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スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール
木曜日

                                                                                                                                               ※当日参加予約に伴う待機は所定の待機スペースにて配布30分前よりお願い致します。

　

　　　　コナミスポーツクラブ 下総中山 2022年9月
月曜日 火曜日 水曜日 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

子供スクール
9:00～13:15

子供スクール
9:00-13:15

ボディパンプ４５ ベビースイミング
コアクロス

ボディパンプ６０

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 スタジオ１ スタジオ２ プール

11:00

１１：３０-１２：１５ １１：３０-１２：３０ １１：３０-１２：１５

志村　栄司
成人水泳教室 野口　由布子

スイミング(初・中級)

水中腸活ウォーキング
11：05-11：20　中西

１１：３０-１２：１５

有馬　裕子

トップライド
(漕ぎ方の基礎＆３０)

１１：１０-１２：００
１１：１５-１２：１５

１１：４５-１２：３０ １１：４５-１２：３０ フィンスイミング

１１：３０～１２：００

鈴木 省吾

中山・中西

１０：１０-１１：００ ボディパンプ６０ 太極拳
水中温活ウォーキング
10：45-11：00　中西

１０：３０-１１：００

１０：３０-１１：３０ １０：３０-１１：１５ １０：３０-１１：１５ 10：30-11：30 バイラ

ボディコンバット３０

１０：３０-１１：００

大倉 かな
１０：３０-１１：３０ １０：３０-１１：３０ １０：３０-１１：３０

30

10:00 10:00

子供スクール
（体操）

30 30

30

アクアビクス（エンジョイ）

北村　ともみ 鈴木　まゆみ

12:00
野口 由布子

30

トップライド４５ 健康体操教室
(骨盤体操ストレッチ)

ボディバランス４５※ST

鈴木　久子
１１：００～１１：３０

鈴木 まゆみ
子供スクール

（体操）

気功 シェイプエアロ

11:00
スイミング（フォーム）

12:00
サルセーション １１：４５-１２：３０ ボディバランス ボディバランス４５ フラダンス１１：４５-１２：３０ 鈴木 まゆみ 加藤 瞳美

加藤 瞳美
子供スクール

（体操）
１２：１０～１２：４０ 山田　龍王

１２：００-１３：００
北見　亜矢 小松　弥生 情野　美加子 １２：００-１２：４５ １２：００-１３：００

ヨガ（心） アクアビクス（シェイプ） シェイプエアロ

30 中西 30
フィンスイミング

１２：１０-１３：００ 鈴木 省吾

松本　美賀子
１２：２５～１２：５５

北見　亜矢 山本　篤子水中温活ウォーキング
12：45-13：00　　中山 成人水泳教室 太極拳 成人水泳中西　倫子

13:00 13:00

大人スクール
フラダンススクール
「ハワイアンフラ」

ボディバランス４５※ST

30

１２：００-１３：００

ヨガ ボディバランス

30
腸活体操 バタフライ

シェイプエアロ リラックスヨガ菊橋　康孝 スタイルアップヨガ45

ZUMBA
ベビースイミング

１３：１５-１４：００

ベビースイミング
１３：００-１４：００ １３：００-１３：４５ １３：００-１４：００ １３：００-１３：４５ １３：００-１４：００

志村　栄司
１３：００-１４：００

１２：４５-１３：３０ 12：45-13：45 13：00～13：30

情野　美加子

ボディコンバット４５ ヨガ

14:00
松野　ケイ子 アクアビクス（エンジョイ） シンプリーエアロ 神野・杉江金澤　一晃

１３：００-１４：１５ バイラ 中山　綾子 １３：３０-１４：１５ 情野　美加子

１３：１５-１４：１５１３：３０-１４：００
中西　倫子 北見　亜矢 13：15-14：15有馬　裕子

13：3５～14：0５
13：15-14：15

１３：３０-１４：１５
　中村 律子　

１３：３０-１４：３０

30

日本舞踊
コアクロス

中西　倫子
成人水泳

水中腸活ウォーキング
13：05-13：20　　中山

中西　倫子 野口　由布子

マスターズ

14:00

１２：４５-１３：４５

１４：４５-１５：１５
黒淵　みどり 中西　倫子

ヨガ(体)

