
木曜日
マシン マシン マシン マシン

 

 

コナミスポーツクラブ 飯田橋 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 火曜日 水曜日 日曜日

スタジオ プール スタジオ プール スタジオ プール スタジオ プール

金曜日 土曜日
スタジオ プール スタジオ プール

7:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

7:00

ボディパンプ30
30 7：15-7：45 30

善幸　いづみ
(ツール有)

8:00 8:00

30 30

9:00 9:00
シンプリーステップ ロコモ・フィット

9：00-9：25
善幸　いづみ9:00-9:40

30 30
善幸　いづみ

アクアビクス（エンジョイ）
10:00 9:45-10:15 10:00

ベリーダンス
【有料スクール】

真田　友子

ヨガ（心） ヨガ（心） ヨガ（体） (定員18名)2コース使用

10：00-11：0030 30
10:15-11:00 10:15-11:00 10:15-11:00 シェイプステップ

11:00 11:00
金澤　一晃 Luli(ルリ)

アクアウォーキング (ツール有)

ボディバランス45 ※ST

松下　恭子梶原　千晴 佐々木　尚美 三井　かおり 10：30-11：15 10:30-11:15

30 11:15-11:45 30
シェイプエアロ アクアビクス（エンジョイ） オリジナルボディコンシャス シンプリーエアロ 背骨コンディショニング真田　友子

11:30-12:00
ボディパンプ60坂東　亜季子

12:00 12:00
宇井　久美子 (定員18名)2コース使用 善幸　いづみ 宇井　久美子 伊藤　曜 11:45-12:30

11:30-12:15 11:30-12:15 11:30-12:10 (定員15名)2コース使用 11:30-12:15 ボディアタック45

13:00

11：45-12：45
髙木　智子

30
染川　美佳

30
アクアベル

【有料】プライベートレッスン 12：30-13：00
メガダンス45 ボディパンプ45

13:00
12:45-13:30 西倉　千晶 12:45-13:30 12:45-13:30 12:45-13:30 (定員15名)2コース使用 ボディパンプ45

ボディパンプ45 ボディコンバット45 (ツール有)
12：40-13：10 高谷　暁子

30
(ツール有) (ツール有) 佐久間　聡子 13:15-14:00西倉　千晶

高谷　暁子 スイミング(初級) 善幸　いづみ 森田　和正 森田　和正 13:00-13:45

13：25-13：55

(定員18名) 西倉　千晶 (ツール有) 森田　和正
14:00 10名以上で2コース使用

ボディコンバット45
30 13：15-13：45 【有料】プライベートレッスン

30 30
高谷　暁子 髙木　智子 高谷　暁子 Luli(ルリ) (定員18名)10名以上2コース使用

14:00
ボディバランス45 ボディコンバット45 メガダンス45 ボディバランス45 ※ST スイミング(初級)

14：00-14：30
14:00-14:45 14:00-14:45 14:00-14:45

14:15-15:00 テクニカルエアロ（ハイ）

アクアビクス（シェイプ） 小樋　斉史 14:30-15:15

14:00-14:45 シェイプエアロ西倉　千晶

30 30
15:15-16:00 15:15-16:00 (定員18名)2コース使用 15:15-16:00 ボディコンバット45

15:00 14：45-15：15 15:00
アクアビクス（エンジョイ） 小樋　斉史吉村　規子

15：00-15：30
レズミルズバー　テック+30 ZUMBA ボディジャム45

■プールプログラム　定員■
ヨガ(心)

ツール無プログラム　18名 ツール有プログラム　15名17:00 17:00
16:45-17:30 ■スタジオプログラム　定員■

16:00 16:00
秋庭　伸吾 ■整理券配布時間

当日9:00～各プログラム開始10分前まで
配布場所はフロントになります。詳しくは館内掲示の案内をご確認ください。

ルイス
30 30

柿沼　伸也 NANA 高谷　暁子 15:30-16:15 【プールプログラム】整理券配布のご案内
15：15-16：30

ラテン
【有料スクール】

(定員18名)2コース使用
高木　智子

川原　恵 通常プログラム　40名 【ツール有】　35名
30 30

■ 営業時間のご案内 ■
18:00 18:00

ボディパンプ30 曜　日　：　時　間
18：00-18:30

月・火・水・金 7：00～22：00森田　和正
30 30

シェイプステップ (ツール有) ボディパンプ45

土 10：00～20：0018:30-19:15 ボディアタック45 18:30-19:15
19:00 19:00

山口　広美 ボディアタック45 18:45-19:30 善幸　いづみ

20:00

【有料】ボディコンバット
テック＆60

19：45-20：45
ボディジャム45

【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。

【予約マーク】

事前にご予約が必要となります。

30 30
ボディパンプ30 江本　英卓 ※祝祭日は特別プログラムとなります。

※毎週木曜日は休館日となります。19：30-20：00

ボディジャム秋庭　伸吾
20:00

マーク表記のご案内

日・祝日 10：00～17：00(ツール有) 19:00-19:45 新井　真奈美 (ツール有)

