
水曜日

ｖ

　

ウォーク＆ジョグ 背骨コンディショニング コリオミックス

　【LIVE配信マーク】　　映像によるLIVE配信のクラスです。（Bスタジオのみ）

少人数制スタジオレッスン

ボディコンバット

10：30－11：30

浜田 法子

水中温活ウォーキング
10：55－11：10

　　● プールの空き時間に個別指導や少人数制レッスンを実施する場合がございます。
　　● プー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。※レッスン時のみプール内での補給が可能です。

　　●プログラム・担当インストラクターは都合により変更になる場合がございます。（スタジオ、プール）

15：45-16:30

14:25ー14:55 YUKA

FTスタッフ

FTスタッフ

川村 亜矢

23:00 23:00
　　●プールでは、スイムキャップを着用していただき、シャワーを浴び、お化粧、整髪料等を落としてからご利用ください。
　　●プールゾーンご利用の際は、アクセサリー類、腕時計(ウェアラブルディバイスはバンド使用で可)は外してご利用ください。
　　●プールレッスンの開講時、自由遊泳コースを制限させていただく場合がございます。

30 30
　　●プールでは、飛び込み、追い越し、コース内でのご休憩、ご閑談はご遠慮ください。

　　●スタジオプログラム参加の際は、指定された場所にお並びください。
　　●安全のため、レッスン開始後の途中入場はご遠慮ください。（スタジオ、プール）

30 30
　　●スタジオ内にペットボトル等をお持ちいただき、こまめに水分補給をおこなうようにしてください。※割れる危険性の無い容器をご利用ください。
　　●スタジオ レッスン途中でのツールの片づけはインストラクターの指示がない限りご遠慮ください。

30 30

当施設をご利用の会員様へのお願い
22:00 22:00

コナミスポーツクラブをご利用頂き誠にありがとうございます。　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。

21:00
JUNKO 守屋 かれん 日・祝 10:00～18:00

21:00
20：45-21：30 井上 孝弥

YUKA
休館日：毎週　水

20：15-21：15 20：15-21：15 20：30-21：00
ボディジャム45 20：30-21：15

浜田 法子
守屋 かれん

30
浜田 法子 20：10－21：10 マスターズスイミング(中級) ボディコンバット30

４３名
(WEB枠：2０名)

２４名
(WEB枠：１0名)

土 10:00～20:00

ボディコンバット
マスターズスイミング(中級)

少人数制スタジオレッスン
土肥 三佳子

　５週目：4泳法 脇坂 祐未

30 ボディバランス

20:00JUNKO JUNKO 櫻井 夏
YUKA Ａスタジオ定員 Bスタジオ定員 月・火・木・金 10:00～22:0019：50-20：50

通常営業時間19：40-20：10
ボディパンプ

19：40-20：10 19：40-20：10
20:00 19：40-20：25 19：35-20：20

19：35-20：35

大野 友美

30
脇坂 祐未

19:00
18：45-19：30 18：45-19：30

坂西 まどか 　４週目：クロール
18：45-19：45

　４週目：クロール 土肥 三佳子
　５週目：4泳法

30
少人数スタジオレッスン 少人数制スタジオレッスン

ボディバランス45※ST スイミング(＊週替) スイミング(＊週替) レズミルズバー
ZUMBA ヨガ

定員数

白木 舞

18：35-19：20 18：35-19：2019:00 　３週目：平泳ぎ エアロビクス(中上級) 　３週目：平泳ぎ

30

シェイプエアロ 　１週目：バタフライ 　１週目：バタフライ シェイプエアロ
　２週目：背泳ぎ ボディコンバット45 少人数制スタジオレッスン 　２週目：背泳ぎ シェイプエアロ

19：40～20：10 19：40～20：10
担当：JUNKO 担当：JUNKO

30 ★実施内容★ ★実施内容★

17：00-17：45
30

　５週目：バタフライ
奥谷 真由美 スタッフ（安全確認のみ）

30
守屋 かれん

18:00 *スイミング(週替)について *スイミング(週替)について 18:00

時松 岳哲
30 30

17:00 17:00
ボディアタック45

30 　１週目：バタフライ 30
15：15-16：00 少人数制スタジオレッスン 背骨コンディショニング スタイルアップヨガ30 マスターズ練習コース

中級・上級　2コース使用脇坂 祐未 　２週目：背泳ぎ YUKA背骨コンディショニング 15：30-16：00
石田 由香里 　３週目：平泳ぎ 15：30-16：15 シェイプエアロ

