時間も表記させて頂いております。フィットネ

スクラブ在籍の会員様はご利用いただけませんのでご注意ください。

20:00
【変更マ-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。

20:00
広瀬　美佳 (OLL) ボディバランス30※FX マスタ-ズ

（マスタ-ズ登録者のみ）20:00-20:30
濱田　美空

【NEWマ-ク】 今回より新たに導入したプログラム（クラス）です。
時松　岳哲 ホゼア　ベ-カ- 19:30-20:15 宮下　史彦 閉館時間20:0019：30-20：30

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

19:15-20:00 19:15-20:00 メガダンス45 19:15-20:00 ジャズヒップホップ

19:00
【スクールマ-ク】 別途参加料金が必要な月会費制スクールです。

19:00
岩井　牧子

シェイプステップ シェイプエアロ ボディパンプ45 【安心マ-ク】

18:00 18:00

閉館時間18:00ZUMBA
30 30

18:15-19:00 ボディバランス45※FX
【　マ-ク表記に関して　】

MARIA

30
※運動塾※ ※運動塾※

30
17:15-17:55

芦田　ひとみ

17:00

16:45-17:45 16:45-17:45
※運動塾※ シンプリーステップ

18:30-19:15

30 30

キッズバレエ
16：20-17：20

ハッピ-スタ-ズ ハッピ-スタ-ズ
16:30-17:3017:00

奥村 瑞穂

16:00
坪之内　みどり

イベントまたは
運動塾レッスンで
コ-ス使用制限有

16:00-17:45
※運動塾※

15:45-16:30

藍 ボディパンプ

オリジナルケア
（ペルビックストレッチ）

坪之内　みどり 大本　友香 スイミングスタッフフィットネススタッフ
16:00

30
ヨガ(体) 15:15-16:00 15:15-16:00 コアクロス 15:20-15:50 15:15-16:00

15:30-16:00 フィットネススタッフ
15:30-16:15

伊差川　暢子
15:00 14:45-15:15 15:00

フィットネススタッフ

オリジナルボディコンシャス オリジナル健康体操
マスタ-ズ上級

（マスタ-ズ登録者のみ）コアクロス
30

14:15-15:00植田 優己 伊差川　暢子
14:30-15:00

濱田　美空コアクロス

スイミングスク-ル
14:30～20:30

コ-ス使用制限有
※運動塾※

岩井　健一 まどか スイミングスタッフ

30 14:15-14:45 14:15-14:45 30
ボディシェイプ

体育スク-ル
14:30～19:00
※運動塾※

スイミングスク-ル
14:30～21:00

コ-ス使用制限有
※運動塾※

体育スク-ル
14:30～19:00
※運動塾※

スイミングスク-ル
14:30～21:00

コ-ス使用制限有
※運動塾※

背骨コンディショニング
マスタ-ズ初中級

（マスタ-ズ登録者のみ）葦田　明 光永　朱里 葦田　明
14：00-15：00

体育スク-ル
14:30～19:00
※運動塾※

スイミングスク-ル
14:30～21:00

コ-ス使用制限有
※運動塾※

14:15-15:00 14:15-15:00

14:00
後藤　エツ子 背泳ぎ中級 スイミング初級 背泳ぎ上級

ジャズヒップホップ
14:05-14:35 14:05-14:35 14:00-14:30

ボディコンバット30

小林　珠美伊差川　暢子 サ-キットエクササイズⅠ 13:30-14:15

スイミングスク-ル
13:45～19:45

コ-ス使用制限有
※運動塾※

14:00 13:45-14:15

光永　朱里

ボディシェイプ ボディパンプ45

30
13:15-14:00 太極拳45 楊　震傑 川口 忍 岩井　健一

ジ-ンズアロハスタジオ
葦田　明 葦田　明 光永　朱里

ボディコンバット30
13：00-14：00

葦田　明
大本　友香30 13:00-14:00 13:00-14:00 13:15-13:45 13:15-13:45

北浦 亮悟

シンプリ-ピラティス 13：00-14：00 13:00-13:45 13:00-13:45 背泳ぎ初級 13:00-13:45

12：45-13：45 ボディコンバット45
岩井 健一13:00-13:30 成人クラス初級 成人クラス中上級

13:00 光永 朱里 13:00

Oyz
スイミング中級 フラダンス 少人数 気功45 少人数 ボディパンプ45

葦田　明 12:30‐12:45

葦田　明 光永 朱里

12：30-13：30 ヤムナ
水中腸活ウォーキング

12:45‐13:00

30 12:15-12:45 光永　朱里 30
小林　珠美 12:10-12:55 レズミルズ

ボデイコンバットクリニック

水中温活ウォーキング

12:00-12:45 スイミング上級 岩井　健一 時松　岳哲 12:10-12:40 まどか 芦田　ひとみ

11:45-12:30マスタ-ズ
（マスタ-ズ登録者のみ）

アクアグローブ 伊差川　暢子
京傳 信子

11：30-12：30 オリジナルボディコンシャス
12:00 11:45-12:15 12:00

シェイプエアロ 11:45-12:30 11:45-12:30 11:45-12:30

30 30
ヨガ(心)

ボディパンプ45 シェイプエアロ 背骨コンディショニング

11:00
冨士木 祐子

11:00
川口　忍 岩井　健一

スイミングスク-ル
11:00～12:00

コ-ス使用制限有
※運動塾※

時松　岳哲 まどか 川口　忍スイミングスク-ル
10:45～12:00

コ-ス使用制限有
※運動塾※

スイミングスク-ル
10:45～12:00

コ-ス使用制限有
※運動塾※

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

30 10:15-10:45 30
ボディパンプ45 ボディコンバット45 ヨガ(体) ZUMBA GOLD

スイミングスク-ル
10:30～11:30

コ-ス使用制限有
※運動塾※

ボディパンプ45

クラシックバレエ

体育スク-ル
10:15～17:15
※運動塾※

アクアビクス(エンジョイ)

体育スク-ル
10:20～12:00
※運動塾※

体育スク-ル
10:20～12:00
※運動塾※

シェイプエアロ

10：15-11：15 10:20-11:05 森本　園子

各定員５０名 各定員２０名 各定員５０名 各定員５０名

体育スク-ル
10:00～13:20
※運動塾※ スイミングスク-ル

10:00～14:00
コ-ス使用制限有

※運動塾※

スイミングスク-ル
10:45～12:30

コ-ス使用制限有
※運動塾※

10:30-11:15
東 美香

アクアビクス(エンジョイ)

10:00
各定員３８名 各定員１５名 各定員５０名 各定員２０名 各定員５０名 各定員２０名

スタジオ2（4階） プ-ル スタジオ1（5階） スタジオ2（4階） プ-ル

10:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

スタジオ1（5階） スタジオ2（4階） プ-ル スタジオ1（5階） スタジオ2（4階） プ-ル スタジオ1（5階） スタジオ2（4階） プ-ル

金曜日 土曜日 日曜日
スタジオ1（5階） スタジオ2（4階） プ-ル スタジオ1（5階）

コナミスポ-ツクラブ 三田 スタジオ＆プ-ルプログラムタイムスケジュ-ル 2022年9月タイムスケジュ-ル ２０２２年９月よりスタジオ予約方法が変更となります。詳しくは館内掲示またはスタッフまでお問合せください。WEB予約は有料(330円税込)のみとなります。当日予約台帳をご利用ください。

月曜日 水曜日 木曜日

Live配信クラス

Live配信クラス

Live配信クラス


