
水曜日

30 ※祝祭日は特別プログラムとなります
※毎週水曜日は休館日となります
※担当者は変更となる場合がございます

30
　　● プールレッスン時は、人数によって2～4コース

　　　　使用させて頂く場合がございます。

　　● 担当者につきましては、変更となる場合がございます。
23:00 23:00

22:00

日・祝 １０：００～１９：００佐々木　隆太　 Hinata 安陪　小百合
　　● 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。

　　● 整列時の場所取り行為はご遠慮ください。

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。
皆様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。

21：30-22：15 21:30～22:15 21：30-22：15 小山　美智
22:00

佐々木　隆太

30 30

ボディコンバット45 ボディジャム45 オリジナルエアロ
（上級）

■　当施設をご利用の会員様へのお願い　■
21：15-22：15 21：15-22：00

土 １０：００～２０：００

21:00 曜　日 営　業　時　間 21:00

※入場時は手指の消毒をお願い致します
柴田　紗帆 月・火・木・金 １０：００～２３：００ボディコンバット ボディバランス45※ST

※予約順での入場となります佐々木　隆太
20：30-21：30

藤田　暁子 森　智江子 Hinata SAEKI

20：15-21：00 20:15～21:00 小山　美智 20：15-21：00 阿部　翔平

安陪　小百合

※マスク等の着用が必須となります30 20：15-20：45 20：15-20：45 20：15-20：45 30

（OLL）ボディパンプ 20：15-21：00佐々木　隆太 20：15-21：00

ボディパンプ30 Live配信クラス
ボディアタック45 アクアビクス（シェイプ） ヨガ（体） マスターズスイミング大城　広大 20：00-20：45 20：00-21：00

