
スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール
火曜日

10:30-11:30

Live配信クラス

ボディバランス

16:00-17:00

18:15-19:00

バレエストレッチ

保坂　綾子 ワークアウトエアロ 14:10-15:10 保坂 綾子 保坂　綾子

平泳ぎ（初級）

プライベートレッスン

■スタジオ定員人数のご案内■ 曜　日 時間村田　英城

小野　竜

12:15-13:00

Live配信クラス

ボディコンバット45

20:15-21:00

渡辺 英子 椛沢　真利子 　　【安心マーク】　　　ご自身のペースで運動をおこないたいと考える方へお勧めするク
ラス

平泳ぎ（初級）
ボディパンプ45

20:15-21:1520:30-21:00

トータルワークアウト

渡辺　英子 19:30-20:15

17:00-17:45

ジャズダンス 15:00-15:45

ルーシーダットン
渡部　和子

12:00～13:00
沢田 文 フィンスイミング

沢田　文

Live配信クラス

ボディコンバット45

17:00-17:45

22:00 コナミスポーツクラブをご利用頂き、誠に有難う御座います。
皆さまが快適にご利用頂くために、以下の内容についてお願い申しあげます。

22:00

第１スタジオ…定員25名
第2スタジオ…定員20名

月・水・木・金

　　【スクールマーク】　　スクール会員対象クラスです。

　　● 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 30

　　● スタジオへの入場はインストラクターより案内があるまでご遠慮下さい。

　【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。

23:00 23:00

武田 純一 20:30-21:15

30 20:15-20:45 30

プライベートレッスン
10：00-22：00

土 10：00-20：00

①19:30-20:15
②19:30-20:10

渡辺 英子

有料レーン貸し

17:00～19:30

※詳しくはスタッ
フまで

有料レーン貸し

17:00～19:00

※詳しくはスタッ
フ迄

ボディバランｽ45※FX

シンプリーステップ ボディパンプ45TB シェイプエアロ
21:00

宮﨑　郁夫
クロール初級 21:00

20:45-21:25
20:45-21:30 渡辺　英子 20:55-21:25 20:45-21:30

日・祝 10：00-18：00【　マーク表記に関して　】
宮﨑　郁夫 藤原　聖太

30 30
※祝祭日は特別プログラムとなります。

16:45-17:30

Noriko

　　【予約マーク】　　事前にご予約が必要となります。

■　当施設をご利用の会員様へのお願い　■

　　【有料プログラムマーク】　　別途都度代金を頂くクラスです。

30 30

少人数制スクール会員募集小野　竜

1人で運動しても続かない、正しい運動方法を教わりたい、運動初心者
なのではずかしい、そんなあなたへ。「少人数制スタジオ」は気軽に参加で
きる月４回のレッスンです。10人以下のクラスなので一体感もあり相談も
しやすい環境なので運動がはじめての方も楽しく続けられるスクール型の
レッスンです。
■　回数　1回60分～　月4回
■　料金　4,400～8,800円（税込）
■　定員　最大10名
※詳しくは館内掲示板をご覧ください。

18:00 18:00

メガダンス45
30 30

17:00 17:00

有料レーン貸し

17:00～18:30

※詳しくはスタッ
フ迄

19:00 19:00

Live配信クラスのご案内 コナミスポーツクラブ 五香

ボディコンバット シェイプエアロ 第2スタジオにてオンラインライブレッスンを開始します。全
国のインストラクターのレッスンを大画面のスクリーンに投影
し、クラスを実施します。通常レッスン同様WEB予約にて
受付をいたします。