１４：３０-１５：４５

NATSUMI

骨盤エクササイズ30

スイミング(中級)

30

いきいき健康教室 １４：１５-１５：００ １４：１５-１４：５５ １４：１５-１４：５５ 近藤　求 加藤 麻衣 １４：１０-１５：００

フィンスイミング 有馬　裕子アクアビクス（シェイプ） シンプリーステップ シンプリーエアロ １４：００-１４：４５ １４：００-１４：４０

アクアビクス（シェイプ） シェイプエアロ アクアビクス（シェイプ）

桜井　美幸 沢田　文

小野村 純子

30 １５：１５-１５：４５ 30

ボディアタック４５ オリジナルケア
(骨盤調整)

マスターズ１５：１５-１６：００

15:00
OyZスクール有馬　裕子 １４：４５-１５：３０ 坂井　富士子 中野　恵美子 三森　光子

１４：３０-１６：３０
ボディコンバット４５

子供スクール
15:15-19:45

１４：３０-１５：１５ １４：３０-１５：１５ １４：３０-１５：１５15:00 １４：４５-１５：１５

バイラ

有馬　裕子
ボディジャム４５ ボディコンバット１５：３０-１６：１５ 加藤　瞳美

１５：３０-１６：３０

MISAKIGA
伊藤　やよい

ボディバランス３０/ST

子供スクール
15:15-19:45

子供スクール
15:15-18:45

１５：００-１６：００

１６：００-１６：５０
子供スクール

（バレエ）

１８：３０-１９：３０
　スイミング（中級）

ML/ボディアタック３０
HIPHOP

ボディバランス４５※ST

シンプリーエアロ

１５：５０-１６：３０

　
子供スクール

(ダンス)

