
火曜日

30

30

●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。
日・祝 １０：００～１８：００

●プールコース帯に関しましては、別紙をご確認ください。22:00 22:00

※祝祭日は特別プログラムとなります。
※毎週火曜日は休館日となります

●プール・スタジオ有料プログラムに関しては館内掲示、
HPをご覧頂くか直接スタッフに 問い合わせください。

30

芝岡　未穂 梅谷 和希 梅谷 和希 川上 友輝朗 ●プログラム参加の際は指定された場所にお並び下さい。30

21:00
岸 真幸 牧 早苗 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。

土 １０：００～２０：００※人数により3コース使用 ※人数により3コース使用

30
■ 営業時間のご案内 ■

芝岡 未穂

レズミルズバー エクストリーム55(30分) コアクロス ボディコンバット30

21:00-21:30
柴田 紗帆

21:00-21:30 21:00-21:30 21:00-21:30

１０：００～２２：３０20:30ｰ21:30

30

ボディパンプ60 八木 ふみ子松井 俊樹
20:15-21:1520:15-21:15 ■　当施設をご利用の会員様へのお願い　■

月・水・木・金

マスターズスイミング
(2コース使用)

19:45-20:45 マスターズスイミング
(2コース使用)梅谷 和希 西河 由紀美 大倉 かな 19:45-20:45 川上 友輝朗 大倉 かな

21:00

20:00 20:00
ボディパンプ30 【変更マーク】　　前回より時間・内容・担当者等が変更と

なったクラスです。19:45-20:30 19:45-20:30 19:30-20:30 19:45-20:30 19:30-20:3020:00-20:30

19:30-20:00

ボディジャム45 田村 遥 ボディアタック45 ボディコンバット45 有料スクール
ダンス
(基礎)

ヤムナ
(フット＆ボディ)

川上 友輝朗 岸　真幸 成松　亜矢

ボディコンバット45 牧 早苗 松井 俊樹
30 30

19:15-20:00 クロール（初級）
有料スクール
フリースタイル

JAZZ

バタフライ（初級）

有料スクール
ヤムナ

18:45-19:30 18:45-19:30 成松　亜矢 19:00川上 友輝朗

【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）

平泳ぎ（初級）

【有料プログラムマーク】別途参加料金が必要になります。
（都度参加費を頂いているクラス）

19:30-20:00 19:30-20:00

【予約マーク】　　事前にご予約が必要となります。19:00 18:45-19:15 18:45-19:15水中腸活ウォーキング

田所 加衣 19:00‐19:15 宮本 浩子 加藤　里美 川上 友輝朗

アクアビクス(エンジョイ) クロールトレーニング
(初級～中級) ボディジャム45

30

シェイプエアロ ヨガ(体) ボディパンプ45 武田 直之

                       ■スタジオ定員■

　　　　　スタジオ1⇒40名　　スタジオ2⇒15名

Live配信クラスは担当者が急遽代行となる場合がございます。ご了承ください

スタジオマークのご案内18:00 18:00
ボディバランス30※FX

                  　　     ■予約制について■
【WEB予約枠】
スタジオ1⇒19名　　スタジオ2⇒7名
※WEB予約済みの方はレッスン開始15分前までに
スタジオ入り口にお越しください。
【WEB予約以外の参加について】
当日、館内掲示板にて各クラスの台帳に記入頂ける人数を
掲示致します。
・WEB予約が定員に達した場合⇒スタジオ1【21名】
スタジオ2【8名】まで8階マシンジムカウンターの台帳に記入し
ご参加頂けます。
・WEB予約が定員に満たなかった場合⇒スタジオ1【21名】、
スタジオ2【8名】+空き人数分を8階マシンジムカウンターの台帳に
記入しご参加頂けます。
※入場順につきましては①WEB予約の方②当日整列の方の順に
なります。
※スタジオ参加方法に関しましては詳細は別紙をご覧ください。

