
2022/8/16改訂

火曜日

※休館日：火曜日 ■　当日参加枠について　■

■ 営業時間のご案内 ■

30 30

2022年9月1日より、スタジオWEB予約が
有料となります。
有料化に伴い、スタジオ①②の定員と、
当日の無料参加枠の受付方法も
変更しております。
詳細は当施設掲示のご案内を
ご確認ください。

・WEB予約が定員に満たなかった分を加算して当日枠と致します。
当日、前のレッスン開始時間～レッスン開始15分前までの間、
先着順にてマシンカウンターにて受付ボードをご用意致しますので、
ご自身のロッカーキー№をご自身でご記入ください。
状況に応じてスタッフが受付する場合もございます。
詳細は館内掲示物をご確認ください。

・当日入場について
入場順は、①WEB予約の方 ②当日の受付番号の順になります
【キャンセルについて】
キャンセルは前日23：59までメンバーサービスにて可能です。
当日やむを得なくキャンセルされる場合はお店までご連絡ください。
（WEB予約の当日キャンセルは返金不可となります。)

22:00 22:00

【重要なご案内】新型コロナウイルス感染拡大抑制に伴い以下の通りご案内致します。
①スタジオ内の換気のためプログラム間隔は30分以上の間隔をとっております(少人数スクール除く)②長時間の密集空間を避けるため、スタジオ１は最長45分のプログラムとします。
③マスク着用は必須となります。（スタジオ・マシン利用時）
④プールプログラムの定員は参加状況によって定員を設定する場合がございます。参加人数に応じて使用レーン数を変更致します。参加者の皆様には間隔確保のご協力をお願いします。

新藤　貴芳 SAEKI
21:00 21:00

日・祝 １０：００～１８：００ ３７名 １５名 スタジオ定員
50％未満

麻美

土 １０：００～２０：００ 1スタジオ定員 2スタジオ定員 WEB予約数麻美 斎藤　真由子
20：15-21：30

西口 英里 石田　真紗子

村岡 奎祐
月・水・木・金 　９：００～２２：００30 30

背泳ぎ(初級)
20：15-21：00 20：15-21：00 20：15-21：00 20：15-21：00

ボディジャム45 ボディコンバット45
少人数制

レズミルズスクール
（ボディジャム）

（有料）

ボディコンバット45 ボディパンプ45 ボディコンバット45赤松 多実子

20：15-21：0020：30-21：00

20：00-20：30

山崎　舞子

20:00 20:00
アクアビクス Live配信レッスン クロール(初級)

曜　日 営　業　時　間20：00-20：30 20：00-20：30

ボディバランス※FX

30 19：15-19：45 30

薮内　秀一 村岡　奎祐 幣　紘輔 石田　真紗子 新藤　貴芳

19：00-19：45 19：00-19：45 19：00-19：45 19：00-19：45 赤松　多実子

ボディパンプ45
Live配信レッスン

ボディアタック45
オリジナルボディ

コンシャス（ピラティス）
■　当施設をご利用の会員様へのお願い　■

18：45-19：30
ボディアタック30

●スタジオ参加の際は、WEB予約（有料）または、当日、施設での参加枠の
　 申込が必要です。   ※WEB予約枠詳細は、館内掲示物を確認ください。
●パーソナルスペース確保のため、スタジオの参加定員を制限させて
   いただきます。
●スタジオプログラム参加前は、手指消毒実施や会話をお控えいただく
   ようご協力をお願いします。
●参加者多数のプールプログラムについては、人数制限を行う場合が
   ございます。
●レッスンの途中入退場はご遠慮ください。
●スタジオプログラム参加時には、マスクを着用してご参加ください。

中野　淑己

Live配信レッスン

【　マーク表記に関して　】
塩野　猛 塩野　猛

大倉 かな KYO KYO

30 30

【整理券マーク】
ご参加には整理券が必要です。

ボディジャム45
19:00 19:00

ボディコンバット45

30 30
ボディバランス45

※ST
【安心マーク】

ご参加が初めての方・久しぶりの方や
低体力者の方も安心してお楽しみ頂けます。

17：30-18：1518:00 18:00
【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）

赤松　多実子

30 15：15-15：45 15：30-16：00

30 30
カルチャー教室

沖縄三線
(有料)

カルチャー教室
沖縄三線

(有料)