■ 営業時間のご案内 ■

30 30

コンディショニングヨガ ボディアタック45
19:15-20:15 19:15-20:00

19:30-20:3020:00
土田 輝奈

20:00

①1・3週目　X55
②2・4週目　シンプリーエアロ

30 30
土田　輝奈

プライベートレッスン プライベートレッスン 14:30-15:15 プライベートレッスン プライベートレッスン

16:00 16:00
沢田　文

Noriko山田　美沙 15:45-16:30
平　幸子 小野　竜 渡部 和子

椛沢　真利子
30 30

椛沢　真利子 山田　美沙
メガダンス45

15:00
平　幸子 沢田　文 ※当日参加もできます。 山田 美沙 村田　英城

30 30

ボディバランス45※FX
オリジナルエアロ

中上級
シンプリーエアロ ボディコンバット ビランクスヨーガ渡邊 麻奈美

15:20-16:2015:30-16:10 メガダンス4515:30-16:15 15:30-16:30 15:30-16:30 15:30-16:30

14:15-15:00 14:15-15:00 14:15-15:00 14:15-15:15 14:15-15:00開催日：8月4・11・18・25日

14:45－15:15 14:45－15:15 14:45－15:15 14:45－15:15
高橋　由美子

15:00

背泳ぎ（初級） クロール(初級)
ボディコンバット

バタフライ（初級） 14:00-14:30
渡辺　英子オリジナルボディコンシャス

（バランスコーディネーション） メガダンス45 ボディアタック45 ルーシーダンス ボディコンバット4514:10-14:40 14:10－14:40 14:10-14:40 土田　輝奈 14:10-14:40

30 13:15-13:45 30
13:10-14:10 オリジナルエクササイズ

（コア・HIITトレーニング）

アクアビクス（エンジョイ）
山田　美沙 中西　雅子 13:15-14:00 小向 芙生 村田　英城

13:15-14:15開催日：8月3・24・31日 13:30－14:00
水中腸活ウォーキング

13:45-14:00

カズコのロコモ予防・体操 岡田　恵美子 渡邊　麻奈美

14:00
渡部　和子 ボディパンプ30

※当日参加もできます。 高橋　由美子
13:30-14:30

坂井 郷子
14:00

池田　香

30
沢田　文

30

フラダンス テック＆メガダンス45
12:20-12:50

平　幸子 池田 香

渡辺　英子
土田　輝奈

シンプリーエアロ
12:30-13:30 12:30-13:3013:00 13:00

ボディコンバット45

コアクロス エンジョイエアロ
中級13:00-13:45 13:00-13:45 13:00-13:45

シェイプエアロ 12:45-13:25 ヨガ　【心】

11:45-12:30
12:05-12:35 12:05-12:35

10:50-11:20 沢田　文

30 プライベートレッスン 30
平泳ぎ（中級）

ボディバランス45※FX
はじめて水泳

11:25-11:55
11:30-12:00 11:30-12:00

12:00

シェイプエアロ
気軽にエアロ

(シェイプスタイル＆チュー
ブトレーニング)

土田　輝奈
シェイプエアロ11:45-12:30 プライベートレッスン 11:45-12:30 11:45-12:45

山田　美沙 プライベートレッスン

黒沼　誠子

Live配信クラス

渡辺　英子 12:00-12:45ボディコンバット45 12:00-12:45

バタフライ（初級）

ヨガ　【心】 X55
ワークアウトエアロ
（ダンスエアロ）

ボディパンプ45保坂　綾子 11:30-12:15 小林　早苗 11:40-12:10
12:00

スイミング（中級）
10:30-11:3011:00

渡部　和子 渡部　和子 志村　栄司 沢田　文
志村　栄司

10:50-11:20 10:50-11:20

平　幸子
小林　早苗 保坂　綾子 11:00-11:30

渡部 和子高橋　由美子
保坂　綾子

10:30-11:15

10:00 10:00

ＯｙＺ運動スクール
足腰強化コース

ＯｙＺ運動スクール
脳活性化コース

太極拳
ＯｙＺ運動スクール
足腰強化コース 太極拳

Live配信クラス
30 30

ラテンダンス オリジナルボディコンシャス
（バランスコーディネーション）

シンプリーエアロ ボディバランス

スタジオ1 スタジオ2 プール スタジオ1 スタジオ2 プール スタジオ1 スタジオ2 プール スタジオ1 スタジオ2 プール スタジオ1 スタジオ2 プール

Live配信クラス

リラクゼーションヨガ45 ボディバランス

10:45-11:15 11:00

10:15-11:15 10:15-11:15 10:15-11:15 10:15-11:15 10:20-11:05
10:30-11:10 アクアビクス（エンジョイ）

10:30-11:30
クロール（初級）

10:30-11:30
平泳ぎ（初級）

2022年8月
月曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

池田　香

スタジオ1 スタジオ2 プール

Live配信クラス

ボディバランス

10:30-11:30

有料レーン貸し

17:00～21:30

※詳しくはスタッ
フ迄

Live配信クラス

ボディコンバット45

スイミング（中級）19:15-20:00

19:30-20:15

高沼 麻衣
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火曜日

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 金曜日 土曜日 日曜日

スタジオ1 スタジオ2 プール スタジオ1 スタジオ2 プール スタジオ1 スタジオ2 プール スタジオ1 スタジオ2 プール スタジオ1 スタジオ2 プール スタジオ1 スタジオ2 プール

