
スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール
日曜日

コナミスポーツクラブ 北浜 2022年8月～
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

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 プール

10:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

10:00

30 30

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

ボディパンプ

スタジオ1 スタジオ2

30 30
11：00-12：00 11:00-12：00 水中温活ウォーキング

メガダンス45 ヨガ(心) ヨガ(心)與儀　恵子 平瀬 麻衣子

子供スクール アクアビクス(エンジョイ)

ヤムナボディローリング
11：00-11：30

バレエ
11：00-11：30 11:00-11:15

ウォーク＆ジョグ

11：20-11：50 11：00-12：00
11：00-11：45

アクアビクス(エンジョイ) 有料スクール クロール（初級）
11:00

水中腸活ウォーキング
ヨガ(心)

11:00
有料スクール

11：15-12：00 11：15-12：00 11：15-12：00 11：15-12：00 11：15-12：00

木村 嘉子芝岡 未穂 嘉久 詩乃

11：00-11：45

村上 久恵 RYO
バタフライ（初級） 11:30-11:45 平瀬 麻衣子

SAYA
12:00 12:00

平瀬 麻衣子 11:50-12:20 クロール（初級）

小林 由紀恵 11：40-12：10 macco 平泳ぎ（初級） 村上 久恵

平瀬 麻衣子 12:00-12:30
有料スクール 有料スクール オリジナル

ボディコンシャス
平瀬 麻衣子

オリジナル
ボディコンシャス
(ストレッチ＆ピラティス）

與儀　恵子

30

ヨガ(体)
オリジナル

ボディコンシャス(コア)
有料スクール

メガダンス45
有料スクール

12：15-13：00 12：15-13：00ZUMBA エアロビクス

ボディコンバット45
13:00

嘉久 詩乃小林 由紀恵 12：45-13：30 北野 史 静 康一 金子 美幸

松本 寛子 12：30-13：15
12：15-13：15

12：30-13：15 12：30-13：15 12：30-13：15

30
ピラティス

エアロビクス

13:00

奥谷 喜之
30

12：30-13：15 12：30-13：15

ボディバランス30※ST

12：30-13：00

相子　七海

大倉 かな 宮本 浩子

14:00 13：45-14：15
ヤムナボディローリング

エアロビクス

エアロビクス
ボディジャム45

クロール（初級） 有料スクール
シェイプエアロ シンプリーエアロ ボディコンバット45

13：45-14：30 與儀 恵子 ボディバランス45※ST 13：45-14：30

13：45-14：45

大倉 かな

脇坂 祐未

13:30-14:15
有料スクール

30
有料スクール クロール（中級） ボディコンバット45

14:0013：30-14：15

13：45-14：30 13：45-14：30 平瀬 麻衣子

ジャズダンス北野 史

13：45-14：25 有料スクール 13:30-14：30

15:00
ボディコンバット45 オリジナル健康体操

オリジナル
ボディコンシャス

30 30
アクアビクス(エンジョイ) 田中 代悟 14：00-15：00 アクアビクス(エンジョイ)

金子 美幸 14：00-14：45 静 康一 大倉 かな 宮本 浩子

二宮　佐代子
14：30-15：00 14：30-15：00

30

エアロビクス

ボディパンプ45 14：45-15：45 15：00-15：40

シンプリーエアロ 有料スクール
二宮 佐代子 14：45-15：30

RYO
15:00 14：45-15：15 ストリートダンス

（JAZZ・HIPHOP）

腸活体操 有料スクール 金子 美幸 ボディパンプ45與儀 恵子

30
武末　穂香 脇坂 祐未

15：00-15：45 15：00-15：45 15：00-15：45 平瀬 麻衣子 15：00-15：45

武田 直之 15：15-16：00 静 康一 北野 史 宮本 浩子

田中 代悟
16:00 16:00

30 30

16：15-17：00

ボディジャム45

金子 美幸
17:00 17:00

子供スクール

17：00-18：00

19:00 　　　　　　　【安心マーク】　　ご参加が初めての方・久しぶりの方・低体力者の方も
　　　　　　　　　　　　　　　　　　安心してお楽しみ頂けます。

19:00
18：30-19：30 スイミング（初級） リンパ改善ストレッチ30

30 30
有料スクール

ストリートダンス 【　マーク表記に関して　】
ボディパンプ45※TB ヨガ(体)

レズミルズバー 腸活体操

ZUMBA ボディコンバット45

30 30

18:00 18:00

30 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。

有料スクール

18：45-19：30 18：45-19：30 18：45-19：30 18：45-19：3019：00-19：30 19：00-19：30 19：00-19：30 19：00-19：30