30
高谷　暁子

30
ボディジャム45 20:15-21:00

20：00-21：15 【整理券マーク】

ご参加のお客様はフロントにて整理券をお受け取りくださ

い。

【有料プログラムマーク】

別途参加料金が必要となります。※都度参加費を頂いているプログラム

お申し込みはフロントにて承ります。

20:30-21:15 高谷　暁子
21:00

新井　真奈美
21:00

三木　秀甫
【変更マーク】

前回より内容等が変更となったプログラムです。

■月曜日～金曜日の各対象プログラム

30 　①07：15～16：00までに実施される各プログラム　　　　　【整理券配布開始時間　07：10～】 30
　②18：30～21：15までに実施される各プログラム　　　　　【整理券配布開始時間　17：30～】
■土曜日、日曜日、祝日の各対象プログラム　　　　　   　　　　【整理券配布開始時間　10：05～】

【NEWマーク】

今回より新たにスタートしたプログラムです。30 30

【スタジオプログラム】当日整理券配布時間のご案内
22:00 プログラムタイムスケジュールにおける対象プログラムの当日整理券配布時間は以下の通りです。 22:00

【重要案内】新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対策、運営状況によってこちらのスケジュールは月の途中で内容等を変更する場合がございます。また、担当者の都合によりプログラム内容・時間等が変更になる場合がございます。予めご了承ください。詳しくは館内掲示の案内、ホームページをご確認ください。

23:00 23:00
※プログラム開始時刻の20分前を目安に整理券番号をもとに整列へのご協力をお願い申し上げます。

※スタジオへはお着替えを済ませの上、お荷物をロッカーに入れてからご入場ください。
30 30

※整理券はフロントにて配布いたします。

【奇数週】※TB

【有料スクール】

月４回 5,940円(税込)

定員10名 有料クラスです。

月の途中からもお申込み

可能です。

ご体験 随時受付中！

【奇数週】※FX 【偶数週】※ST

★レズミルズバー★

バレエの動きを取り入れたトレーニング法で、体全体のシェイ

プアップと引き締め効果をもたらす30分のワークアウトです。

テック15分では動きの説明や練習を行います。

インストラクターが様々なオプションをご案内しますので、

はじめての方でもご参加頂けます！

【有料スクール】

月４回 11,000円（税込)

定員12名 有料クラスです。

月の途中からもお申込み可能です。

ご体験 随時受付中！

スイミング(初級)

【奇数週】クロール

【偶数週】背泳ぎ

【有料】ボディコンバット テック＆60

テクニッククラス15分、

マスタークラス60分のプログラムです。

ご参加される方は、テクニッククラスより

ご参加ください。

■定員：40名

■料金：お一人様1,100円(税込)

優先入場ご希望のお客様は、

前日までにWEB予約(有料）にて、

クラス当日にお申込みのお客様は、

フロントにてお申込み頂き、

クラス入場開始時間までに

料金をお支払いください。

スイミング(初級)

【奇数週】平泳ぎ

【偶数週】バタフライ

9月＜スタジオプログラムにご参加のお客様へ＞

【ご参加方法】当日受付もしくは優先入場いただけるWEB予約(有料)でのご参加方法がございます。

当日受付・WEB予約ともにフロントにて整理券をお受け取りの上、ご参加ください。当日受付整理券配布時間は右欄をご確認ください。

■WEB予約(優先入場有料サービス)枠数/定員 ＜ツール無し＞19名/40名、＜ツール有り＞17名/35名

■スタジオプログラムにご参加の際は、鼻と口を覆うことの出来るマスク・ネックゲイター等の着用をお願いいたします。



木曜日
マシン マシン マシン マシン

 

 

コナミスポーツクラブ 飯田橋 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 火曜日 水曜日 日曜日

スタジオ プール スタジオ プール スタジオ プール スタジオ プール

金曜日 土曜日
スタジオ プール スタジオ プール

7:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

7:00

ボディパンプ30
30 7：15-7：45 30

善幸　いづみ
(ツール有)