16：15-17：00

KYO
17:00

15：30-16：1516:00 16:00
すっきりピラティス

15：45-16：30 CHAKO 15：45-16：30 北条　公子
16：00-16：30

ZUMBA４５

17:00

16:30～17:30 16:30～17:30

15:00 14：45-15：15 14：15-14：45

30
小谷　翔太 シェイプエアロ 腸活体操 オリジナルボディ

コンシャス（ピラティス）藤井　操 名原　純子

KATSUYA城内　春代 はじめて水泳 スタイルアップヨガ
15：10-15：40 15：00-15：45 15：00-15：45

仲田　壮 市野瀬　美絵
15:30ｰ16:00

Live配信レッスン
ヨガ(心) 15:30-16:15

オリジナルボディ
コンシャス(筋膜リリース)

ボディコンバット14：15-15：00 名原　純子 14：15-15：00

麻美 北条　公子 KYO 斎藤　真由子 伊藤　曜
背泳ぎ（初級）

山川　喜平
14：30-15：30

Live配信レッスン

14：30-15：00 14：30-15：00
14:30-15:15

アクアビクス(シェイプ) 背骨コンディショニング
14：30-15：15 小谷　翔太 CHAKO 藤井　操 14：30-15：15

ボディコンバット45
Live配信レッスン

14:00 14:00
佐野　弓美 13：30-14：30 名原　純子

13：45-14：30

ZUMBA 赤松　多実子 スイミング(中級)
ボディコンバット45

Live配信レッスン
新藤　貴芳

30 14：15-14：45 30
メガダンス45 ZUMBA 少人数制スクール

エアロビクス
（中級・有料）

アクアビクス(トレーニング) アクアビクス(オリジナル)

15:00
14：30-15：30 スキルアップレッスン

（有料）
ボディコンバット45

30 13:10-13:55 13：15-13：45 30
13:15-14:00 少人数制スクール

柔軟強化ストレッチ
(中・上級)（有料）

大山　奈美 13：15-14：00 植村 智栄子

ボディパンプ45 少人数制スクール
柔軟強化ストレッチ

(初級)（有料）

ZUMBA４５
プラクティックアクア

13：00-13：45 塩野　猛

山川　喜平
山川　喜平 スイミング(初級)

新藤　貴芳 13：15-14：15 ボディパンプ45北条　公子 13：40-14：10

13：00-13：45

城内　春代 名原　純子
13:00 13:00

ボディジャム45
ウォーク&ジョグ カーディオクロス

13：00～13：15　スタッフ ボディパンプ45
ボディパンプ45 13：00-13：30

30
足立　みどり 12：00-13：00 12：10-12：55 城内　春代竹内　真理子 スタッフ

12：00-12：45
12：00-12：45 薮内　秀一 栃下　貴子 12：00-12：45 城内 春代

30
腸活体操 小谷　翔太

11：15-12：15 11：15-12：00 11：15-12：00 11:30ｰ12:00
少人数水泳教室

（有料） ボディアタック45

小谷　恵美子 上司　和子
藤井　操

KYO 橋本　光世

12:00
シンプリーエアロ 少人数制スクール

エアロビクス
（初級・有料）

ロコモ・フィット
12：00-12：25
小谷　恵美子

シェイプエアロ マスターズスイミング
11：45-12：45 11：45-12：30 11：45-12：45

少人数制スクール
ジャズダンス（有料）

10：45-11：30 阪田　文子 森内　綾子
10：30-11：30

12:00
城内　春代

11：45-12：30
マスターズスイミング12：00-12：40

30
春見　りか

ヨガ(心)

シェイプエアロ名原　純子 小谷　翔太 塩野/村岡

30
小谷　恵美子

小谷 翔太 11:00
クロール(中級)

10：40-11：40 澄香 アクアビクス
10：45-11：30

ヨガ(心)
10：35-11：05 10：30-11：15

10：30-11：15 小谷　翔太 10：30-11：15

11：00-11：30 アクアビクス(トレーニング)
小野　真紀

11：00-11：30
OyZ運動スクール
脳活性化コース スイミング(フォーム) マスターズスイミング 11：10-11：40 赤松 多実子

10：45-11：30 10：45-11：30 小谷　恵美子

10:00 9：45-10：15

30 バタフライ(初級) OyZ運動スクール
脳活性化コース

30

コリオミックス リラクゼーションヨガ クロール（初級）
コリオミックス ボディバランス10：25-10：55 アクアビクス(シェイプ) バタフライ(初級)