20:00
メガダンス45 ボディアタック45

武田 直之 立木 雄一朗 江頭　聖子 市野瀬 美絵 macco

ボディコンバット45

金子 美幸 　　　　　　　【スクール会員マーク】　　スクール会員対象クラスです。金子 美幸 與儀 恵子 柴田 紗帆

ZUMBA TONING

30 30

金子 美幸 山岡 将太郎 坪井 一将

※プールプログラムですが参加人数が10名以上の場合最大2コースの使用
致します。20：00-20：45 20：00-20：45 20：00-20：45 macco 20：00-20：45 山崎　舞子 20：00-20：45

19：45-20：30 20：00-20：30
ボディコンバット45 ボディアタック45

20:00 　　【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。

21:00 コナミスポーツクラブをご利用頂き、誠に有難う御座います
皆さま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上げます

21:00

武田 直之 柴田 紗帆
■　当施設をご利用の会員様へのお願い　■

芹沢　宗一郎

SAEKI

22:00

30
●スタジオ内では指定のスペースでの運動をお願いします

21:15～22:00 21:15～22:00 坪井 一将 武田 直之 21：15-22：00 コナミスポーツクラブ　北浜

●プログラム待機場所では、荷物での場所取りはご遠慮頂いております
30 21：15-21：45 21：15-21：45

ボディコンバット45 ボディジャム45

22:00
曜　日

コアクロス
ボディバランス45※ST

ボディパンプ30

１０：００～２０：００

武田　直之 山岡 将太郎 田中　代悟 ■ 営業時間のご案内 ■

※毎週日曜日・祝休日は休館日となります

ボディバランス30※FX
ボディパンプ45

20：30-21：30

柴田　紗帆

営　業　時　間

月・火・水・木・金 １０：００～２３：００

土

● プログラム参加の際は指定された場所にお並び下さい

20：00-20：45

ボディバランス

10：30-11：30

水落　温子

武田　直之

ボディコンバット45

20：15-21：00

美腹トレーニング30

18：15-18：45

武田　直之

ボディパンプ30

19：15-19：45

脇坂 祐未

ボディコンバット30

10：30-11：00

大倉　かな

ボディパンプ30

10：30-11：00

武田　直之

バレエエクササイズ30

11：30-12：00

楠元　郁子
平泳ぎ（初級）

11：45-12：15

ヨガ(心) ZUMBA

【新型コロナウイルス感染拡大予防について】
感染拡大予防の為、定員の制限をさせていただきます

ご理解賜りますよう、お願い申し上げます

40名スタジオ１ 20名スタジオ２

Live配信クラス

Live配信クラス

Live配信クラス

腸活

腸活

温活

腸活

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

Live配信クラス

Live配信クラス

Live配信クラス

Live配信クラス



スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール
日曜日

コナミスポーツクラブ 北浜 2022年9月～
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

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 プール

10:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

10:00

30 30
ボディコンバット30 ボディパンプ30

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

ボディバランス
10：30-11：00 10：30-11：00

大倉　かな 武田　直之
10：30-11：30

スタジオ1 スタジオ2

11:00-11:15

ウォーク＆ジョグ
30 30

11：00-12：00 11:00-12：00 バレエエクササイズ30 水中温活ウォーキング 11：20-11：50

メガダンス45 ヨガ(心) 11：00-11：45

11:00 11:00
有料スクール アクアビクス(エンジョイ) 有料スクール クロール（初級） 水中腸活ウォーキング

ヨガ(心) 子供スクール

ヨガ(心) ZUMBA ヨガ(心) 水落　温子與儀　恵子 平瀬 麻衣子

アクアビクス(エンジョイ)

ヤムナボディローリング
11：00-11：30

バレエ
11：00-11：30

11：00-11：45
11：00-12：00

30
ピラティス

エアロビクス

12：15-13：00

RYO
バタフライ（初級） 11：30-12：00 11:30-11:45 平瀬 麻衣子

平泳ぎ（初級） SAYA

11：15-12：00 11：15-12：00 11：15-12：00 11：15-12：00 11：15-12：00 村上 久恵

木村 嘉子芝岡 未穂 嘉久 詩乃 小林 由紀恵
12:00 11：45-12：15 12:00

平瀬 麻衣子 11:50-12:20 クロール（初級）
與儀　恵子

11：40-12：10 macco 楠元　郁子 平泳ぎ（初級） 村上 久恵

12：15-13：00ZUMBA 12：30-13：00

平瀬 麻衣子

30

ヨガ(体)
オリジナル

ボディコンシャス(コア)
有料スクール

メガダンス45
骨盤エクササイズ オリジナル

ボディコンシャス
(ストレッチ＆ピラティス）

有料スクール

平瀬 麻衣子

12:00-12:30
有料スクール 有料スクール オリジナル

ボディコンシャス

13:00 13:00
嘉久 詩乃小林 由紀恵 12：45-13：30 北野 史

エアロビクス

ボディコンバット45 12：15-13：15
12：30-13：15 12：30-13：15 12：30-13：15 12：30-13：15 松浦　博之 12：30-13：15

