
火曜日

コナミスポーツクラブ星ヶ丘 スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール 2023年3月
スタジオプログラムの全クラスで「優先入場」システム(有料:330円)がご利用いただけます。WEB予約枠／★50名・その他10名 ※WEB(メンバーサービス内『スタジオ予約参加』よりご予約いただけます。

月曜日 水曜日
第１スタジオ 第２スタジオ プール 第１スタジオ 第２スタジオ プール

日曜日
第１スタジオ 第２スタジオ プール 第１スタジオ 第２スタジオ プール 第１スタジオ 第２スタジオ

木曜日 金曜日 土曜日
第２スタジオ プールプール 第１スタジオ

10:00 　
　
休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

10:00

【キッズ】

スイミングスクール

１０:００-１４:１５

一部コース使用

【キッズ】

スイミングスクール

ベビー・リトル

１０:１５-１１:４５

一部コース使用

【キッズ】

スイミングスクール

ベビー・リトル

１０:１５-１１:４５

一部コース使用

30 30

シンプリーヨガ４５ フラダンス 成人水泳教室
ビランクスヨーガ４５ ZUMBA ボディパンプ４５

（中級） （初級）
シェイプエアロ リラクゼーションヨガ４５ ヨガ（心） ＯＹＺスクール 成人水泳教室

シンプリーエアロ

１０:３０-１１:３０
【少人数制スタジオレッスン】 水中温活ウォーキング （足腰強化コース） 【少人数制スタジオレッスン】

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

30

小塚　有希子 棚橋　愉巳 yuki 坂本　存
カメラON 【定員50名】

11:00
古市　昌代

棚橋　愉巳 LUANA 鈴木　珠代 石塚　愛美 澄香 服部　美智代 鈴木　珠代 小塚　有希子

１０:３０-１１:３０ １０:３０-１１:１５ １０:３０-１１:１５11:00 １０:３０-１１:３０ １０:４５-１１:１５ １０:３０-１１:３０

30
アクアビクス

シェイプステップ シェイプステップ ＯＹＺスクール
【エンジョイ】

【スクール費】5,500円(税込) 【スクール費】6,270円(税込)～ 【スクール費】5,500円(税込) 【スクール費】5,500円(税込) 【スクール費】5,500円(税込)

アクアビクス
１１:４５-１２:３０

ボディパンプ４５
ボディバランス４５ （足腰強化コース） エクストリーム55(30)