少人数制スクール
イスを使ったヨガ

10：30-11：00
ストリートダンス

（初級）
小谷　恵美子

ビランクスヨーガ45 ヨガ(体) 10：15-11：15
10：35-11：05

11:00 小谷 翔太

10:00
城内　春代 アクアベル（燃焼系） クロール(初級)

小谷　恵美子 サチコ・ナ・プアラニ公認 北条　公子

9：30-10：00 椛木　早苗
9：30-10：15 アクアビクス(オリジナル)

9：30-10：15 藤井　操 9：30-10：10

藤井　京子
10：00-10：30 10：00-10：30

Live配信レッスン Live配信レッスン
小谷　翔太 小谷 翔太

9:00 9:00

アクアビクス(オリジナル)
30 30

シェイプエアロ フラダンス
アクアビクス(オリジナル)

スタジオ2 プール スタジオ1 スタジオ2 プール

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

シンプリーステップ 太極拳
9：20-9：50

9：30-10：15

スタジオ1 スタジオ2 プール スタジオ1 スタジオ2

日曜日
スタジオ1 スタジオ2 プール スタジオ1

コナミスポーツクラブ 学園前 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

プール スタジオ1 スタジオ2 プール

金曜日 土曜日



2022/9/14改訂

火曜日

ボディバランス

12：00-13：00

小野　真紀

Live配信レッスン

シェイプエアロ

15:15-16:00

CHAKO

オリジナルボディ
コンシャス(筋膜リリース)

15：30-16：00 15：30-16：15

山川　喜平

Live配信レッスン
新藤　貴芳

山川　喜平

※休館日：火曜日 ■　当日参加枠について　■30 30

2022年9月1日より、スタジオWEB予約が
有料となります。
有料化に伴い、スタジオ①②の定員と、
当日の無料参加枠の受付方法も
変更しております。
詳細は当施設掲示のご案内を
ご確認ください。

・WEB予約が定員に満たなかった分を加算して当日枠と致します。
当日、前のレッスン開始時間～レッスン開始15分前までの間、
先着順にてマシンカウンターにて受付ボードをご用意致しますので、
ご自身のロッカーキー№をご自身でご記入ください。
状況に応じてスタッフが受付する場合もございます。
詳細は館内掲示物をご確認ください。

・当日入場について
入場順は、①WEB予約の方 ②当日の受付番号の順になります
【キャンセルについて】
キャンセルは前日23：59までメンバーサービスにて可能です。
当日やむを得なくキャンセルされる場合はお店までご連絡ください。
（WEB予約の当日キャンセルは返金不可となります。)

22:00 22:00

【重要なご案内】新型コロナウイルス感染拡大抑制に伴い以下の通りご案内致します。
①スタジオ内の換気のためプログラム間隔は30分以上の間隔をとっております(少人数スクール除く)②長時間の密集空間を避けるため、スタジオ１は最長45分のプログラムとします。
③マスク着用は必須となります。（スタジオ・マシン利用時）
④プールプログラムの定員は参加状況によって定員を設定する場合がございます。参加人数に応じて使用レーン数を変更致します。参加者の皆様には間隔確保のご協力をお願いします。

新藤　貴芳 SAEKI
21:00 21:00

日・祝 １０：００～１８：００ ３７名 １５名 スタジオ定員
50％未満

麻美

土 １０：００～２０：００ 1スタジオ定員 2スタジオ定員 WEB予約数麻美 斎藤　真由子
20：15-21：30

西口 英里 石田　真紗子

村岡 奎祐
月・水・木・金 　９：００～２２：００30 30

背泳ぎ(初級)
20：15-21：00 20：15-21：00 20：15-21：00 20：15-21：00

ボディジャム45 ボディコンバット45
少人数制

レズミルズスクール
（ボディジャム）

（有料）

ボディコンバット45 ボディパンプ45 ボディコンバット45山崎　舞子 赤松 多実子

20：15-21：0020：30-21：00

20:00
ボディバランス※FX アクアビクス Live配信レッスン クロール(初級)