15：30-16：30
市野瀬 美絵

15：30-16：3016:00 　４週目：クロール 16:00
松野 瑞誉

15:00
奥谷 真由美 中村 美帆子シェイプエアロ 担当：今井 リナ ヨガ45（体）

市野瀬 美絵 KATSUYAヨガ45(体) ★実施内容★

14：30-15：30
YUKA

阿部　美智子
14：30－15：30

15：05-15：50 15：05-15：50

15:00 11：10－11：40

ボディコンバット櫻井 夏

14：40-15:10
14：30-15：00

森本 園子 14：20-15：20澄香 *スイミング(週替)について 14：30-15：15 前中 葉子

30 14：15-14：45
YUKA

今濱 眞理子
阿部　美智子

14:00 アクアビクス（エンジョイ） コアクロス15
13：55-14：10

30
スタイルアップヨガ

フィンスイミング（フィンレンタル有料）
赤松 由美子 14：15-15：00 背骨コンディショニング アクアヌードル 14：15-15：00

レズミルズバー 14：00-14：45 リラクゼーションヨガ45 保坂　昌子 ラテンエアロ 14：00-14：45
クロール(初級) ボディバランス

14:00-14：30

30
YUKA 今井　リナ 少人数制スタジオレッスン 竹本　茉有子 カーディオクロス15

13：35-13：50
脇坂 祐未

エアロビクス(中上級)

14:00
シェイプエアロ 13：50-14：20

森本 園子

アクアビクス（エンジョイ） 石田 由香里

クロール（中級）
13：30－14：30

アクアビクス（シェイプ）
13:45～14:15

ZUMBA13：55-14：25

13:00
メガダンス45 少人数制スタジオレッスン ボディパンプ30 ヨガ45（心） ヨガ(心)

ウエストシェイプ
13：00-13：15

アクアビクス（エンジョイ） コアクロス30 アクアビクス（エンジョイ）

13：00-13：30
13：00-13：45 赤松 由美子 13：00-13：45 FTスタッフ

13：00-14：00
13：10-13：40 外林 健司 片岡 昭子 13：00-14：00

エアロビクス(中上級) アクアビクス（トレーニング） 13：00-13：30 13：00-13：30

少人数スタジオレッスン
ZUMBA 松浦 博之

12：30－13：3013:00 ピラティス
今井　リナ

12：45-13：30 12：50-13：35 13：00-13：30
YUKA

福冨　万利江 守屋 かれん
30

メガダンス

12:00
11：45-12：30 成人水泳教室 有料スクール 11：45-12：30 11：45-12：30 ボディパンプ45 内容

11：50-12：30
YUKA 今濱 眞理子

シンプリーエアロ 11：30－12：30
＊お一人様の料金

30
骨盤エクササイズ 小川 貢弘 トレーニングです。 少人数制スタジオレッスン

12：15-13：15
今井　リナ

12：30-13：00

ジーンズ・アロハ・スタジオ 12：00-12：45

12:00 11：35-12：35 11：35－12：35
身体の調子を上げる

守屋 かれん YUKA 成人水泳教室 有料スクール

ボディコンバットボディバランス 11：30-12：00 エアロビクス(中上級) 参加費：2,200円(税込)
ボディコンバット45 メガダンス45 フラダンス

11：30-12：30
楠元 郁子

30
寺田 信也 守屋 かれん

12：00-13：00
浜田 法子 コンディショニング

11：10-11：40 11：10-11：40 担当：寺田信也

10：30－11：30
10：30-11：15

30 阿波加 朋依 30
少人数制スタジオレッスン 今井　リナ バレエエクササイズ30 名倉 拓矢 少人数制スタジオレッスン 定員：５名

ボディパンプ

10：30-11：00
10：30-11：15 10：30-11：15 10：30-11：15 10：30-11：15

クロール（初級） 水中腸活ウォーキング
11：10－11：25

スモールグループレッスン

ボディバランス45※ST

11:00
福光　知子 YUKA 香川 唯 福冨　万利江 SANAE

10：30-11：15名倉 拓矢 大倉 かな 今井　リナ 名倉 拓矢 寺田 信也 名倉 拓矢

赤松 由美子
スイミング(＊週替)