１１:３０-１２:１５ １１:３０-１２:１５ １１:３０-１２:１５

鈴木　珠代 石塚　愛美 １１:４５-１２:３０ 古市　昌代 鈴木　珠代 坂本　存
【エンジョイ】

12:00 【ストレングス】 １１:３０-１２:３０ １１:４５-１２:１５

30
【定員50名】

ボディバランス
アクアビクス

【スクール費】4,400円(税込) １２:００-１３:１５ 松崎　翼

１２:００-１２:４５
前野　佑季 前野　佑季 【少人数制スタジオレッスン】 【スクール費】6,270円(税込)～ １２:００-１２:４５

yuki
【エンジョイ】 腸活腹筋トレーニング

12:00
ヨガ

【少人数制スタジオレッスン】 ボディパンプ ボディコンバット４５

【少人数制スタジオレッスン】 井比　賢史 １２:３０-１３:１５ １２:４５-１３:００

１２:００-１２:４５30 棚橋　愉巳

【スクール費】5,500円(税込) 鈴木　珠代
【ストレングス】

メガダンス３０ アクアビクス
ボディパンプ４５

13:00 13:00

シェイプエアロ ボディコンバット４５ ZUMBA ZUMBA
鈴木　珠代

【キッズ】

スイミングスクール

１３:００-１７:４５

一部コース使用

ボディバランス４５
１２:３０-１３:４５

30 １３:１５-１３:４５ 【エンジョイ】 30
ジャズダンス小池　深雪 深見　龍大 川口　英希 【スクール費】5,500円(税込) １３:１５-１４:００

１３:００-１３:４５ １３:００-１３:４５ 前野　佑季 １３:００-１３:４５ １３:００-１３:４５ １３:００-１３:４５

古市　昌代 yuki １３:１５-１４:００ 早川　尚希
カメラON 固い人の為のストレッチ

【少人数制スタジオレッスン】

【少人数制スタジオレッスン】
yuki 前野　佑季

鈴木　珠代 １４:００-１４:３０ 【エンジョイ】
メガダンス４５ テクニカルエアロ

14:00 １３:３０-１４:３０ 14:00
ボディコンバット４５

１３:４５-１４:３０ エクストリーム55(30) アクアビクス 【定員50名】
ピラティス 下山　真理奈

清水　裕美
シェイプエアロ棚橋　愉巳 古市　昌代

15:00 【スクール費】5,500円(税込)

30 １４:０５-１４:５０ 30
１４:０５-１５:０５

松崎　翼 １４:１５-１５:００ １４:１５-１５:００ 神尾　麻美子
１４:１５-１５:１５丹羽　寛子

ボディコンバット１４:００-１４:４５ 【少人数制スタジオレッスン】 【スクール費】4,400円(税込) 石川　美晴 【スクール費】5,500円(税込) １４:００-１４:４５

ボディコンバット４５

【少人数制スタジオレッスン】 カメラON
１５:００-１５:４５ １５:００-１５:４５ 小池　深雪

30 １５:００-１６:００

KATSUYA
15:00

ボディバランス４５ バレエ ボディバランス４５
１４:４５-１５:３０【フレキシビリティ】 【フレキシビリティ】 メガダンス４５

メガダンス４５
30

バレトン

【キッズ】

スイミングスクール

１５:３０-１９:１５

一部コース使用

【キッズ】

スイミングスクール

１５:３０-１８:１５

一部コース使用

１５:１０-１５:５５早川　尚希 １５:１５-１６:００ 武澤　真美恵 清水　裕美
石川　美晴

１６:００-１７:００ １６:００-１６:４５ １６:００-１６:４５30

１５:３０-１６:１５ 前野　佑季 【スクール費】5,500円(税込)
16:00 16:00

新体操スクール
（入門・初級クラス）

プライベートレッスン ボディバランス４５
丹羽　寛子

【キッズ】

30
社交ダンス【中級】 バレエスクール

入門クラス
社交ダンス【初級】 ダンススクール

チャレンジスターズ
小塚　有希子 前野　佑季 １６:１５-１７:００

【フレキシビリティ】

ボディアタック４５

30 １７:０５-１７:５０

17:00 １６:３０-１７:３０ １６:３０-１７:３０ 17:00
新体操スクール
（中級クラス） ボディコンバット４５ナゴヤダンスアカデミー ナゴヤダンスアカデミー 【年中～小２】 ボディアタック４５