8:00 8:00

30 30

9:00 9:00
シンプリーステップ ロコモ・フィット

9：00-9：25
善幸　いづみ9:00-9:40

30 30
善幸　いづみ

アクアビクス（エンジョイ）
10:00 9:45-10:15 10:00

ベリーダンス
【有料スクール】

真田　友子

ヨガ（心） ヨガ（心） ヨガ（体） (定員18名)2コース使用

10：00-11：0030 30
10:15-11:00 10:15-11:00 10:15-11:00 シェイプステップ

11:00 11:00
金澤　一晃 Luli(ルリ)

アクアウォーキング (ツール有)

ボディバランス45 ※ST

松下　恭子梶原　千晴 佐々木　尚美 三井　かおり 10：30-11：15 10:30-11:15

30 11:15-11:45 30
シェイプエアロ アクアビクス（エンジョイ） オリジナルボディコンシャス シンプリーエアロ 背骨コンディショニング真田　友子

11:30-12:00
ボディパンプ60坂東　亜季子

12:00 12:00
宇井　久美子 (定員18名)2コース使用 善幸　いづみ 宇井　久美子 伊藤　曜 11:45-12:30

11:30-12:15 11:30-12:15 11:30-12:10 (定員15名)2コース使用 11:30-12:15 ボディアタック45

13:00

11：45-12：45
髙木　智子

30
染川　美佳

30
アクアベル

【有料】プライベートレッスン 12：30-13：00
メガダンス45 ボディパンプ45

13:00
12:45-13:30 西倉　千晶 12:45-13:30 12:45-13:30 12:45-13:30 (定員15名)2コース使用 ボディパンプ45

ボディパンプ45 ボディコンバット45 (ツール有)
12：40-13：10 高谷　暁子

30 13：15-13：45 30
(ツール有) (ツール有) 佐久間　聡子 13:15-14:00西倉　千晶

高谷　暁子 スイミング(初級) 善幸　いづみ 森田　和正 森田　和正 13:00-13:45

30

(定員18名) (ツール有) 森田　和正
14:00 10名以上で2コース使用 14:00

ボディバランス45 ボディコンバット45 メガダンス45 ボディバランス45 ※ST

30
高谷　暁子 髙木　智子 高谷　暁子 Luli(ルリ) 14:15-15:00 テクニカルエアロ（ハイ）

西倉　千晶
(定員18名)10名以上2コース使用

14:00-14:45 14:00-14:45 14:00-14:45 14:00-14:45

30 30
15:15-16:00 15:15-16:00 (定員18名)2コース使用 15:15-16:00 ボディコンバット45

15:00
アクアビクス（エンジョイ） 小樋　斉史吉村　規子

15：00-15：30
レズミルズバー　テック+30 ZUMBA ボディジャム45

ラテン
【有料スクール】

(定員18名)2コース使用

小樋　斉史 14:30-15:15
15:00 14：45-15：15

17:00 17:00
16:45-17:30 ■スタジオプログラム　定員■

16:00 16:00
秋庭　伸吾 ■整理券配布時間

当日9:00～各プログラム開始10分前まで
配布場所はフロントになります。詳しくは館内掲示の案内をご確認ください。

ルイス
30 30

柿沼　伸也 NANA 高谷　暁子 15:30-16:15 【プールプログラム】整理券配布のご案内
15：15-16：30

30

川原　恵 通常プログラム　40名 【ツール有】　35名
30 30

■ 営業時間のご案内 ■
18:00 18:00

ボディパンプ30 曜　日　：　時　間

30
シェイプステップ (ツール有) ボディパンプ45

土 10：00～20：0018:30-19:15 ボディアタック45 18:30-19:15

月・火・水・金 7：00～22：00森田　和正

19:00 19:00
ボディアタック45 18:45-19:30 善幸　いづみ

日・祝日 10：00～17：00
19:00-19:45 新井　真奈美

30 30
ボディパンプ30 江本　英卓 ※祝祭日は特別プログラムとなります。

※毎週木曜日は休館日となります。19：35-20：05

ボディジャム秋庭　伸吾
20:00 20:00

【有料】ボディコンバット
テック＆60

19：45-20：45
ボディジャム45

【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。
30

高谷　暁子
30

ボディジャム45 20:15-21:00
20：00-21：15 【整理券マーク】

ご参加のお客様はフロントにて整理券をお受け取りくださ

い。

【有料プログラムマーク】

別途参加料金が必要となります。※都度参加費を頂いているプログラム

お申し込みはフロントにて承ります。

30 30

【スタジオプログラム】当日整理券配布時間のご案内
22:00 プログラムタイムスケジュールにおける対象プログラムの当日整理券配布時間は以下の通りです。 22:00