10:00 10:00

ＯｙＺ運動スクール
足腰強化コース

ＯｙＺ運動スクール
脳活性化コース

太極拳
ＯｙＺ運動スクール
足腰強化コース 太極拳

Live配信クラス Live配信クラス
30 30

ラテンダンス オリジナルボディコンシャス
（バランスコーディネーション） ボディバランス シンプリーエアロ ボディバランス ボディバランス

10:15-11:15 10:15-11:15 10:15-11:15 10:15-11:15 10:20-11:05
10:30-11:10 アクアビクス（エンジョイ）

Live配信クラス

リラクゼーションヨガ45

10:30-11:1510:30-11:30
クロール（初級）

10:30-11:30
平泳ぎ（初級）

10:30-11:30
スイミング（中級）

10:30-11:30 10:30-11:3011:00
渡部　和子 渡部　和子 志村　栄司 沢田　文

志村　栄司 10:45-11:15 11:00
10:50-11:20 10:50-11:20 10:50-11:20 沢田　文 プライベートレッスン

池田　香

高橋　由美子
保坂　綾子

平　幸子
小林　早苗

30 プライベートレッスン 30
平泳ぎ（中級）

ボディバランス45※FX
はじめて水泳

11:25-11:55

11:40-12:10
12:00 12:00

シェイプエアロ
気軽にエアロ

(シェイプスタイル＆チュー
ブトレーニング)

土田　輝奈
シェイプエアロ11:45-12:30 Live配信クラス プライベートレッスン 11:45-12:30 11:45-12:45

山田　美沙 プライベートレッスン 11:45-12:30

ボディコンバット45
12:05-12:35 12:05-12:35

黒沼　誠子 渡辺　英子

渡部 和子

30
沢田　文

30

フラダンス テック＆メガダンス45
12:20-12:50

12:15-13:00 平　幸子 池田 香

渡辺　英子
土田　輝奈

シンプリーエアロ
12:30-13:30 12:30-13:3013:00 13:00

ボディコンバット45 シェイプエアロ 12:45-13:25 ヨガ　【心】

カズコのロコモ予防・体操 岡田　恵美子 渡邊　麻奈美
ルーシーダットン

渡部　和子 コアクロス

11:30-12:00 11:30-12:00

エンジョイエアロ
中級13:00-13:45 13:00-13:45 13:00-13:45

12:00-12:45 12:00～13:00
沢田 文 フィンスイミング 12:00-12:45

30 13:15-13:45 30
13:10-14:10 オリジナルエクササイズ

（コア・HIITトレーニング）

アクアビクス（エンジョイ）
山田　美沙 中西　雅子 13:15-14:00 小向 芙生 村田　英城

13:15-14:15開催日：9月7・14・21・28日 13:30－14:00
水中腸活ウォーキング

13:45-14:00 ※当日参加もできます。 高橋　由美子
13:30-14:30

坂井 郷子
14:00

池田　香
14:00

30 30

沢田　文 ※当日参加もできます。 山田 美沙 村田　英城
15:00 14:45－15:15 14:45－15:15 14:45－15:15

渡部　和子 ボディパンプ30

背泳ぎ（初級） クロール(初級)
ボディコンバット

バタフライ（初級） 14:00-14:30
渡辺　英子

平泳ぎ（初級）
オリジナルボディコンシャス

（バランスコーディネーション） メガダンス45 ボディアタック45 ルーシーダンス ボディコンバット4514:10-14:40 14:10－14:40 14:10-14:40 土田　輝奈 14:10-14:40

14:45－15:15
高橋　由美子

16:00-17:0030 30

15:00
椛沢　真利子 山田　美沙

メガダンス45

ジャズダンス 15:00-15:45

30 30
土田　輝奈 保坂　綾子 ワークアウトエアロ 14:10-15:10 保坂 綾子 保坂　綾子

14:15-15:00 14:15-15:00 14:15-15:00 14:15-15:15 14:15-15:00開催日：9月1・8・15・22日

プライベートレッスン プライベートレッスン 14:30-15:15 プライベートレッスン プライベートレッスン

30 30

少人数制スクール会員募集小野　竜

1人で運動しても続かない、正しい運動方法を教わりたい、運動初心者
なのではずかしい、そんなあなたへ。「少人数制スタジオ」は気軽に参加で
きる月４回のレッスンです。10人以下のクラスなので一体感もあり相談も
しやすい環境なので運動がはじめての方も楽しく続けられるスクール型の
レッスンです。
■　回数　1回60分～　月4回
■　料金　4,400～8,800円（税込）
■　定員　最大10名
※詳しくは館内掲示板をご覧ください。