【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。

18:00ｰ18:30

平泳ぎ（中級）
18:30-19:15 18:30-19:15 18:30-19:15

美腹トレーニング
齋藤 香帆

30 18:15～18:45
【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。

松井 俊樹 大田　愛子
17:00 17:00

30 30

16:00-16:45 佐藤 薫
30 30

牧　早苗 16:15-17:00 16:15-17:00

16:00

スイミング(中級)
気軽にバレエ30

今井 美緒 芝岡　未穂 八木　ふみ子 中野 楓花
16:00ｰ16:30

メガダンス45 ボディジャム45

15:30-16:15 成松　亜矢 市野瀬 美絵

15:30-16:00 西本 雄介 15:30ｰ16:00

コアクロス
30 15:15-15:45

木下 佳代子
14:30～15:30

16:00 15:45-16:15 15:45-16:15

レズミルズバー ヤムナ(フット)
15:30-16:15 YUYU SAKI 林　早苗

15:15-16:00

30

ボディジャム45 14:45-16:00
アクアビクス(エンジョイ)

ボディパンプ45
スイミング（フォーム） 15:20-15:50

15:00
14:30-15:30松井 俊樹 大島 千尋

市野瀬 美絵 (右側コース使用) KATSUYA
ボディバランス45※ST 八木　ふみ子 ボディパンプ30

14:30-15:30
今井 美緒 西本 雄介

14:30ｰ15:30

スタイルアップヨガ30
川上 友輝朗

15:30-16:00

13:30-14:30
下條 正人 13:15-14:3014:00

30

スタイルアップヨガ
アクアビクス(エンジョイ)

メガダンス45 外部施設貸し
ヤムナ(ボディ)

ボディアタック30
ボディコンバット60

橋本　繭美 14:30-15:1515:00 14:45ｰ15:15

14:15-15:00 梅谷　和希 14:15-15:00 下條　正人
14:30-15:00 14:30-15:00

有料クラス
フラダンス
スクール

ボディバランス30※FX

西山　真弓
13:30-14:15

岸　真幸
30 13:15-13:45 13:00-13:45 13:15-13:45

14:00
エクストリーム55(45分) 柴田 紗帆

金子 美幸(右側コース使用)

西山 真弓 小谷 萌夏 牧　早苗 13:15-14:00 下條 正人

ヨガ(体) ボディコンバット45
ボディアタック30

14:00-14:4530 14:15-14:45

深見 龍大

スイミングトレーニング(中級)
13:00-13:45 クロール（初級） 舟津 由美子 13:00-13:45

外部施設貸し ボディコンバット45川上 友輝朗
13:30～14:00 牧　早苗 成松　亜矢

13:00

ボディパンプ45 ボディパンプ45※TB メガダンス45 ボディアタック45
少人数レッスン

ヤムナ
(ボディローリング)

成松　亜矢 成松　亜矢 12:45-13:30 成松　亜矢 岸　真幸 12:45-13:30

13:00-13:45 クロール（中級）
ボディコンバット45

有料スクール
ボディジャム

※人数により3コース使用

30
メガダンス30 13:20-13:50 小野座 清香 13:20-13:50

ボディコンバット30
13:00-13:45

30 12:15-12:45
野間　春美 増田　奈美

クロールトレーニング(初中級) スイミング（初中級）
健美操

フィンスイミング
(初級～中級)

松浦 博之 12:30-13:15 成松　亜矢 12:30-13:15 野間 春美
13:00 12:45-13:15 12:45-13:15

有料スクール
ボディメイキング

成松　亜矢 スタッフ 楠元 郁子 11:30-12:15

30
成松　亜矢 骨盤エクササイズ マスターズ

スイミング
小川 貢弘

フィンスイミング(初級～中級) マスターズスイミング
(2コース使用)

12:00-12:30
スイミング（中級） 12:00-12:4512:10-12:40 浜田　薫 斎藤　円 12:00-12:45 12:00-12:45

牧　早苗 松井　俊樹 川上 友輝朗 11:45-13:0012:30-13:00

岸　真幸

野間　春美
30 30

有料スクール
バレエ

スイミング(初中級) 温活ストレッチ バレエエクササイズ30 牧　早苗

12:00 11:40-12:10

スイミング(初中級)
11:30-12:00 11:30-12:00 11:30～12:00

ヨガ(心) ヨガ(心)
コアクロス

ヨガ(心)
12:00

ボディパンプ45 ボディジャム45 ボディパンプ45※TB
背泳ぎ（初級）

11:45-12:30

11:00
小谷 萌夏

西山 真弓 木下 佳代子 小谷 萌夏 10:45-11:30 10:45-11:30スイミング(初級②)
水落　温子

ストレッチ10:30-11:15 NATSUMI 10:30-11:15 武田 直之 牧　早苗 10:30-11:15 10:30ｰ11:30
林　早苗 佐藤 薫