芹澤　宗一郎

20:00
サーキットエクササイズ1

（OLL）ボディコンバット45 セルフコンディショニング
（自力整体）

Live配信クラス

20：00-20：30
コアクロス

（OLL）ボディコンバット45
背泳ぎ初級

■ 営業時間のご案内 ■

　　【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）Live配信クラス

20:00
（OLL） 　　【Online　Live　Lesson】　　オンラインライブレッスン

　　　　　　　　　　　　　映像のみのプログラムとなります。

30 19：15-19：45 19：15-19：45
大城　広大 19：00-19：45 安部　裕 佐々木　隆太 19:00～19:45 30

糸数　友美

田村　遥

古賀　真実 安部 裕 大城　広大 武田　直之

　　【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。19：00-19：45

19：15-20：00

（OLL）ボディパンプ30

19：15-19：45

19：00-19：30

市野瀬　美絵

　　【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。

19:00

ヨガ（体）

（OLL）ボディコンバット45

クロール初級
ヨガ（体）

平泳ぎ初級 スイミング初級

30

宮脇　加津子

【コロナウイルス感染予防対策について】18:00

【安心マーク】
ご参加が初めての方・久しぶりの方

低体力者の方でも安心して
お楽しみ頂けます。

18:00

・レッスン間はスタッフにてアルコール除菌、換気を行
います。

30 30
・予約については、別途館内案内物をご確認くだ
さい。

Live配信クラス
19:00

武田　直之

Live配信クラス

Live配信クラス

（OLL）リンパ改善ストレッチ
ボディパンプ45

齋藤　香帆Live配信クラス

17:00

18：00-18：30

齋藤　香帆

17：00-17：4530

水中腸活ウォーキング
19：00-19：15 【　定員について　】19：00-19：30 19：00-19：30 19：00-19：30

コアクロス アクアビクス30（シェイプ）

【スタジオ１】

45名
【スタジオ２】

15名
阿部　翔平

17:00
（OLL）ボディコンバット45

河田　典子 15：45-16：30 15：45-16：30

大城　広大 成瀬 翔太

土井　節子
16:00

石川　裕也 （OLL）ボディバランス大城　広大 佐々木　隆太

16：00-17：0030 30

ボディコンバット45 ボディコンバット45
Live配信クラス

15：15-16：15

大城　広大

佐々木　隆太

15：00-16：00 15：00-15：45

15：30-16：15 15：30-16：15 15：30-16：15

30 30

ボディコンバット45
15：00-16：15

ボディコンバット45 メガダンス45

14：30-15：30 14：30-15：1515:00
川崎　道代

15:00

ボディジャム
ピラティス教室 スイミング中級 安陪　小百合

安陪　小百合

16:00

田中　那央

14：30-15：15

田中　那央

岸　隆信

14：15-15：00 14：15-15：00

14：45-15：30

14：15-15：00

澄香

レズミルズバー
テック ＆ 30

ZUMBA

阿部 翔平 大庭　めぐみ

14：00-15：00
田中　那央

30
14：15-14：55 オリジナルボディコンシャス

（ピラティス） 成人水泳教室(中級) ボディパンプ45※TB 石川　裕也
14：15-15：00

13：30-14：45
柴田　紗帆

14：00-14：30
オリジナルボディコンシャス

（ピラティス） アクアベル ボディバランス45※ST （OLL）リラクゼーションヨガ シンプリーエアロ

マスターズスイミング

13：30-14：15

阿部　翔平 藤原　アンジェリカ

14:00
Live配信クラス

成人水泳教室(初級）
バタフライ初級

14：00-15：15

13：00-14：10
河田　典子 古川　文子 糸数　友美

田中　那央

13：00-14：00

阿部　翔平 柴田　みち代
糸数　友美

13：15-14：00

13：00-13：45 13：00-14：0030
佐々木　隆太

13：45-14：15

13：15-14：00
大城　広大 佐々木　隆太

14:00

ボディジャム

HIP HOP

30

背泳ぎ中級

アクアベル ワークアウトエアロ13：00-13：45 13：00-13：45 佐々木　隆太 13：00-13：45 阿部　翔平

13：00-13：30

相子　七海

12：30-13：45

アクアビクス30（シェイプ）

（OLL）ボディコンバット45大城　広大

30

健康水泳教室
阿部　翔平

大庭　めぐみ 安陪　小百合 阿部　翔平 田中　那央 安部　裕
12：00-13：00

柴田　みち代

石川　裕也
石川　裕也

13:00

ボディパンプ45
ヨガ

（筋膜リリースヨガ）

メガダンス45
スイミング初級

健美操 ヨガ（心） ボディパンプ 成人水泳教室(中級)

30

13：00-13：30
Live配信クラス

シェイプエアロ
バタフライ初級

11：45-12：30 11：45-12：30 11：45-12：30 レズミルズバー
石川　裕也

12：00-12：30 12：00-12：30

ZUMBA ワークアウトエアロ
11：30-12：30

阿部　翔平

12：00-12：30 12：00-12：30
Live配信クラス 柴田　みち代 クロール初級

石川　裕也　 12：00-12：45 佐々木　隆太成人水泳教室(初級）
12：15-12：45

12：00-13：00

12:00
クロール初級 平泳ぎ初級 11：45-12：30 ピラティス

30 11：15-11：45 30

ピラティス
アクアビクス30（シェイプ）

大城　広大 阿部　翔平
11：30-12：00

シェイプエアロ シェイプエアロ

小野　真紀
11：00-11：30

サーキットエクササイズ1
阿部　翔平 森　智江子 石川　裕也 11：00-11：45 石川　裕也

レズミルズバー

11:00
水中腸活ウォーキング

11：00-11：15 アクアビクス（シェイプ）
アクアビクス30（シェイプ）

松元　真弓 大庭　めぐみ 10：45-11：30 安河内　秀憲

水中温活ウォーキング
10：45-11：0010：30-11：15 阿部　翔平 10：30-11：15 10：30-11：15アクアベル アクアビクス（シェイプ） ビランクスヨーガ ボディバランス45※ST大倉　かな 武田　直之

Live配信クラス
阿部　翔平

10：45-11：30 田中　那央 10：45-11：30 10：45-11：30
藤田　暁子

10:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

ボディバランス45※ST メガダンス45

10：30-11：15 10：30-11：30 10：30-11：30

14：15-15：00

石川　裕也　

Live配信クラス

（OLL）美腹トレーニング

18：15-18：45

11:00

12:00

10：30-11：15

澄香

Live配信クラス

（OLL）ボディバランス30※FX

（OLL）ボディコンバット30

13：30-14：00

12：15-13：15

田中　那央

10:00

Live配信クラス Live配信クラス Live配信クラスLive配信クラス

30

ZUMBA
はじめて水泳

ZUMBA ＯｙＺ運動スクール （OLL）ボディバランス
10：30-11：00

（OLL）ボディコンバット30

10：30-11：00
（OLL）リラクゼーションヨガ

（OLL）ボディパンプ30

10：30-11：00

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

金曜日 土曜日 日曜日
スタジオ２ プール スタジオ１ スタジオ２ プール

（OLL）バレエエクササイズ

11：30-12：00

楠元　郁子

（OLL）ボディバランス30

12：30-13：00

相子　七海

Live配信クラス

コナミスポーツクラブ 福岡天神 スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール

スタジオ１ スタジオ２ プール スタジオ１

30

30

13:00

2022年8月1日～8月31日
月曜日 火曜日 木曜日



水曜日

30 ※祝祭日は特別プログラムとなります
※毎週水曜日は休館日となります
※担当者は変更となる場合がございます

30
　　● プールレッスン時は、人数によって2～4コース

　　　　使用させて頂く場合がございます。

　　● 担当者につきましては、変更となる場合がございます。
23:00 23:00

22:00

日・祝 １０：００～１９：００Hinata 安陪　小百合
　　● 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。