小野 真紀

10:00 10:00

休
館
日
の
為
、
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

【定員5名】
30 30

太極拳 ウォーク＆ジョグ ボディバランス45※FX ボディコンバット30

成人水泳教室 有料スクール

12:30－13:30

森本 園子

スモールグループレッスン 平泳ぎ(初級) オリジナルエアロ ボディバランス
10：30-11：00 10：30-11：00 10：30-11：00 10：30-11：00 10：30-11：00

アクアビクス（トレーニング）

11:00

  【スクールマーク】　　別途参加料金が必要になります。（月額・回数で参加費を頂いているクラス）8:00 8:00

⇒但し、ご利用には、『コナミスポーツクラブメンバーサービス』へのご登録が必要となります。 　【NEWマーク】　　今回より導入したプログラム（クラス）です。

・【2Fマシンジム内】に『当日参加予約台帳』を設置致します。＊ストレッチエリア

平日　：10:00～18:00開催のクラスをOPEN(10：00)と同時にまとめて設置。

　　　   　18:00以降、開催のクラスを18：00にまとめて設置。
30 30

Aスタジオ定員43名(WEB枠20名/当日枠23名)　　Bスタジオ定員24名(WEB枠10名/当日枠14名)

9:00 9:00

・スタジオWEB予約は無料です。前日の23:59迄ご予約頂けます。
30

土日祝：10:00～13:00開催のクラスをOPEN(10：00)と同時にまとめて設置。

　　　   　13:00以降、開催のクラスを13:00にまとめて設置。

・入場は10分前とさせて頂き、その場にいらっしゃらない場合はキャンセルとさせて頂きます。

コナミスポーツクラブ 三宮 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
＊緊急事態宣言等によりプログラムの内容を変更する場合がございます。

月曜日 火曜日 木曜日
Aスタジオ Bスタジオ プール Aスタジオ Bスタジオ プール Aスタジオ

日曜日
Aスタジオ Bスタジオ プール AスタジオBスタジオ プール

金曜日 土曜日

30

・電話での予約は不可となります。 

7:00

＊ スタジオWEB予約について ＊ スタジオ『当日参加予約台帳』について 

Bスタジオ プール Aスタジオ Bスタジオ プール

  【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。

7:00

30 30

・全スタジオプログラムがPC・スマホからご予約が可能となります。 　【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。

Live配信クラス

腸活

温活

Live配信クラス

腸活

Live配信クラス

Live配信クラス

腸活

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

Live配信クラス

Live配信クラス



水曜日

ｖ

　

　　● プールの空き時間に個別指導や少人数制レッスンを実施する場合がございます。
　　● プー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。※レッスン時のみプール内での補給が可能です。

　　●プログラム・担当インストラクターは都合により変更になる場合がございます。（スタジオ、プール）
23:00 23:00

　　●プールでは、スイムキャップを着用していただき、シャワーを浴び、お化粧、整髪料等を落としてからご利用ください。
　　●プールゾーンご利用の際は、アクセサリー類、腕時計(ウェアラブルディバイスはバンド使用で可)は外してご利用ください。
　　●プールレッスンの開講時、自由遊泳コースを制限させていただく場合がございます。

30 30
　　●プールでは、飛び込み、追い越し、コース内でのご休憩、ご閑談はご遠慮ください。

　　●スタジオプログラム参加の際は、指定された場所にお並びください。
　　●安全のため、レッスン開始後の途中入場はご遠慮ください。（スタジオ、プール）

30 30
　　●スタジオ内にペットボトル等をお持ちいただき、こまめに水分補給をおこなうようにしてください。※割れる危険性の無い容器をご利用ください。
　　●スタジオ レッスン途中でのツールの片づけはインストラクターの指示がない限りご遠慮ください。

30 30

当施設をご利用の会員様へのお願い
22:00 22:00

コナミスポーツクラブをご利用頂き誠にありがとうございます。　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。

21:00
JUNKO 守屋 かれん 日・祝 10:00～18:0020：45-21：30 井上 孝弥

YUKA
休館日：毎週　水

20：15-21：15 20：15-21：15 20：30-21：00
ボディジャム45 20：30-21：15

浜田 法子
守屋 かれん

30
浜田 法子 20：10－21：10 マスターズスイミング(中級) ボディコンバット30

４３名
(WEB枠：３０名)

２４名
(WEB枠：１６名)

土 10:00～20:00
21:00

ボディコンバット
マスターズスイミング(中級)