18:00 18:00

メガダンス45

ボディバランス45※FX
オリジナルエアロ

中上級
シンプリーエアロ ボディコンバット ビランクスヨーガ渡邊 麻奈美

15:20-16:2015:30-16:10 メガダンス4515:30-16:15 15:30-16:30 15:30-16:30 15:30-16:30
Live配信クラス

16:00 16:00
沢田　文

Noriko ボディバランス山田　美沙 15:45-16:30
平　幸子 小野　竜 渡部 和子

30

Live配信クラス

ボディコンバット45

17:00-17:45

30

18:15-19:00

Live配信クラス

沢田　文
19:00 19:00

ボディコンバット45

Live配信クラスのご案内 コナミスポーツクラブ 五香

ボディコンバット シェイプエアロ

有料レーン貸し

17:00～21:30

※詳しくはスタッ
フ迄

バレエストレッチ
17:00 17:00

有料レーン貸し

17:00～18:30

※詳しくはスタッ
フ迄

有料レーン貸し

17:00～19:30

※詳しくはスタッ
フまで

有料レーン貸し

17:00～19:00

※詳しくはスタッ
フ迄

ボディバランｽ45※FX16:45-17:30

Noriko 17:00-17:45

■ 営業時間のご案内 ■

30 30
①1・3週目　X55
②2・4週目　シンプリーエアロ コンディショニングヨガ ボディアタック45

①19:30-20:15
②19:30-20:10 19:30-20:30

渡辺　英子 19:30-20:1520:00
土田 輝奈

20:00

スイミング（中級）

■スタジオ定員人数のご案内■ 曜　日 時間渡辺 英子 村田　英城 Live配信クラス

小野　竜
トータルワークアウト

プライベートレッスン
ボディコンバット45

第１スタジオ…ツールあり25名
　　　　　　　　ツール無し40名
第2スタジオ………定員20名

月・水・木・金 10：00-22：00

19:30-20:15

30 20:15-20:45 30
平泳ぎ（初級）

ボディパンプ45
20:15-21:1520:30-21:00

土 10：00-20：00シンプリーステップ
20:30-21:1521:00

宮﨑　郁夫
クロール初級 21:00

20:45-21:25
20:45-21:30 渡辺　英子 20:55-21:25 20:45-21:30

日・祝 10：00-18：00【　マーク表記に関して　】
宮﨑　郁夫 藤原　聖太

渡辺 英子 椛沢　真利子 　　【安心マーク】　　　ご自身のペースで運動をおこないたいと考える方へお勧めするク
ラス30 30

※祝祭日は特別プログラムとなります。
　　【予約マーク】　　事前にご予約が必要となります。

■　当施設をご利用の会員様へのお願い　■

　　【有料プログラムマーク】　　別途都度代金を頂くクラスです。
22:00 コナミスポーツクラブをご利用頂き、誠に有難う御座います。

皆さまが快適にご利用頂くために、以下の内容についてお願い申しあげます。

22:00

　　【スクールマーク】　　スクール会員対象クラスです。

　　● 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 30

　　● スタジオへの入場はインストラクターより案内があるまでご遠慮下さい。

　【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。

23:00 23:00

20:15-21:00

高沼 麻衣

19:15-20:15 19:15-20:00

ボディパンプ45TB シェイプエアロ武田 純一

19:15-20:00

第2スタジオにてオンラインライブレッスンを開始します。全
国のインストラクターのレッスンを大画面のスクリーンに投影
し、クラスを実施します。通常レッスン同様WEB予約にて
受付をいたします。

椛沢　真利子

平　幸子

保坂　綾子 11:00-11:30

バタフライ（初級）

ヨガ　【心】 X55
ワークアウトエアロ
（ダンスエアロ）

ボディパンプ45保坂　綾子 11:30-12:15 小林　早苗
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