【年中～小学生】 【少人数制スタジオレッスン】 【少人数制スタジオレッスン】

１６:３０-１７:３０ １６:３０-１７:２０ 早川　尚希

30
バレエスクール

入門クラス
ダンススクール

ドリームスターズ 宮脇　加津子
【小学生】

早川　尚希
カメラON

１７:３０-１８:３０ １７:３０-１８:３０

【年長～小学生】
１７:００-１８:００

【スクール費】5,500円(税込) 【スクール費】5,500円(税込) １７:００-１７:４５

１８:１５-１９:００ 宮脇　加津子
カメラON

早川　尚希
19:00 19:00

18:00 18:00

【年長～小学生】 【小３～中３】
ボディジャム４５

ボディパンプ３０
30 １８:１５-１８:４５ 30

20:00

シェイプエアロ
ボディコンバット４５ メガダンス

30 １９:０５-１９:５０ 30
ボディパンプ３０

１９:１５-２０:００ 【少人数制スタジオレッスン】石川　美晴

20:00
【少人数制スタジオレッスン】 カメラON

ボディジャム４５
ボディバランス３０【FX】

シンプリーヨガ４５ 石川　美晴

ボディバランス
１９:３０-２０:００

清水　裕美 小座野 清香 １９:１５-２０:３０

前野　佑季 《通常》 曜日・営業時間松崎　翼 【エンジョイ】

２０:００-２０:４５ 【スクール費】5,500円(税込)
■ コナミスポーツクラブ 星ヶ丘 営業時間のご案内 ■30 30

２０:１０-２０:５５ 清水　裕美 ２０:１５-２１:００ カメラON アクアビクス

ボディコンバット４５
２０:００-２０:３０

１９:４０-２０:５５ テクニカルステップ
ボディメイク

【少人数制スタジオレッスン】 ２０:００-２０:４５ 山崎 舞子

２１:００-２１:３０
ボディパンプ４５ ボディジャム ２１:００-２１:４５ 早川　尚希 【少人数制スタジオレッスン】

１０：００～２３：００21:00 21:00
【体幹トレーニング】

ボディアタック４５
ボディジャム３０

ボディコンバット 服部　志保 土 １０：００～２０：００

早川　尚希 【スクール費】5,500円(税込)
石塚　愛美 【スクール費】4,400円(税込) ２０:３０-２１:１５ 月・水・木・金

２０:１５-２１:００ 早川　尚希

22:00 ２１:３０-２２:３０

日・祝 １０：００～１８：００30 30
ヒップホップ

２１:１５-２２:００ 【少人数制スタジオレッスン】 渡部　哲也 ２１:００-２２:１５ ◆ 毎週火曜休館／祝休日は特別プログラムとなります ◆

22:00
【定員50名】

当施設をご利用の会員様へのお願い早川　尚希 AYUMI 【スクール費】5,500円(税込)

【少人数制スタジオレッスン】
山田　樹 ２１:１５-２２:３０ 清水　裕美

　　● 【プール】 すべての時間でフリー遊泳をお楽しみいただけます。（時間帯によりコース数変動あり）
30 30

　　● 【プール】 大人プログラムやキッズスクール実施中は最大4コース使用させていただきます。(全8コース)

　　● 【プール】 各コースに遊泳内容を表示しております。コース表示に従いご利用ください。
0:00 0:00

【スクール費】5,500円(税込) 【スクール費】5,500円(税込) 　　● 【スタジオ・プール】 レッスン中の途中入退場はできませんので、予め水分補給が出来るものをご持参ください。30 30

　　● 【スタジオ・プール】 それぞれのプログラムには安全上または設備上定員を設けております。
　　『スタジオ当日参加』はスタジオ横の専用スペースにお並びいただきます。館内掲示物をご確認ください

23:00 23:00
　　● 【スタジオ】 全てのプログラムでプログラム開始60分前よりお並びいただけます。

《感染リスク低減対策のご理解とご協力》
※スタジオプログラムの参加者に対しては、発声を慎むようにご協力を促します。

※スタッフと参加者のハイタッチ等を自粛いたします。

※スタジオプログラムご利用後は設置の除菌スプレーにて拭き掃除のご協力をお願いします。

《各クラス定員について》
第１スタジオ 基本６０名

第２スタジオ 基本３０名
一部定員を調整しているクラスがございます

各クラス表記下部に【 】にて記載

スタジオプログラムの全クラスで

優先入場システムがご利用いただけます。

『WEB予約枠』
★…50名／その他…10名

定員までの残数を『当日参加』にて承ります。
※WEB予約の方は直接 実施場所にお越しください。

※WEB予約の方は予約順でございます。クラス開始15分前までにお越しください。

15分前にいらっしゃらない場合、当日入場の方を入れる場合がございます。

※予約方法…WEB「メンバーサービス」内

「スタジオ予約参加」よりご予約いただけます。

【OLL】 on-line live lesson のお知らせ
第2スタジオにてライブ配信のクラスを実施いたします。

※ご予約方法は通常のクラス同様「スタジオ予約参加」にて承ります。

3月より全てのオンラインレッスンにて

カメラON にてレッスンを行います。
各オンラインライブレッスンの下部に表記しております。

クラス内の一部が映るようカメラONにて行います。

Live配信クラス

Live配信クラス

【少人数制スタジオレッスン】 のお知らせ

月4回のスクール制で少人数だから安心♪

【スクール費】 4,400円(税込)～／月

※体験料：(初回)1,100円(税込)・(2回目以降)2,200円(税込)