少人数制スタジオレッスン
土肥 三佳子

　５週目：4泳法 脇坂 祐未

30 ボディバランス

20:00JUNKO JUNKO 櫻井 夏
YUKA Ａスタジオ定員 Bスタジオ定員 月・火・木・金 10:00～22:0019：50-20：50

通常営業時間19：40-20：10
ボディパンプ

19：40-20：10 19：40-20：10
20:00 19：40-20：25 19：35-20：20

19：35-20：35

大野 友美

30
脇坂 祐未 浜田 法子

19:00
18：45-19：30 18：45-19：30

坂西 まどか 　４週目：クロール
18：45-19：45

　４週目：クロール
18：45-19：45 土肥 三佳子

　５週目：4泳法
30

少人数スタジオレッスン 少人数制スタジオレッスン
ボディバランス45※ST スイミング(＊週替) スイミング(＊週替) レズミルズバー

ZUMBA ヨガ
定員数

白木 舞

18:00
19：40～20：10 19：40～20：10

少人数制スタジオレッスン
18：35-19：20 18：35-19：2019:00 　３週目：平泳ぎ エアロビクス(中上級) 　３週目：平泳ぎ ボディパンプ

30

シェイプエアロ 　１週目：バタフライ 　１週目：バタフライ シェイプエアロ
　２週目：背泳ぎ ボディコンバット45 少人数制スタジオレッスン 　２週目：背泳ぎ シェイプエアロ

15：30-16：00
市野瀬 美絵

ボディアタック45

17：00-17：45

守屋 かれん

YUKA

担当：JUNKO 担当：JUNKO
30 ★実施内容★ ★実施内容★

18:00 *スイミング(週替)について *スイミング(週替)について

30

17:00 17:00

30 　１週目：バタフライ
スタイルアップヨガ30

30 30

16:00 　４週目：クロール 16:00
松野 瑞誉 15：45-16:30　５週目：バタフライ

奥谷 真由美 スタッフ（安全確認のみ）時松 岳哲
30

石田 由香里 　３週目：平泳ぎ 15：30-16：15 シェイプエアロ
15：30-16：30 15：30-16：30

30
15：15-16：00 少人数制スタジオレッスン 背骨コンディショニング マスターズ練習コース

中級・上級　2コース使用脇坂 祐未 　２週目：背泳ぎ

15:00
奥谷 真由美 中村 美帆子シェイプエアロ 担当：今井 リナ ヨガ45（体）

市野瀬 美絵 KATSUYA

14：30-15：30
YUKA 阿部　美智子

14：30－15：30

背骨コンディショニング

ヨガ45(体) ★実施内容★
15：05-15：50 15：05-15：50

30 14：15-14：45 30
スタイルアップヨガ

フィンスイミング（フィンレンタル有料） 赤松 由美子 背骨コンディショニング アクアヌードル 14：15-15：00 14：20-14：50
ボディコンバット櫻井 夏

14：30-15：00 14：30-15：00 森本 園子
14：20-15：20*スイミング(週替)について 14：30-15：15 前中 葉子

14：15-15：00

澄香
15:00 11：10－11：40

レズミルズバー 14：00-14：45 保坂　昌子 ラテンエアロ 14：00-14：45クロール(初級)
ボディバランス

YUKA

リラクゼーションヨガ45
今井　リナ FTスタッフ

今濱 眞理子
阿部　美智子

13：55-14：25

外林 健司

14:00 アクアビクス（エンジョイ） コアクロス15
13：55-14：10

14:0013：50-14：20 シェイプエアロ 13：50-14：20 森本 園子 ZUMBA

脇坂 祐未
エアロビクス(中上級) アクアビクス（エンジョイ）

石田 由香里
アクアビクス（トレーニング）

13：30－14：30
アクアビクス（シェイプ） 13：40-14：10

カーディオクロス15
13：35-13：50

FTスタッフ

今濱 眞理子

11：35－12：35

福冨　万利江 守屋 かれん 川村 亜矢
30 30

YUKA 今井　リナ 少人数制スタジオレッスン 竹本　茉有子

YUKA
13：00-13：30

13：00-13：45 赤松 由美子 13：00-13：45
13：00-14：00

13：10-13：40 片岡 昭子 13：00-14：00

ウエストシェイプ
13：00-13：15

FTスタッフ

コアクロス30
13：00-13：30

小川 貢弘

アクアビクス（エンジョイ） コアクロス30 アクアビクス（エンジョイ）
12：45-13：30 12：50-13：35エアロビクス(中上級) クロール(中級) 13：00-13：30 13：00-13：30