１５：３０-１６：３０16:00 16:00
子供スクール

（体操）
サルセーション１５：４５-１６：３０ 平井 伶

１５：４５-１６：４５

30
山田　龍王

30
子供スクール

（バレエ）
１６：２０-１７：２０ 中野　恵美子

１６：３０-１７：３０17:00

金澤　一晃 神野　匠汰
加藤　麻衣

１６：００-１７：００

17:00
骨盤フレックス 子供スクール

（体操）
ボディアタック４５ ボディコンバット４５

１７：００-１７：３０

加藤　麻衣
１７：００-１７：５０ １７：００-１７：５０ １７：００-１７：４５ １７：００-１７：４５

伊藤　やよい

30 30
子供スクール

（バレエ）
平井 伶 宮脇 加津子

子供スクール
（バレエ）

１７：３０-１８：３０18:00 18:00
子供スクール

（ダンス）
子供スクール

（体操）
１７：４５-１９：００

ボディコンバット
１８：００-１９：００ １８：００-１８：５０30 30

エンジョイエアロ
１８：１５-１９：１５

19:00
長谷川 寛人

30

１９：１０-２０：１０ ジャズダンス 幣　紘輔 １９：１５-２０：００ 【安心・充実の少人数制スクール】

MISAKIGA
ボディアタック４５

神野 匠汰
１９：００-２０：００

19:00
バタフライ

バレトン
１８：５０～１９：２０

１８：４５-１９：３０
情野　美加子

30 １９：１５-１９：４５

子供スクール
（ダンス）

１９：００-１９：３０ 神野 匠汰

20:00
ZUMBA ピラティス

はじめて水泳
スタジオ定員神野 匠汰

１９：２０-２０：０５ AYAKOスイミング(フォーム)
成人水泳教室１９：３０-２０：１５ MASAKI

ACCO
１９：４５-２０：４５ 初めての方は体験も実施しております。体験料1,100円(税込)２０：００～２０：３０

平泳ぎ
２０：００-２０：４５30

杉江　拳太
２０：１５～２０：４５

21:00
【　マーク表記に関して　】杉江　拳太

コナミスポーツクラブ　下総中山
TEL　047-302-5191

定員10名少人数制スクール開講しております。20:00 情野　美加子 １９：４５-２０：１５

21:00
２０：５０～２１：２０ ２０：５０～２１：２０

２０：００-２１：００
杉江　拳太

第1スタジオ　50名
第2スタジオ【オンラインLIVEレッスン】18名

お申込みはフロントまでお気軽にお越しください。
情野　美加子 神野 匠汰 　　　　　　　　　　　　←のマークが対象となります。

MISAKIGA クロール
ボディパンプ４５

２０：３０-２１：３０ ２０：３０-２１:１５ ２０：３０-２１：１５ ２０：３０-２１：３０
スイミング(中級)

２０：３０-２１：３０ ２０：３０-２１：３０
フィン

■ 営業時間のご案内 ■２０：４５～２１：１５

23:00 23:00

 
【オンラインLIVEレッスン】スクリーンに映し出されたインス
トラクターの動きに合わせて受講するクラスです。

【少人数制スクール】別途月会費が必要になります。
定員10名の少人数制スクールです。 日・祝日 １０：００～１８：００30

30 30

月・火・水・金 １０：００～２２：００【スクールマーク】別途月会費が必要になります。
（月額で参加費を頂いているクラス）

22:00
土 １０：００～２０：００

22:00

山田　龍王 MASAKI
蛯谷　公一

曜　日 営　業　時　間善幸 いづみ

ステップ・アップ
１０：３０-１０：５５

加藤　麻衣

健康体操
(やさしい筋トレ＆ストレッチ)

１１：３０-１２：３０

有馬　裕子

30
【コース型教室】別途参加費が必要になります。

定員10名のコース型教室です。

※毎週木曜日は休館日です。【変更マーク】 前回より変更になっている箇所

【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。

平井 伶 神野 匠汰 ２０：４５-２１：３０
山田　龍王 ACCO

杉江　拳太

30

ボディジャム トップライド４５ マスターズ ジャズダンス ボディコンバット PVダンス

ST 第1、3 週目

FX  第2、4 週目

第1、3 通常

第2、4 TB

少人数制スクール

少人数制スクール

コース型教室

少人数制スクール

少人数制スクール

少人数制スクール

少人数制スクール

少人数制スクール

少人数制スクール

少人数制スクール

少人数制スクール

少人数制スクール

少人数制スクール

少人数制スクール

少人数制スクール

少人数制スクール

少人数制スクール

少人数制スクール

少人数制スクー

オンラインレッスン

オンラインレッスン

定員25名

コース型教室

コース型教室

少人数制スクール

コース型教室

オンラインレッスン

オンラインレッスン

オンラインレッスン

オンラインレッスン



１０：３０ー１１：３０

2022年9月19日(月) 祝日プログラム

時間 第１スタジオ 第２スタジオ プール

エクストリーム５５（４５分）
１１：１５ー１２：１５

###

営業時間　１０：００ー１８：００
###

30

野口　由布子

###

優先Web予約(有料)20名

当日整理券＝定員50名ー優先WEB予約

松本　美賀子

いきいき健康教室

１４：３０－１６：３０

30
成人水泳教室鈴木　久子

鈴木　まゆみ

１１：４５－１２：３０ サルセーション
鈴木　まゆみ

１４：１５ー１５：００

中西　倫子

桜井　美幸温活ストレッチ

１４：４５－１５：１５

有馬　裕子

アクアビクス（シェイプ）

マスターズ

１３：００ー１４：００

###

30

###

１５：４５－１６：４５

MISAKIGA

ボディバランス

→スクール会員に登録された方のクラスです。

大人スクール
ハワイアンフラ

１３：００ー１４：１５

30

１２：００ー１３：００

気功

フィンスイミング
１２：２５－１２：５５

中西　倫子

30

30

###

　　　→初めての方でも気軽にご参加頂けます。

コナミスポーツクラブ 下総中山　℡：０４７－３０２－５１９１

###

ボディパンプ４５

１０：３０－１１：１５

30

30

###

###

.