※定員の場合はご体験はいただけませんのでご了承ください。

水中温活ウォーキング

水中腸活ウォーキング

２つ実施いたします。

WEB予約は

ございません。

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

全てのプログラムで60分前からお並びいただけます

Live配信クラス



火曜日

30

山田　樹

0:00

　　● 【スタジオ・プール】 それぞれのプログラムには安全上または設備上定員を設けております。
　　『スタジオ当日参加』はスタジオ横の専用スペースにお並びいただきます。館内掲示物をご確認ください

23:00 23:00
　　● 【スタジオ】 全てのプログラムでプログラム開始60分前よりお並びいただけます。

　　● 【プール】 すべての時間でフリー遊泳をお楽しみいただけます。（時間帯によりコース数変動あり）
30 30

　　● 【プール】 大人プログラムやキッズスクール実施中は最大4コース使用させていただきます。(全8コース)

AYUMI

２１:１５-２２:３０ 清水　裕美22:00 ２１:３０-２２:３０ 22:00
【定員50名】

当施設をご利用の会員様へのお願い早川　尚希

カメラON

カメラON

カメラON

カメラON

　　● 【プール】 各コースに遊泳内容を表示しております。コース表示に従いご利用ください。
0:00

【スクール費】5,500円(税込)

【スクール費】5,500円(税込) 【スクール費】5,500円(税込) 　　● 【スタジオ・プール】 レッスン中の途中入退場はできませんので、予め水分補給が出来るものをご持参ください。30

１０：００～１８：００30
ヒップホップ

２１:１５-２２:００ 【少人数制スタジオレッスン】 渡部　哲也 ２１:００-２２:１５ ◆ 毎週火曜休館／祝休日は特別プログラムとなります ◆
【少人数制スタジオレッスン】

ボディパンプ４５ ボディジャム

21:00 21:00
【体幹トレーニング】

ボディアタック４５
ボディジャム３０

ボディコンバット 服部　志保 土 １０：００～２０：００２１:００-２１:３０

エクストリーム55(45)

２１:３０-２２:１５

松崎　翼

30２１:００-２１:４５ 早川　尚希 【少人数制スタジオレッスン】 日・祝

30

《通常》 曜日・営業時間

月・水・木・金 １０：００～２３：００

２０:１０-２０:５５ 清水　裕美 ２０:１５-２１:００ アクアビクス
２０:１５-２１:００ 早川　尚希

１９:４０-２０:５５ テクニカルステップ
ボディメイク

【少人数制スタジオレッスン】 ２０:００-２０:４５ ２０:００-２０:４５ 【スクール費】5,500円(税込)

松崎　翼 【エンジョイ】
早川　尚希 【スクール費】5,500円(税込)

石塚　愛美 【スクール費】4,400円(税込) ２０:３０-２１:１５

ボディコンバット３０

シェイプエアロ

１９:３０-２０:００

ボディコンバット４５ メガダンス

小座野 清香

30 １９:０５-１９:５０ 30

１９:１５-２０:００ 【少人数制スタジオレッスン】石川　美晴
ボディバランス

清水　裕美 １９:１５-２０:３０20:00 20:00
【少人数制スタジオレッスン】 ボディジャム４５ 週替わりプログラム 石川　美晴

ボディコンバット４５
■ コナミスポーツクラブ 星ヶ丘 営業時間のご案内 ■30

ボディパンプ３０
30 １８:１５-１８:４５ 30

１８:１５-１９:００ 宮脇　加津子

早川　尚希
19:00 19:00

【キッズ】

スイミングスクール

１５:３０-１９:１５

一部コース使用

30 １７:０５-１７:５０ 30
バレエスクール

入門クラス
ダンススクール

ドリームスターズ 宮脇　加津子
【小学生】

早川　尚希
カメラON

１７:３０-１８:３０ １７:３０-１８:３０18:00 18:00

【キッズ】

スイミングスクール

１４:３０-１８:１５

一部コース使用

ボディコンバット４５ナゴヤダンスアカデミー ナゴヤダンスアカデミー 【年中～小２】 ボディアタック４５
【年長～小学生】

１７:００-１８:００
【スクール費】5,500円(税込)

１６:３０-１７:３０

ボディジャム４５

16:00 16:00
新体操スクール

（入門・初級クラス） 丹羽　寛子

ボディアタック４５
１６:００-１７:００

１５:３０-１６:１５ 【スクール費】5,500円(税込)

