
【スタジオ定員についてのご案内】

第1スタジオ定員数 ツールなし 90名

ツールあり 70名

【コナミスポーツクラブ仙台長町 ０２２－７４８－０６２１】
↓施設へのお問合せはこちら↓

2枚目『2022年9月～のタイムスケジュール』
ご覧いただきありがとうございます。

7・8枚目『スタジオ仕様変更のご案内』 となっております

(ボディパンプ・コアクロス・ステップアップ)

【スタジオ参加方法について】
☆予約の方は、WEBのメンバーサービスよりご予約いただけます

☆予約なしでご参加の方は、前室へお並びの順でご入場いただきます
(330円(税込)／１クラス)

スタジオ開始10分前より入場開始いたします

3・4枚目『2022年9月19日(月)・23日(金)祝日タイムスケジュール』
5枚目『祝日有料プログラム詳細のご案内』
6枚目『LESMILLS(レズミルズ)新曲練習会のご案内』
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30

23:00 23:00

ダイエット
スクール

13：00-14：00

岩田 悟

※運動エリアは、閉館時間の30分前まで
ご利用いただけます。

※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 　　【ＮＥＷマーク】　　今回より新たにスタートしたクラスです。

22:00 　　【予約マーク】　　事前にご予約が必要となります。
日・祝 10：00～18：00

22:00

ボディジャム45

スタジオ参加方法について スタジオ定員について
　　【スクールマーク】　　スクール会員対象クラス(月額・回数で参加費を頂いているクラスです)

30 【　マーク表記に関して　】 30

土 10：00～19：00
　　【安心マーク】　　　初めての方、低体力者の方も安心です。

10：00～22：00
作山 拓生 早坂 のん

ボディアタック45

営　業　時　間21:00 21:00

松浦 はるか 20：45-21：30 早坂 のん

こちらのクラスは【少人数制スタジオレッスン】です。
事前に申し込みが必要です。

クラス詳細については、別紙、もしくはスタッフまで
お問合せください。

20：30-21：15 20：30-21：15 曜　日

20：45-21：30 月・水・木・金

ボディパンプ45

19：30-20：3020:00
川田 愛美

30 19：15-19：45

20:00
ボディコンバット30 19：45-20：30

20：00-20：30
早坂 のん

30

ボディコンバット45

川田 愛美
■ 営業時間のご案内 ■

斎藤 拓馬
30

ボディジャム45

19:00 19:00
コアクロス

19：00-19：30
1・3週目ボディバランス45(ST)

2・4週目ワークアウトエアロ 30
ブレイクレティクス

スクール19：15-20：00 斎藤 拓馬 19：15-20：00 19：15-20：15

ボディアタック30
ボディパンプ45※TB 高強度コアトレスクール 神戸 駿貴

嶋守 奈津子 岩田 悟

18:00

30 30

子供スクール 16：00-17：00 16：00-17：0030 30

松浦 はるか 川田 愛美
ダンシング
スターズ

17:00 17:00

(運動塾)30 30

16:00-19:0018:00

30 15：10-15：55 30
アンドレア 松浦 はるか

奥田 侑也 15：20-16：20 川田 愛美

15：00-15：45 早坂 のん
ボディバランス 15：00-16：00

16:00 16:00

高村 由美 ボディジャム ボディコンバット

15:00
ZUMBA45 HIPHOPスクール① 14：45-15：30

ボディコンバット45 14：50-15：50 岩田 悟

ボディアタック45
ボディジャム 14：30-15：3015:00

30
岩田 悟

ボディパンプ
畠山 美歩

畠山 美歩
松浦 はるか

14：10-14：40
14：00-15：0030 14：05-14：50 14：05-15：05

メガダンス60ボディパンプ30
川田 愛美

30
13：20-13：50

ボディコンバット
13：20-13：50

岩田 悟 川田 愛美
13：20-14：20 13：20-14：20

13：30-14：30 14:00

作山 拓生 早坂 のん ピラティススクール
メガダンス45

30
アンドレア 高村 由美 13：05-14：05

アンドレア

高村 由美 高村 由美
ボディアタック30 ボディコンバット30

ボディコンバット
ブレイクレティクス

スクール

14:00

13:00 13:00
川田 愛美

12：45-13：45 12：45-13：45 ZUMBA

松崎 純子
上野 直美

12：40-13：10
畠山 美歩 早坂 のん 12：30-13：30

12：15-12：45 30
腸活体操

12：10-13：10 12：10-13：10 骨盤調整スクール 12：25-12：55 松浦 はるか
12：30-13：00 コアクロス 12：20-13：05

松浦 はるか
ZUMBA 骨盤調整スクール

12：30-13：30

太極拳スクール

12:00 11：35-12：20 菅原 美子 高村 由美 12:00
山口 愛佳 11：40-12：25 菅原 美子

HIPHOPスクール②
初中級クラス松浦 はるか

ピラティススクール森岡 ときわ メガダンス30
シェイプエアロ 12：00-13：00

ボディバランス
テクニックスクール

作山 拓生

30 ボディパンプ30

バレトン 松浦 はるか
30

Reimi
11：20-11：50

ボディパンプ45 岩田 悟
11：25-12：10 11：35-12：05

オリジナル健康体操
ヨガ（体） 11：20-12：20 11：20-12：05

神戸 駿貴
11:00 11:00

菅原 美子高村 由美 斉田 舞
10：45-11：45

10：50-11：50
OyZスクール ボディバランス45（ST）

ボディコンバット30
30

オリジナル健康体操
10:50～11:15

菅原 美子

大人チアスクール 10：30-11：15 高村 由美
10：30-11：00

10：20-11：20
10：30-11：00

第1スタジオ 第2スタジオ 第3スタジオ 第1スタジオ 第2スタジオ
日曜日

第1スタジオ 第2スタジオ 第3スタジオ 第1スタジオ 第2スタジオ
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10:00