ス

ス

ス

ス

ス

ス



時間 第１スタジオ 第２スタジオ プール

2022年9月23日(金) 祝日プログラム

30

ボディバランス

コアクロス
１０：３０－１１：００

###

30

###

30

フィンスイミング
１１：３０－１２：１５

中西　倫子

１４：３０－１５：４５

MISAKIGA

###

30

１２：３０－１３：１５

山田　龍王
###

営業時間　１０：００ー１８：００
###

優先Web予約(有料)20名

当日整理券＝定員50名ー優先WEB予約

30

30

アクアイベント（有料）

ラテンエアロ

１４：００ー１４：４５

吉島　多恵 日本舞踊

シンプリーエアロ

子供スクール
１５：１５－１９：４５

コナミスポーツクラブ 下総中山　℡：０４７－３０２－５１９１

###

30

###

30

###

　　　→初めての方でも気軽にご参加頂けます。 →スクール会員に登録された方のクラスです。

有馬　裕子

ボディバランス４５※ST

１１：３０－１２：１５

有馬　裕子

太極拳

###

スイミング中級

13:３０-1４:００

中西

志村　栄司

子供スクール
バレエ

①１６：２０－１７：２０
②１７：３０－１８：３０

トップライド４５
１１：３０－１２：１５

加藤　瞳美

１２：４５－１３：３０

１５：１０－１５：５０

吉島　多恵

１３：００－１４：００

有馬　裕子

.

ス

ス

￥

ス

ス

ス

コース型教室

フィンは各自ご持参いただきますよう

お願いいたします。

￥

大人気！山田コーチのアクアイベント！いつも

と違うパフォーマンスを乞うご期待！参加費

1,100円 ※成人水泳教室「12：45～

13：45」も通常通りございます。



2022年9月1日からのスタジオ運用

定員
第1スタジオ 定員 50名                              スタジオ優先WEB予約(有料/330円) ２０名

第2スタジオ 定員 22名 ※オンラインは 18名　　 スタジオ優先WEB予約(有料/330円)  8名

※当日参加予約に伴う待機は所定の待機スペースにて配布30分前よりお願い致します。

入場方法

WEB事前予約者→予約番号　当日整理券→整理券記載番号

スタジオ入口待機場所にて足元添付の番号箇所に整列

スタジオ入場開始時間 クラス開始15分前

スタジオ整列開始時間 クラス開始30分前　(混雑緩和の為　20分前を目安に)

スタジオプログラム中

スタジオ内に黄色の枠がございますので受講スペースを選択

スタジオ終了後 整理券取得の方はクラス終了後に担当インストラクターへ整理券をお渡しください。

コナミスポーツクラブ下総中山

予約方法

〇スタジオ優先WEB予約(有料/330円/メンバーサービスより登録)
第１スタジオ ２０名　　第２スタジオ　8名

予約参加の確約がほしい。自分の好きな受講場所を優先的に選びたい方はスタジオ優先WEBシステム(有料/330

円/1人につき同時予約最大5枠)にて予約可。※前日23:59にて締め切り

〇当日参加予約
当日参加予約はクラス開始30分前よりマシンカウンターにて整理券配布。

前日までのスタジオWEB優先予約数から差し引いた枚数の配布。

第1スタジオ　定員50名　ー　スタジオWEB優先予約数

第2スタジオ　定員(有人)22名・定員(オンライン)18名　ー　スタジオWEB優先予約数

スタジオプログラムご参加方法のご案内　(下総中山店)