10:30～11:00 10:30～11:00 10:30-11:00 10:30-11:00

11:10-11:40

10:00

30 30

ボディバランス45※FX
姿勢改善ピラティス シンプリーエアロ ストレッチ

ボディパンプ30 スイミング(初級①)
シェイプエアロ

10:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

ボディバランス60
アクアビクス(エンジョイ) 気軽にバレエ30

11:00

野間　春美

成松　亜矢
バタフライ（初級）11:30-12:30 11:45-12:30 柏本　武志 11:45-12:30

12:30～13:00

スタジオ２ スタジオ３ プール スタジオ１ スタジオ２ スタジオ３

10:30ｰ11:00
10:30-11:10 ヨガ(体)

日曜日
プール スタジオ１ スタジオ２ スタジオ３ プール スタジオ１ スタジオ２ スタジオ３ プール

コナミスポーツクラブ 心斎橋 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 水曜日 木曜日

スタジオ１ スタジオ２ スタジオ３ プール スタジオ１ スタジオ２ スタジオ３ プール スタジオ１

金曜日 土曜日

9月クロール

Live配信クラス

腸活

Live配信クラス

Live配信クラス

2レーン

使用予定

温活

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

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



火曜日

スタジオマークのご案内

Live配信クラスは担当者が急遽代行となる場合がございます。ご了承ください

日・祝 １０：００～１８：００

土 １０：００～２０：００

月・水・木・金 １０：００～２２：３０

■ 営業時間のご案内 ■

【変更マーク】　　前回より時間・内容・担当者等が変更と
なったクラスです。

30

30

●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。

●プールコース帯に関しましては、別紙をご確認ください。22:00 22:00

芝岡　未穂 梅谷 和希 梅谷 和希 川上 友輝朗
30

●プール・スタジオ有料プログラムに関しては館内掲示、
HPをご覧頂くか直接スタッフに 問い合わせください。

●プログラム参加の際は指定された場所にお並び下さい。

※祝祭日は特別プログラムとなります。
※毎週火曜日は休館日となります

※人数により3コース使用

                       ■スタジオ定員■

　　　　　スタジオ1⇒40名　　スタジオ2⇒15名

■　当施設をご利用の会員様へのお願い　■

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。

30

21:00
岸 真幸レズミルズバー 骨盤フレックス コアクロス ボディコンバット30

21:00-21:30
柴田 紗帆

21:00-21:30 21:00-21:30 21:00-21:30
※人数により3コース使用

20:00

30
芝岡 未穂

19:45-20:30

30

18:45-19:30 成松　亜矢

クロール（初級）

30

ボディパンプ60 八木 ふみ子松井 俊樹
20:15-21:1520:15-21:15

20:30ｰ21:30

19:45-20:45

牧 早苗
21:00

マスターズスイミング
(2コース使用)梅谷 和希 西河 由紀美 大倉 かな 19:45-20:45 川上 友輝朗 大倉 かな

19:45-20:30 19:30-20:30 19:45-20:30 19:30-20:3020:00-20:30

マスターズスイミング
(2コース使用)

ボディパンプ30

18:30-19:15 18:30-19:15

ボディジャム45

ボディジャム45

18:45-19:30

松井 俊樹

                  　　     ■予約制について■
【WEB予約枠】
スタジオ1⇒19名　　スタジオ2⇒7名
※WEB予約済みの方はレッスン開始15分前までに
スタジオ入り口にお越しください。
【WEB予約以外の参加について】
当日、館内掲示板にて各クラスの台帳に記入頂ける人数を
掲示致します。
・WEB予約が定員に達した場合⇒スタジオ1【21名】
スタジオ2【8名】まで8階マシンジムカウンターの台帳に記入し
ご参加頂けます。
・WEB予約が定員に満たなかった場合⇒スタジオ1【21名】、
スタジオ2【8名】+空き人数分を8階マシンジムカウンターの台帳に
記入しご参加頂けます。
※入場順につきましては①WEB予約の方②当日整列の方の順に
なります。
※スタジオ参加方法に関しましては詳細は別紙をご覧ください。