17:00 １６:３０-１７:３０ １６:３０-１７:３０

30 30
社交ダンス【中級】 バレエスクール

入門クラス
社交ダンス【初級】 ダンススクール

チャレンジスターズ １６:１５-１７:００
【年中～小学生】

17:00
新体操スクール
（中級クラス）

15:00
ボディバランス４５ バレエ ボディバランス４５

１４:４５-１５:３０【フレキシビリティ】 【フレキシビリティ】 メガダンス４５

KATSUYA

週替わりプログラム
カメラON

30

バレトン

【キッズ】

スイミングスクール

１５:３０-１９:１５

一部コース使用

１５:１０-１５:５５

１６:００-１６:４５

【少人数制スタジオレッスン】 【少人数制スタジオレッスン】

１６:３０-１７:２０ 早川　尚希

【スクール費】5,500円(税込) １７:００-１７:４５

【年長～小学生】 【小３～中３】

早川　尚希 １５:１５-１６:００ 武澤　真美恵 清水　裕美
石川　美晴

メガダンス４５ テクニカルエアロ

清水　裕美
シェイプエアロ棚橋　愉巳 古市　昌代

ボディコンバット４５

15:00 【スクール費】5,500円(税込)

30 １４:０５-１４:５０

【少人数制スタジオレッスン】

１５:００-１５:４５ １５:００-１５:４５ 小池　深雪
30 １５:００-１６:００

１４:１５-１５:１５

14:00
ボディコンバット４５

１３:４５-１４:３０ エクストリーム55(30) アクアビクス
ピラティス

30
１４:０５-１５:０５

ボディコンバット

松崎　翼 １４:１５-１５:００ １４:１５-１５:００ 神尾　麻美子
丹羽　寛子

１４:００-１４:４５ 【少人数制スタジオレッスン】 【スクール費】4,400円(税込) 石川　美晴 １４:００-１４:４５

鈴木　珠代 １４:００-１４:３０ 【エンジョイ】

１３:３０-１４:１５

早川　尚希
固い人の為のストレッチ
【少人数制スタジオレッスン】yuki

１３:００-１３:４５

松崎　翼

30 【エンジョイ】

14:00

深見　龍大

鈴木　珠代
【ストレングス】

アクアビクス

週替わりプログラム

１３:００-１３:４５ １３:００-１３:４５ １３:００-１３:４５ １３:００-１３:４５
メガダンス３０

１３:１５-１３:４５

【少人数制スタジオレッスン】
yuki

井比　賢史 １２:３０-１３:１５ １２:４５-１３:００

30 棚橋　愉巳

13:00 13:00

シェイプエアロ ボディコンバット４５ ZUMBA ZUMBA
鈴木　珠代

【キッズ】

スイミングスクール

１３:００-１７:４５

一部コース使用

ボディバランス４５
１２:３０-１３:４５

30

小池　深雪 川口　英希 【スクール費】5,500円(税込) １３:１５-１４:００ 古市　昌代

【エンジョイ】

【スクール費】5,500円(税込)

yuki

12:00 １１:３０-１２:３０ １１:４５-１２:１５

30

ボディバランス
アクアビクス

【スクール費】4,400円(税込) １２:００-１３:１５

１２:００-１２:４５
【少人数制スタジオレッスン】 【スクール費】6,270円(税込)～

１２:１５-１３:００【エンジョイ】 腸活腹筋トレーニング

12:00
ヨガ

【少人数制スタジオレッスン】 ボディパンプ

ボディコンバット４５
アクアビクス

１１:４５-１２:３０

１２:１５-１３:００

週替わりプログラム
（足腰強化コース） エクストリーム55(30)

１１:３０-１２:１５ １１:３０-１２:１５ １１:３０-１２:１５

鈴木　珠代 石塚　愛美 １１:４５-１２:３０ 古市　昌代 鈴木　珠代 坂本　存

【キッズ】

スイミングスクール

ベビー・リトル

１０:００-１２:１５

一部コース使用

１０:３０-１１:３０１０:３０-１１:１５ １０:３０-１１:１５ １０:３０-１１:１５ １０:３０-１１:３０ １０:３０-１１:１０
（中級） （初級）

シェイプエアロ リラクゼーションヨガ４５

30
アクアビクス

シェイプステップ シェイプステップ ＯＹＺスクール
【エンジョイ】

【スクール費】5,500円(税込) 【スクール費】6,270円(税込)～ 【スクール費】5,500円(税込) 【スクール費】5,500円(税込) 【スクール費】5,500円(税込)
30