【待機中のルール】

所定の目印に合わせて整列

お一人一枚でご本人様が取得

待機中 会話は控えていただく事

荷物を置いての場所取りは禁止

※列を外れたら最後尾より並ぶ

マシンカウンターにて各プログラム30分前より配布

※整理券受け取りはチェックイン後になります。

※スタジオWEB優先予約をご購入

いただいている方は整理券の取得の

必要はございません。

【待機中のルール】

所定の目印に合わせて整列

待機中会話は極力控えていただく事

枠の範囲内での受講を

お願いいたします。



2ページ目：

3ページ目：

4ページ目：

5ページ目：

ご入会の際には本人確認書類・口座登録用クレジットカード又はキャッシュカード・初期登録料5,500円(税込)・会員証発行手数料1,100円(税込)が必要に

キャンペーン実施中 体験料只今 0円

入会の場合初期登録料 5,500円も0円

2022年10月16日(日)ま



1 気功
月曜日

１０：３０－１１：３０
（６０分）

鈴木　久子 動作・呼吸・意念が全身の経絡に働きかけ自然治癒力を高め元気な体をつくりあ
げます。初めての方でも大丈夫です。一緒に楽しみませんか。

2 サルセーション
月曜日

１２：００－１３：００
（６０分）

松本　美賀子
サルサソールのように様々な音楽、文化をミックスし、音楽を感じながら体を機能
的に動かすダンスプログラムです。下半身強化、身体の機能改善、音楽性の向上等
が見込めるクラスです。

3 エンジョイエアロ
 

※当日参加予約に伴う待機は所
定の待機スペースにて配布30

分前よりお願い致します。

情野　美加子
エアロビクスの動きを取り入れ、心肺機能向上やシェイプアップを行っていくクラ
スです。気持ちの良い汗をかいて心身ともにリフレッシュしましょう。ご参加お待ち
しております！

4 ピラティス
月曜日

２０：００－２１：００
（６０分）

MISAKIGA

正しい骨格を意識しながら、体幹やインナーマッスルを鍛えるエクササイズです。
レッスンでは胸式呼吸とともに普段あまり意識して使うことのない「背骨」と「体
幹」にスイッチを入れます。一度体にスイッチが入ると世界が変わります！ぜひ皆
さま体感してください！

5
ヨガ

（免疫力アップ）

火曜日
１３：００－１４：００

（６０分）
北見　亜矢

心と体をご自身の呼吸で繋ぎ、のびのびとアーサナを行いましょう。ご自身の心地
よさ、広がりを受け入れて感じてくださいね(^_-)-☆皆さんと繋がれる一時間、笑
顔でお待ちしております♪

8
健康体操教室

骨盤体操ストレッチ

水曜日
１１：３０－１２：３０

（６０分）
加藤　瞳美

自分自身のからだの状態を知ることで、けがの防止や健康を維持することができ
ます。(^^♪からだの使い方を学び、身近な物を使って、楽しく動きましょう。

5 ヨガ
水曜日

１３：００－１４：００
（６０分）

中村　律子
心と体をご自身の呼吸で繋ぎ、のびのびとアーサナを行いましょう。ご自身の心地
よさ、広がりを受け入れて感じてくださいね(^_-)-☆皆さんと繋がれる一時間、笑
顔でお待ちしております♪

10
OYZスクール(６０歳以上)

足腰強化

水曜日
１５：００－１６：００

（６０分）
有馬　裕子

皆様こんにちは！OYZ（オイズ）スクールは筋力トレーニングとステップ台昇降運
動を行い、筋力・心肺機能の向上を目指すクラスです。　椅子に座った状態で運動
もできますので、不安を抱えていらっしゃる方でもご参加頂けます。体験、見学
等、お待ちしております！

11 ジャズダンス
水曜日

２０：３０－２１：３０
（６０分）

ACCO

体の隅々までエネルギーを通わせ、表現することを楽しみます♪「枠にとらわれず
自由に」をモットーにバレエ、ヒップホップ、ソウル等様々な要素を取り入れていき
ます。ただ踊って終わりではなく、人に魅せる事を意識した体の使い方、表現の仕
方を細かく指導し、ミニショーを作るように仕上げていきます。ダンスが好きな方、
お待ちしてます！！

4 ピラティス
金曜日

１１：３０－１２：３０
（６０分）

MISAKIGA

正しい骨格を意識しながら、体幹やインナーマッスルを鍛えるエクササイズです。
レッスンでは胸式呼吸とともに普段あまり意識して使うことのない「背骨」と「体
幹」にスイッチを入れます。一度体にスイッチが入ると世界が変わります！ぜひ皆
さま体感してください！