　　● 整列時の場所取り行為はご遠慮ください。

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。
皆様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。

21:30～22:15 21：30-22：15 小山　美智
22:00

龍興　菜穂

30 30

ボディコンバット ボディジャム45 オリジナルエアロ
（上級）

■　当施設をご利用の会員様へのお願い　■
21：15-22：00

土 １０：００～２０：００
21：30-22：30

30 20：15-20：45 20：15-20：45 30

（OLL）ボディパンプ 20：15-21：00
20：15-21：00

21:00 曜　日 営　業　時　間 21:00

※入場時は手指の消毒をお願い致します
柴田　紗帆 月・火・木・金 １０：００～２３：００ボディバランス45※ST

※予約順での入場となります佐々木　隆太
20：30-21：30

藤田　暁子 森　智江子 Hinata SAEKI

20：15-21：00

20:00
（OLL）ボディコンバット45 セルフコンディショニング

（自力整体）

Live配信クラス

コアクロス
（OLL）ボディコンバット45

背泳ぎ初級

■ 営業時間のご案内 ■
Live配信クラス

ボディアタック45 アクアビクス（シェイプ） ヨガ（体） マスターズスイミング
20：00-20：45 20：00-21：00

芹澤　宗一郎 20:15～21:00 小山　美智 20：15-21：00 阿部　翔平

安陪　小百合

※マスク等の着用が必須となります

　　【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）Live配信クラス

田村　遥
20:00

（OLL） 　　【Online　Live　Lesson】　　オンラインライブレッスン
　　　　　　　　　　　　　映像のみのプログラムとなります。

30 19：15-19：45 19：15-19：45 19：15-19：45 30

糸数　友美 19：15-20：00 古賀　真実 安部 裕 大城　広大

19：00-19：45 大城　広大 19：00-19：45 市野瀬　美絵 安部　裕 佐々木　隆太（OLL）ボディコンバット45
コアクロス （OLL）ボディパンプ30 アクアビクス30（シェイプ） 　　【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。19:00～19:45