20:30-21:15 高谷　暁子
21:00

新井　真奈美
21:00

三木　秀甫
【変更マーク】

前回より内容等が変更となったプログラムです。

23:00 23:00
※プログラム開始時刻の20分前を目安に整理券番号をもとに整列へのご協力をお願い申し上げます。

※スタジオへはお着替えを済ませの上、お荷物をロッカーに入れてからご入場ください。
30 30

※整理券はフロントにて配布いたします。

■月曜日～金曜日の各対象プログラム

30 　①07：15～16：00までに実施される各プログラム　　　　　【整理券配布開始時間　07：10～】 30
　②18：00～21：15までに実施される各プログラム　　　　　【整理券配布開始時間　17：30～】
■土曜日、日曜日、祝日の各対象プログラム　　　　   　　　　　【整理券配布開始時間　10：05～】

【重要案内】新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対策、運営状況によってこちらのスケジュールは月の途中で内容等を変更する場合がございます。また、担当者の都合によりプログラム内容・時間等が変更になる場合がございます。予めご了承ください。詳しくは館内掲示の案内、ホームページをご確認ください。

山口　広美

(ツール有)

【有料】プライベートレッスン

13：25-13：55

西倉　千晶

スイミング(初級)

14：00-14：30

【NEWマーク】

今回より新たにスタートしたプログラムです。

マーク表記のご案内

18：00-18:30

■プールプログラム　定員■
ヨガ(心)

ツール無プログラム　18名 ツール有プログラム　15名

高木　智子

アクアビクス（シェイプ）

ボディコンバット45

【予約マーク】

事前にご予約が必要となります。

(ツール有)

シェイプエアロ

【奇数週】※TB

【有料スクール】

月４回 5,940円(税込)

定員10名 有料クラスです。

月の途中からもお申込み

可能です。

ご体験 随時受付中！

【奇数週】※FX 【偶数週】※ST

★レズミルズバー★

バレエの動きを取り入れたトレーニング法で、体全体のシェイ

プアップと引き締め効果をもたらす30分のワークアウトです。

テック15分では動きの説明や練習を行います。

インストラクターが様々なオプションをご案内しますので、

はじめての方でもご参加頂けます！

【有料スクール】

月４回 11,000円（税込)

定員12名 有料クラスです。

月の途中からもお申込み可能です。

ご体験 随時受付中！

スイミング(初級)

【奇数週】クロール

【偶数週】背泳ぎ

【有料】ボディコンバット テック＆60

テクニッククラス15分、

マスタークラス60分のプログラムです。

ご参加される方は、テクニッククラスより

ご参加ください。

■定員：40名

■料金：お一人様1,100円(税込)

優先入場ご希望のお客様は、

前日までにWEB予約(有料）にて、

クラス当日にお申込みのお客様は、

フロントにてお申込み頂き、

クラス入場開始時間までに

料金をお支払いください。

スイミング(初級)

【奇数週】平泳ぎ

【偶数週】バタフライ

10月＜スタジオプログラムにご参加のお客様へ＞

【ご参加方法】当日受付もしくは優先入場いただけるWEB予約(有料)でのご参加方法がございます。

当日受付・WEB予約ともにフロントにて整理券をお受け取りの上、ご参加ください。当日受付整理券配布時間は右欄をご確認ください。

■WEB予約(優先入場有料サービス)枠数/定員 ＜ツール無し＞19名/40名、＜ツール有り＞17名/35名

■スタジオプログラムにご参加の際は、鼻と口を覆うことの出来るマスク・ネックゲイター等の着用をお願いいたします。
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10/10（月）

◆【有料クラス】ボディコンバットテック＆60 14:00～15:15 担当：森田 和正

参加料金:お1人様 1,100円(税込) 定員：40名

お申込み方法：10月3日(月)10:00より、フロントまたはお電話にて受付いたします。

WEBでの受付はいたしません。定員に達していない場合は当日受付いたします。

当日、レッスン入場開始時間までにフロントにて参加料金をお支払いください。整理券をお渡しします。

受付番号順に入場となります。

キャンセルの場合はフロントもしくはお電話にてお願いいたします。

※当施設はキャッシュレス施設でございます。お支払いはクレジットカード・電子マネー 等をご利用ください。

■ コナミスポーツクラブ飯田橋 ■

祝日営業時間１０：００～１７：００（マシンジム・プール １０：００～１６：３０）