13 ボディバランス
金曜日

１３：００－１４：００　　　　   （６０
分）

有馬　裕子

皆さんこんにちは！「ボディバランス」は太極拳、ヨガ、ピラティスの動きを心地よ
い音楽に合わせて行い、心身のバランスを整えるプログラムです。６０分間のうち
１５分間は動きの確認、身体の使い方等説明を行い、ワンポイントアドバイスをさせ
ていただきます(^^♪

13 日本舞踊
金曜日

１４：３０－１５：４５　　　　   （７５
分）

MISAKIGA

年齢、性別、経験問わず初歩から丁寧にご指導いたします。
立役（男踊）、女形（女踊）両方バランスよく踊り自然に足腰が鍛えられ、美しい姿
勢や所作が身に付きます。
スポーツクラブでぜひ日本舞踊を学びましょう！！

15 バレトン
金曜日

１９：００－２０：００
（６０分）

AYAKO

フィットネス・バレエ・ヨガの要素を取り入れた有酸素運動です。フィットネスパート
で大きな筋肉を動かして代謝をアップ、バレエパートでインナーマッスル・バランス
感覚を鍛え、ヨガパートで柔軟性を高めます。裸足で動くことで足裏から体幹を意
識し、美しい姿勢を導き出します。しっかり汗をかいた後は丁寧なストレッチを行
い、スッキリとして週末を迎えましょう！

16 PVダンス
金曜日

20:30～21:30　　        (６０
分)

MASAKI
流行りのJ-POP、K-POP等のプロモーションPVのダンスを習得する教室です。
一曲の振り付けを覚えていきます。皆さんと一緒にゆっくり、楽しみながらやって
いきますのでよろしくお願いします。

17
骨盤調整

オリジナル・ケア

土曜日
１５：３０－１６：３０

（６０分）
金澤 一晃

身体の土台となる骨盤を中心に全身のバランスを整えます。同じ姿勢が長く続く
と筋膜もかたくなり、肩こり・腰痛の原因になり、代謝の低下もまねきます。筋膜を
ほぐしながら代謝アップを目指しましょう！

19 太極拳
日曜日

１０：３０－１１：３０
（６０分）

志村　栄司

太極拳は中国由来の武術です。時代を経て沢山の人々により工夫と改良がくわえ
られて現代に脈々と伝わっているものです。　このクラスでは、楽な身体の操作、
意識の持ち方を工夫して練習しようと思っています。ご興味のある方、どうぞご参
加頂ければと思います。

20 フラダンス
日曜日

１２：００－１３：００
（６０分）

山本　篤子
≪レッスンの流れ≫　ストレッチ→ステップ→ハンドモーション→踊る物語の訳に
ついて覚える→振付。物語に合わせ身体全体で人に伝えていくことを目標にレッ
スンをしていきます。初心者の方大歓迎！！

21 リラックスヨガ
日曜日

１３：３０－１４：３０
（６０分）

有馬　裕子

皆さま、こんにちは。こちらのヨガはできる限り筋肉の力を抜き、長く静止し、骨や
関節にアプローチします。筋肉ではなく関節（結合組織）の柔軟性を高めるので激
しく運動されているアスリートの方にもおすすめです。静かにリラックスすること
に集中。「委ねる」「何もしない」ことも大切だと気づかされる･･そんなクラスです。

22 サルセーション
日曜日

１６：００－１７：００
（６０分）

中野　恵美子
サルセーションとは「感じる」という意味で音楽のジャンルにとらわれず、サルサ
ソースのようにダンススタイルがMIXし、機能的にカラダを動かしながら踊る、話
題のダンスプログラムです！※本教室のみ定員15名となります。

スクールご入会に伴う登録時に会員証発行手数料1,100円(税込)、本人確認書類が必要となります。詳細は、当施設までお問い合わせください。※スクール担当者は都合により休講・変更になる場合がございます。休講・変更はコースによって異なりますので、直接お問い合わせください。

教室内容

★コナミスポーツクラブ下総中山★少人数制で安心♪すてきな運動習慣を♪スクールプログラム

№ 教室名 曜日・時間 担当インストラクター