曜　日 営　業　時　間20：00-20：30 20：00-20：30

30

薮内　秀一 村岡　奎祐 幣　紘輔 石田　真紗子 新藤　貴芳

19：00-19：45 19：00-19：45 19：00-19：45 19：00-19：4530 19：15-19：45

Live配信レッスン
ボディアタック45

オリジナルボディ
コンシャス（ピラティス）

■　当施設をご利用の会員様へのお願い　■

ボディアタック30
●スタジオ参加の際は、WEB予約（有料）または、当日、施設での参加枠の
　 申込が必要です。   ※WEB予約枠詳細は、館内掲示物を確認ください。
●パーソナルスペース確保のため、スタジオの参加定員を制限させて
   いただきます。
●スタジオプログラム参加前は、手指消毒実施や会話をお控えいただく
   ようご協力をお願いします。
●参加者多数のプールプログラムについては、人数制限を行う場合が
   ございます。
●レッスンの途中入退場はご遠慮ください。
●スタジオプログラム参加時には、マスクを着用してご参加ください。

Live配信レッスン
■ 営業時間のご案内 ■

20：00-20：30

20:00

30 30

【整理券マーク】
ご参加には整理券が必要です。

19:00 19:00

ボディコンバット45 ボディパンプ45

30 30
【安心マーク】

ご参加が初めての方・久しぶりの方や
低体力者の方も安心してお楽しみ頂けます。

18:00 18:00
【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）ボディジャム45

18：15-19：00

赤松　多実子

ボディバランス45
※ST

17：15-18：00

中野　淑己

17:00

16:30～17:30 16:30～17:30
【　マーク表記に関して　】

塩野　猛 塩野　猛

大倉 かな KYO
30 30

カルチャー教室
沖縄三線

(有料)

カルチャー教室
沖縄三線

(有料)

16：15-17：00

KYO
17:00

16:00 16:00
すっきりピラティス

15：45-16：30 北条　公子
16：00-16：30

ZUMBA４５

仲田　壮 市野瀬　美絵
15:30ｰ16:00

Live配信レッスン
ヨガ(心) 赤松　多実子

KYO

30 15：15-15：45 15：30-16：00 30
小谷　翔太 腸活体操 オリジナルボディ

コンシャス（ピラティス）藤井　操 名原　純子

KATSUYA城内　春代 はじめて水泳 スタイルアップヨガ
15：10-15：40 15：00-15：45 15：00-15：45

麻美 北条　公子 KYO 斎藤　真由子 伊藤　曜
バタフライ（初級）

14：30-15：3015:00 15:00
14：30-15：30 スキルアップレッスン

（有料）
ボディコンバット45

Live配信レッスン

14：30-15：00 14：30-15：00
ボディコンバット名原　純子 14：15-15：00

14：30-15：15 小谷　翔太 CHAKO 藤井　操 14：30-15：15

ボディコンバット45
Live配信レッスン

14：15-15：00

14：45-15：15 14：15-14：45

30 13:10-13:55 13：15-13：45

30 14：15-14：45 30
メガダンス45 ZUMBA 少人数制スクール

エアロビクス
（中級・有料）

アクアビクス(トレーニング) アクアビクス(オリジナル)

14:00 14:00
佐野　弓美 13：30-14：30 名原　純子

13：45-14：30

ZUMBA 赤松　多実子 スイミング(中級)
ボディコンバット45

14:30-15:15
アクアビクス(シェイプ) 背骨コンディショニング

30
13:15-14:00 少人数制スクール

柔軟強化ストレッチ
(中・上級)（有料）

大山　奈美 13：15-14：00 植村 智栄子

ボディパンプ45 少人数制スクール
柔軟強化ストレッチ

(初級)（有料）

ZUMBA４５
プラクティックアクア

13：00-13：45 塩野　猛

山川　喜平 スイミング(初級)
新藤　貴芳 13：15-14：15 ボディパンプ45北条　公子 13：40-14：10

13：00-13：45

城内　春代 名原　純子
13:00 13:00

ボディジャム45
ウォーク&ジョグ カーディオクロス

13：00～13：15　スタッフ ボディパンプ45
ボディパンプ45 13：00-13：30

30
足立　みどり 12：00-13：00 12：10-12：55 城内　春代竹内　真理子 スタッフ

12：00-12：45 薮内　秀一 栃下　貴子 12：00-12：45 城内 春代

塩野/村岡

30
小谷　恵美子

11：45-12：30 11：45-12：45 11：45-12：30
マスターズスイミング12：00-12：40 12：00-12：45

12:00
城内　春代

11：10-11：40 赤松 多実子
30 30

腸活体操 小谷　翔太
11：15-12：15 11：15-12：00 11：15-12：00 11:30ｰ12:00

少人数水泳教室
（有料） 12:00

ヨガ(心) シンプリーエアロ 少人数制スクール
エアロビクス

（初級・有料）

ロコモ・フィット
12：00-12：25
小谷　恵美子

シェイプエアロ マスターズスイミング
11：45-12：45

ボディアタック45
少人数制スクール
ジャズダンス（有料） シェイプエアロ名原　純子 小谷　翔太

11:00
クロール(中級)