ロコモ・コア
10:20～10:45

菅原 美子

OyZスクール30 30
ステップアップ

ボディバランス45（ST） ヨガ（体）
コアクロス コアクロス

10：30-11：00 HIPHOPスクール③
中級クラス

菅原 美子 10：30-11：15

コナミスポーツクラブ 仙台長町 スタジオプログラムタイムスケジュール (黄色枠変更)

月曜日 水曜日
第3スタジオ 第1スタジオ

木曜日 金曜日 土曜日
第2スタジオ 第3スタジオ 第1スタジオ 第2スタジオ 第3スタジオ第3スタジオ

2022年9月～

第１スタジオ

開始10分前より入場開始いたします。

ツール不使用クラス：90名
ツール使用クラス ：70名(ボディパンプ/コアクロス/ステップアップ)

便利なWEB予約もございます。
「メンバーサービス」の【スタジオ予約】からご予約いただけます。 (330円/１クラス)

予約なしでのご参加は、
前室へお並びいただいた順番でご入場いただきます。



●　スタジオプログラム及びマシンジムでは必ずフィットネスシューズをお履きくださいませ

●　クラスの入替えの際は、清掃・準備の為一度退出していただきます

●　スタジオ内へは缶やビン等フタの無い飲み物の持ち込みはご遠慮願います

●　他の方の迷惑となるような行動と判断させていただいた場合、担当インストラクターから入場をお断りさせていただくことがございます

コナミスポーツクラブ 仙台長町

2022年9月19日プログラム一覧
プログラムへご参加の際は、途中退場・途中入場は安全上ご遠慮ください

9月19日（月）10：00～18：00　　
スタジオ　1 スタジオ　2

17:00

17:30

17時30分 マシンジム営業終了
18時 施設営業終了

18:00

プログラム参加時のお願い

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

12:30

13:00

13:30

14:00

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

ボディジャム 15:50～16:50

松浦 はるか

早坂 のん

ボディパンプ 12:50～13:50

￥1,100

ボディコンバット 14:20～15:20

川田 愛美

アンドレア

ZUMBA 11:15～12:15

高強度サーキット 15:50～16:50

メガダンス 10:30～11:00  畠山 美歩

￥1,100

エネルギッシュに脂肪を燃やします！

前半はポイントの説明、

後半はサーキットトレーニング！

ダッシュしたりジャンプしたり！

さぁ一緒に汗をかきましょう！☆

ダンスで汗かく１時間！♪
ラテンの音楽でみんなで盛り上がりましょう☆

平日プラン、都度会員の方も

ご参加いただけます☆

ご参加お待ちしております！
ご友人やご家族の方とも♫

岩田 悟

ボディアタック 11:20～12:20

岩田 悟



●　スタジオプログラム及びマシンジムでは必ずフィットネスシューズをお履きくださいませ

●　クラスの入替えの際は、清掃・準備の為一度退出していただきます

●　スタジオ内へは缶やビン等フタの無い飲み物の持ち込みはご遠慮願います

●　他の方の迷惑となるような行動と判断させていただいた場合、担当インストラクターから入場をお断りさせていただくことがございます

コナミスポーツクラブ 仙台長町

2022年9月23日プログラム一覧
プログラムへご参加の際は、途中退場・途中入場は安全上ご遠慮ください

9月23日（金）10：00～18：00　　
スタジオ　1 スタジオ　2

17:00

17:30

17時30分 マシンジム営業終了
18時 施設営業終了

18:00

プログラム参加時のお願い

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

12:30

13:00

13:30

14:00

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

ボディアタック 12:30～13:30

岩田 悟

山口 愛佳
松浦 はるか

￥1,650

岩田 悟＆早坂 のん＆松浦 はるか

ボディパンプ 14:15～15:15

ボディコンバット 15:45～16:45

川田 愛美

ボディジャム45 11:20～12:05

ボディパンプテック 14:00～14:15

コアクロス 10:30～11:00  畠山 美歩

A-Yoga 11:00～12:00
￥550

骨や関節の位置を整えていく事による姿勢改善、

ぜひこの機会に

自分の身体と向き合ってみませんか♪

呼吸法の改善、またリラックス効果など、

上の４つをテーマに、

ヨガの動きを通じて身体を導いていきます

気づき・覚醒・抗加齢・運動 ４つの”A”

３人でお届けするスペシャルクラス☆

みなさんの【テンション】と【筋肉】が盛り上がる事

間違いなしの60分間です！！
更には15分間のテクニッククラス付き♪

沢山の皆様のご参加、お待ちしております！
ポイントを深く知り、自分を追い込んでいきましょう！