静 康一 金子 美幸 大倉 かな 宮本 浩子

脇坂 祐未 松本 寛子 12：30-13：15

奥谷 喜之
30 30

有料スクール クロール（中級） ボディコンバット45

エアロビクス

14:00 13：45-14：15
ヤムナボディローリング

エアロビクス
ボディジャム45

クロール（初級） 有料スクール
シェイプエアロ シンプリーエアロ ボディコンバット45

14:00
ボディバランス45※ST 13：45-14：25 有料スクール 13:30-14：30

13：45-14：30 與儀 恵子 13：45-14：30 13：45-14：30 平瀬 麻衣子

13:30-14:15

13：45-14：45

有料スクール
13：30-14：15

大倉 かな 13：45-14：30
ジャズダンス北野 史 脇坂 祐未

30 30
アクアビクス(エンジョイ) 田中 代悟 14：00-15：00 アクアビクス(エンジョイ)

二宮　佐代子

金子 美幸 14：00-14：45 静 康一 大倉 かな 宮本 浩子

14：30-15：00 14：30-15：00
腸活体操 有料スクール 金子 美幸 ボディパンプ45與儀 恵子

15:00
ボディコンバット45 オリジナル健康体操

オリジナル
ボディコンシャス

シンプリーエアロ 有料スクール
二宮 佐代子 14：45-15：30 エアロビクス

ボディパンプ45 14：45-15：45
30

脇坂 祐未
武田 直之 15：15-16：00

15：00-15：40
15：00-15：45 15：00-15：45 15：00-15：45

RYO

30

15:00 14：45-15：15 ストリートダンス
（JAZZ・HIPHOP）

田中 代悟
16:00 16:00

平瀬 麻衣子 15：00-15：45

静 康一 北野 史 宮本 浩子武末　穂香

30 30

16：15-17：00

ボディジャム45

金子 美幸
17:00 17:00

子供スクール

17：00-18：00

美腹トレーニング30

30 18：15-18：45

30 30

18:00 18:00

ボディコンバット45
19:00

18：30-19：30 スイミング（初級） リンパ改善ストレッチ30

30
有料スクール

武田　直之

ストリートダンス 【　マーク表記に関して　】

　　　　　　　【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。

19:00
腸活体操

18：45-19：30 18：45-19：30 18：45-19：30

金子 美幸

ボディパンプ45※TB ヨガ(体) ZUMBA

柴田 紗帆
30 19：15-19：45 30

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です。

有料スクール

ボディパンプ30
　　　　　　　【スクール会員マーク】　　スクール会員対象クラスです。武田 直之 立木 雄一朗 江頭　聖子 市野瀬 美絵 macco 金子 美幸 與儀 恵子

18：45-19：3019：00-19：30 19：00-19：30 19：00-19：30 19：00-19：30

レズミルズバー

20:00 ZUMBA TONING 　　【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。

20:00
メガダンス45 ボディアタック45 ボディコンバット45 ボディコンバット45 ボディアタック45

ボディバランス30※FX
ボディパンプ4519：45-20：30 20：00-20：30

ボディコンバット45
30 30

ボディパンプ金子 美幸 山岡 将太郎 芹沢　宗一郎 坪井 一将

※プールプログラムですが参加人数が10名以上の場合最大2コースの使用
致します。20：00-20：45 20：00-20：45 20：00-20：45 20：00-20：45 macco 20：00-20：45 山崎　舞子 20：00-20：45

武田 直之 柴田 紗帆 20：15-21：00
■　当施設をご利用の会員様へのお願い　■

20：30-21：30
コナミスポーツクラブをご利用頂き、誠に有難う御座います

皆さま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上げます
21:00

● プログラム参加の際は指定された場所にお並び下さい
柴田　紗帆 ボディジャム45

30
●スタジオ内では指定のスペースでの運動をお願いします

21:15～22:00 坪井 一将 武田 直之 21：15-22：00

ボディパンプ30 コアクロス
ボディバランス45※ST ●プログラム待機場所では、荷物での場所取りはご遠慮頂いております

コナミスポーツクラブ　北浜

22:00

30 21：15-21：45 21：15-21：45

コアクロス

21：15-21：45

今井　亮

SAEKI
21:00

１０：００～２０：００

※毎週日曜日・祝休日は休館日となります

22:00
曜　日 営　業　時　間

月・火・水・木・金 １０：００～２３：００

土

山岡 将太郎 田中　代悟 ■ 営業時間のご案内 ■

【新型コロナウイルス感染拡大予防について】
感染拡大予防の為、定員の制限をさせていただきます

ご理解賜りますよう、お願い申し上げます

40名スタジオ１ 20名スタジオ２

Live配信クラス

Live配信クラス

Live配信クラス

腸活

腸活

温活

腸活

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

Live配信クラス

Live配信クラス

Live配信クラス

Live配信クラス