【スタジオ１】
80名

※ツールありレッスン　65名

【スタジオ2】
40名

※ツールありレッスン　35名

武田　直之 阿部　翔平

19:00 　　【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。

19:00

ヨガ（体）
Live配信クラス クロール初級

ヨガ（体）
（OLL）リンパ改善ストレッチ 平泳ぎ初級 スイミング初級

ボディパンプ45
Live配信クラス 水中腸活ウォーキング

19：00-19：15 【　定員について　】19：00-19：30 19：00-19：30 19：00-19：30 19：00-19：30

17：00-17：4530 30

宮脇　加津子

Live配信クラス
【コロナウイルス感染予防対策について】18:00

【安心マーク】
ご参加が初めての方・久しぶりの方

低体力者の方でも安心して
お楽しみ頂けます。

18:00

30 18：15-18：45 30
・予約については、別途館内案内物をご確認くだ
さい。

武田　直之

Live配信クラス

（OLL）ボディバランス30※FX Live配信クラス
・レッスン間はスタッフにてアルコール除菌、換気を行
います。

18：00-18：30
（OLL）美腹トレーニング

齋藤　香帆

15：30-16：15 15：30-16：15

大城　広大
16：00-17：0030 30

齋藤　香帆Live配信クラス

17:00 17:00
（OLL）ボディコンバット45

15:00
川崎　道代

16:00
土井　節子

30 30

ボディコンバット45
15：00-16：15

ボディコンバット45 メガダンス45 田中　那央
15：15-16：15

岸　隆信
ボディコンバット45

16:00
石川　裕也 （OLL）ボディバランス大城　広大 佐々木　隆太 河田　典子 15：45-16：30

ボディコンバット
Live配信クラス

15：30-16：15

澄香 石川　裕也　 14：30-15：15

大城　広大

佐々木　隆太
ZUMBA

15：00-16：00 15：00-15：45 田中　那央

14：30-15：30 14：30-15：15

14：00-15：15
阿部 翔平

14：15-15：00
大庭　めぐみ

マスターズスイミング

30 30
14：15-14：55 オリジナルボディコンシャス

（ピラティス） 成人水泳教室(中級) ボディパンプ45※TB 石川　裕也
14：15-15：00 14：15-15：00 14：15-15：00

15:00

ボディジャム
ピラティス教室 スイミング中級 14：45-15：30 安陪　小百合

安陪　小百合 阿部　翔平 藤原　アンジェリカ

30

田中　那央
14：00-14：30

オリジナルボディコンシャス
（ピラティス） アクアベル ボディバランス45※ST （OLL）リラクゼーションヨガ シンプリーエアロ レズミルズバー

テック ＆ 3014：00-15：00
田中　那央

14：15-15：00

佐々木　隆太背泳ぎ中級
13：30-14：15 阿部　翔平 柴田　みち代

古川　文子 糸数　友美 13：15-14：00 13：15-14：00
大城　広大

13：00-14：00
アクアベル ワークアウトエアロ

13：00-14：00
佐々木　隆太

30

（OLL）ボディコンバット45
ボディジャム

大城　広大
13：00-14：10

河田　典子

13：00-13：45 13：00-13：45 佐々木　隆太 13：00-13：45 阿部　翔平 13：00-13：45

糸数　友美 13：45-14：15 14:00
Live配信クラス

成人水泳教室(初級）
バタフライ初級

HIP HOP 13：30-14：45

30

健康水泳教室

（OLL）骨盤エクササイズ

12：15-13：15
阿部　翔平 柴田　みち代

12：30-13：00
石川　裕也

石川　裕也松浦　博之

石川　裕也　 12：00-12：45 佐々木　隆太

田中　那央
13:00

メガダンス45
スイミング初級

健美操
アクアビクス30（シェイプ）

ヨガ（心） ボディパンプ 成人水泳教室(中級)
12：30-13：45 13：00-13：30

12：15-12：45
12：00-13：00

大庭　めぐみ 安陪　小百合 阿部　翔平 田中　那央 安部　裕
12：00-13：00

レズミルズバー
石川　裕也

12：00-12：30 12：00-12：30 12：00-12：30 12：00-12：30
Live配信クラス 柴田　みち代 成人水泳教室(初級）

クロール初級

12:00 12:00
クロール初級 平泳ぎ初級 11：45-12：30 ピラティス

レズミルズバー
シェイプエアロ

クロール中級
11：45-12：30

シェイプエアロ シェイプエアロ ZUMBA ワークアウトエアロ
11：30-12：30

阿部　翔平 楠元　郁子

11：45-12：30 11：45-12：30

30

ピラティス
アクアビクス30（シェイプ） （OLL）バレエエクササイズ

阿部　翔平
11：30-12：00 11：30-12：00

小野　真紀
11：00-11：30

Live配信クラス 11：00-11：40
阿部　翔平 森　智江子 石川　裕也 11：00-11：45 石川　裕也 阿部　翔平

安河内　秀憲 10：45-11：30 田中　那央 10：45-11：30

10：30-11：3011:00 11:00
サーキットエクササイズ2 アクアビクス（シェイプ）

アクアビクス30（シェイプ）
松元　真弓 大庭　めぐみ 10：45-11：30

ボディバランス45※ST
水中温活ウォーキング

10：45-11：0010：30-11：15 阿部　翔平 10：30-11：15 大倉　かな 10：30-11：15 武田　直之 10：30-11：15 10：30-11：30

メガダンス45

15：45-16：45

成瀬　翔太

ボディコンバット45

21：30-22：15

10:00

Live配信クラス Live配信クラス Live配信クラス Live配信クラス

30

ZUMBA
はじめて水泳

ZUMBA ＯｙＺ運動スクール （OLL）リラクゼーションヨガ （OLL）ボディバランス
10：30-11：00 10：30-11：00 10：30-11：00

アクアベル アクアビクス（シェイプ） ビランクスヨーガ

澄香 10：45-11：30

10:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

（OLL）ボディコンバット30
ボディバランス45※ST

（OLL）ボディパンプ30

Live配信クラス

（OLL）美腹トレーニング

12：30-13：00

NATSUMI

ボディパンプ45

20:15～21:00

龍興　菜穂

30

藤田　暁子

10：30-11：15

30

30

13:00

ボディパンプ45
ヨガ

（筋膜リリースヨガ）
13：00-13：30

Live配信クラス

14:00

柴田　紗帆

プール

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

佐々木　隆太

サーキットエクササイズ2

20：00-20：40

大城　広大

大城　広大

コナミスポーツクラブ 福岡天神 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1日～9月30日
月曜日 火曜日 木曜日

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