12：30－13：30

ボディバランス30
12：30-13：00

相子 七海

12:00 11：35-12：35

13:00 ピラティス
今井　リナ 13:00

メガダンス45 少人数制スタジオレッスン ヨガ45（心） ヨガ(心)

30
トレーニングです。 少人数制スタジオレッスン

12：15-13：15
今井　リナ

メガダンス
少人数スタジオレッスン

ZUMBA

守屋 かれん
12：00-13：00

浜田 法子 コンディショニング
30

12:00
11：45-12：30 成人水泳教室 有料スクール 11：45-12：30 11：45-12：30 内容

参加費：2,200円(税込)
ボディコンバット45 メガダンス45 フラダンス

11：30-12：30 シンプリーエアロ 11：30－12：30
＊お一人様の料金

11：50-12：30
YUKA

身体の調子を上げる
守屋 かれん YUKA 成人水泳教室 有料スクール ジーンズ・アロハ・スタジオ 寺田 信也

ボディパンプ45

12：00-12：45

10：30－11：3011:00 水中温活ウォーキング
10：55－11：10

30
少人数制スタジオレッスン 今井　リナ 名倉 拓矢 少人数制スタジオレッスン 定員：５名

ボディパンプ ボディコンバットボディバランス エアロビクス(中上級)

小野 真紀
11：10-11：40 11：10-11：40 担当：寺田信也

バレエエクササイズ30
11：30-12：00

楠元 郁子

大倉 かな10：30-11：15 10：30-11：15 10：30-11：15

30 阿波加 朋依

スイミング(＊週替) クロール（初級）
浜田 法子

水中腸活ウォーキング
11：10－11：25

スモールグループレッスン

ボディコンバット30
10：30-11：00

香川 唯 福冨　万利江

10：30-11：15名倉 拓矢 今井　リナ 名倉 拓矢
10：30－11：30

寺田 信也 名倉 拓矢

SANAE 赤松 由美子

10：30-11：00
10：30-11：15 10：30-11：15

コリオミックス スモールグループレッスン 平泳ぎ(初級)

10:00 10:00

休
館
日
の
為
、
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

【定員5名】
30 30

太極拳 ウォーク＆ジョグ ボディバランス45※FX オリジナルエアロ ボディバランス
10：30-11：00 10：30-11：00 10：30-11：00 ボディコンバット 10：30-11：00

アクアビクス（トレーニング） ボディバランス45※ST ウォーク＆ジョグ 背骨コンディショニング 少人数制スタジオレッスン

11:00
福光　知子 YUKA

　【LIVE配信マーク】　　映像によるLIVE配信のクラスです。（Bスタジオのみ）

9:00 9:00

・スタジオWEB予約は無料です。前日の23:59迄ご予約頂けます。 土日祝：OPEN(10:00)にすべてのクラスをまとめて設置いたします。
30 30

・電話での予約は不可となります。 ・入場は10分前とさせて頂き、その場にいらっしゃらない場合はキャンセルとさせて頂きます。

7:00

＊ スタジオWEB予約について ＊ スタジオ『当日参加予約台帳』について   【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。

7:00

30 30

・全スタジオプログラムがPC・スマホからご予約が可能となります。 ・【2Fマシンジム内】に『当日参加予約台帳』を設置致します。＊ストレッチエリア 　【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】　　別途参加料金が必要になります。（月額・回数で参加費を頂いているクラス）8:00 8:00

⇒但し、ご利用には、『コナミスポーツクラブメンバーサービス』へのご登録が必要となります。 平日：10:00～18:00開催のクラスをOPEN(10：00)と同時にまとめて設置。 　【NEWマーク】　　今回より導入したプログラム（クラス）です。
30 30

Aスタジオ定員43名(WEB枠30名/当日枠13名)　　Bスタジオ定員24名(WEB枠16名/当日枠8名) 18:00以降、開催のクラスを18：00にまとめて設置。

日曜日
Aスタジオ Bスタジオ プール Aスタジオ Bスタジオ プール Aスタジオ Bスタジオ プール

コナミスポーツクラブ 三宮 スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール ２０２２年　８月
＊緊急事態宣言等によりプログラムの内容を変更する場合がございます。

月曜日 火曜日 木曜日
Aスタジオ Bスタジオ プール Aスタジオ Bスタジオ プール Aスタジオ Bスタジオ プール

金曜日 土曜日

Live配信クラス

腸活

温活

Live配信クラス

腸活

Live配信クラス

Live配信クラス

腸活

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

Live配信クラス

Live配信クラス