10：40-11：40 澄香 アクアビクス
10：45-11：30 10：45-11：30 11：00-11：30

少人数制スクール
ウォーキングエクササイズ スイミング(フォーム) マスターズスイミング春見　りか 小谷　恵美子 上司　和子

藤井　操
KYO

10：45-11：30 小谷　恵美子 10：45-11：30 阪田　文子 森内　綾子
11：00-11：30 アクアビクス(トレーニング)

橋本　光世

30 バタフライ(初級) 少人数制スクール
ボールエクササイズ10：25-10：55 アクアビクス(シェイプ)

10：35-11：05 10：30-11：15
10：30-11：15 10：30-11：15

バタフライ(初級)
少人数制スクール
イスを使ったヨガストリートダンス

（初級）
小谷　恵美子

ビランクスヨーガ45 ヨガ(体) 10：15-11：15
10：35-11：05

ヨガ(心)
11:00 小谷 翔太 小谷 翔太

藤井　京子

9：30-10：15 アクアビクス(オリジナル)

9：30-10：15 藤井　操 9：30-10：10 9：30-10：15

30

コリオミックス リラクゼーションヨガ45 コリオミックス

10：00-10：30
Live配信レッスン

小谷　翔太 小谷 翔太

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

9：20-9：50
9：30-10：00 椛木　早苗

10：00-10：30

9:00 9:00

アクアビクス(オリジナル)
30 30

シェイプエアロ フラダンス
アクアビクス(オリジナル)

シンプリーステップ 太極拳

10:00 9：45-10：15 10:00
城内　春代 アクアベル（燃焼系） クロール(初級)

小谷　恵美子 サチコ・ナ・プアラニ公認 北条　公子

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

コナミスポーツクラブ 学園前 スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール 2022年10月
月曜日 水曜日 木曜日

プール



スタジオ１ スタジオ２ プール

b

コナミスポーツクラブ 学園前

１スタジオ定員 37名 ９月２３日は祝日の為平日昼間限定プラン
「ゆとりすとの選択Dayz」の会員様は
ご利用になれません。

30 30

2スタジオ定員 15名
18:00 18:00

■　当施設をご利用の会員様へのお願い　■
30 30

●スタジオ参加の際はWEB予約または当日、　施設での参加枠の申込が必要です。
　　※WEB予約枠詳細は館内掲示物を確認ください。
●パーソナルスペース確保のためスタジオの参加定員を制限させていただきます。
●スタジオプログラム参加前は手指消毒実施 ご協力をお願いします。
●レッスンの途中入場はご遠慮ください。
●スタジオプログラム参加時にはマスク、 ネックゲーターのいずれかを着用してご参加ください。

17:00 17:00

30 30

16:00 16:00

30 30
ボディバランス

14:30～15:30
15:00 15:00

斎藤　真由子

ボディパンプ45
30 3013:15～14:00（代

行）
村岡奎祐→赤松多実子

14:00 14:00

12:00～12:45
30 30

赤松 多実子

13:00 13:00

藤井　操
※フロントでお申込みください。

30 30

12:00 12:00
メガダンス45

10:00 10:00

30 30
ポルドブラ(有料) アクアビクス30

10:30～11:00
赤松　多実子10:30～11:30

11:00 11:00
コアクロス
11:00～11:30
塩野　猛

2022年9月23日（金・祝）秋分の日
スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール

営業時間　１０：００～１８：００

訂正とご案内

①ポルドブライベントをスタジオ②に、

コアクロスをスタジオ①に変更致します。

②コアクロスとメガダンスの当日枠の受付は

両方とも10時10分、同時刻に開催致します。

③12：00～12：30、クロール(初）クラスは

担当者の都合により閉講致します。

④ボディパンプは担当者の都合により代行と

なります。

ご迷惑をお掛け致しますが何卒宜しくお願い

致します。

変更

変更

変更