小塚　有希子 棚橋　愉巳 yuki 坂本　存
カメラON 【定員50名】

11:00
古市　昌代

棚橋　愉巳 LUANA 鈴木　珠代 石塚　愛美 澄香 服部　美智代 鈴木　珠代 小塚　有希子

１０:３０-１１:３０ １０:３０-１１:１５ １０:３０-１１:１５11:00 １０:３０-１１:３０ １０:４５-１１:１５１０:３０-１１:１５

成人水泳教室
シンプリーエアロ

１０:３０-１１:３０

プール 第１スタジオ第１スタジオ 第２スタジオ

木曜日 金曜日 土曜日
第２スタジオ プール

10:00 　
　
休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

10:00

【キッズ】

スイミングスクール

１０:００-１４:１５

一部コース使用

【キッズ】

スイミングスクール

ベビー・リトル

１０:１５-１１:４５

一部コース使用

30 30

シンプリーヨガ４５ フラダンス

ボディバランス３０【FX】

２０:００-２０:３０
山崎 舞子

成人水泳教室
ビランクスヨーガ４５ ZUMBA ボディパンプ４５

【少人数制スタジオレッスン】 水中温活ウォーキング （足腰強化コース） 【少人数制スタジオレッスン】

週替わりプログラム

週替わりプログラム

ヨガ（心） ＯＹＺスクール

コナミスポーツクラブ星ヶ丘 スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール 2023年4月
スタジオプログラムの全クラスで「優先入場」システム(有料:330円)がご利用いただけます。WEB予約枠／★50名・その他10名 ※WEB(メンバーサービス内『スタジオ予約参加』よりご予約いただけます。

月曜日 水曜日
第１スタジオ 第２スタジオ プール 第１スタジオ 第２スタジオ プール

日曜日
第１スタジオ 第２スタジオ プール 第１スタジオ 第２スタジオ プール

《感染リスク低減対策のご理解とご協力》
※スタジオプログラムの参加者に対しては、発声を慎むようにご協力を促します。

※スタッフと参加者のハイタッチ等を自粛いたします。

※スタジオプログラムご利用後は設置の除菌スプレーにて拭き掃除のご協力をお願いします。

《各クラス定員について》
第１スタジオ 基本６０名

第２スタジオ 基本３０名
一部定員を調整しているクラスがございます

各クラス表記下部に【 】にて記載

スタジオプログラムの全クラスで

優先入場システムがご利用いただけます。

『WEB予約枠』
★…50名／その他…10名

定員までの残数を『当日参加』にて承ります。
※WEB予約の方は直接 実施場所にお越しください。

※WEB予約の方は予約順でございます。クラス開始15分前までにお越しください。

15分前にいらっしゃらない場合、当日入場の方を入れる場合がございます。

※予約方法…WEB「メンバーサービス」内

「スタジオ予約参加」よりご予約いただけます。

【OLL】 on-line live lesson のお知らせ
第2スタジオにてライブ配信のクラスを実施いたします。

※ご予約方法は通常のクラス同様「スタジオ予約参加」にて承ります。

全てのオンラインレッスンにて

カメラON にてレッスンを行います。
各オンラインライブレッスンの下部に表記しております。

クラス内の一部が映るようカメラONにて行います。

Live配信クラス

Live配信クラス

【少人数制スタジオレッスン】 のお知らせ

月4回のスクール制で少人数だから安心♪

【スクール費】 4,400円(税込)～／月

※体験料：(初回)1,100円(税込)・(2回目以降)2,200円(税込)

※定員の場合はご体験はいただけませんのでご了承ください。

水中温活ウォーキング

水中腸活ウォーキング

２つ実施いたします。

WEB予約は

ございません。

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

全てのスタジオプログラムでプログラム開始60分前からお並びいただけます

Live配信クラス