【予約マーク】　　事前にご予約が必要となります。

【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。

水中腸活ウォーキング

田所 加衣 川上 友輝朗

ボディコンバット45 牧 早苗

19:00‐19:15 宮本 浩子 加藤　里美 川上 友輝朗

有料スクール
ヤムナ

バタフライ（初級）

【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）

【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。

18:00ｰ18:30

20:00

19:30-20:00 19:30-20:00 19:30-20:00
田村 遥 ボディアタック45 ボディコンバット45 有料スクール

ダンス
(基礎)

ヤムナ
(フット＆ボディ)

川上 友輝朗 岸　真幸 成松　亜矢

【有料プログラムマーク】別途参加料金が必要になります。
（都度参加費を頂いているクラス）

30
19:15～20:00 平泳ぎ（初級）

有料スクール
フリースタイル

JAZZ

19:00

松井 俊樹 大田　愛子
17:00 17:00

30 30

齋藤 香帆
30

18:00

30

シェイプエアロ ヨガ(体) ボディパンプ45

アクアビクス(エンジョイ) クロールトレーニング
(初級～中級)

バタフライ（中級）

18:00
ボディバランス30※FX

19:00 18:45-19:15 18:45-19:15

牧　早苗 16:15-17:00 16:15-17:00

16:00

スイミング(中級)
気軽にバレエ30

今井 美緒 芝岡　未穂 八木　ふみ子 中野 楓花
16:00ｰ16:30

メガダンス45 ボディジャム45

15:30-16:15 成松　亜矢 市野瀬 美絵
15:45-16:15 15:45-16:15

レズミルズバー

30

18:30-19:15

重留 優希
15:30-16:00 15:30-16:00 西本 雄介 15:30ｰ16:00

16:00-16:45 佐藤 薫
30

16:00

ヤムナ(フット)
15:30-16:15 YUYU SAKI 林　早苗

スイミング（フォーム） 15:20-15:50 スタイルアップヨガ30

15:15-16:00 ボディパンプ45

30

15:00
14:30-15:30松井 俊樹 大島 千尋

(右側コース使用) KATSUYA
ボディバランス45※FX

橋本　繭美 14:30-15:15 14:30-15:30
今井 美緒 西本 雄介

14:30ｰ15:30

八木　ふみ子 ボディパンプ30
コアクロス

15:15-15:45

30 14:15-14:45 30
アクアビクス(エンジョイ)

メガダンス45 外部施設貸し
ヤムナ(ボディ)

ボディアタック30
ボディコンバット6014:15-15:00 梅谷　和希 14:15-15:00 下條　正人

14:30-15:00 14:30-15:00

有料クラス
フラダンス
スクール

ボディバランス30※FX
木下 佳代子

30

ボディジャム45 14:45-16:00
アクアビクス(エンジョイ)

15:00 14:45ｰ15:15

14:00
エクストリーム55(45分) 柴田 紗帆

金子 美幸(右側コース使用)
ヨガ(体) ボディコンバット45

ボディアタック30
14:00-14:45

SAYA

30 13:15-13:45 13:00-13:45 13:15-13:45

下條 正人
牧　早苗 成松　亜矢 西山　真弓

13:30-14:15
13:30-14:30

下條 正人 13:15-14:30

ボディコンバット45

14:00

13:00-13:45 バタフライ（初級） 舟津 由美子 13:00-13:45

外部施設貸し川上 友輝朗

有料スクール
バレエ

13:00-14:00 牧　早苗

スイミングトレーニング(中級)

13:00

ボディパンプ45 ボディパンプ45※TB メガダンス45 ボディアタック45
少人数レッスン

ヤムナ
(ボディローリング)

成松　亜矢 成松　亜矢 12:45-13:30 成松　亜矢 岸　真幸 12:45-13:30

13:00-13:45 背泳ぎ（中級）
ボディコンバット45

有料スクール
ボディジャム

ボディコンバット30

30
13:20-13:50 小野座 清香

13:15-14:00

岸　真幸

13:20-13:50
13:00-13:45

フィンスイミング
(初級～中級)12:30-13:15 成松　亜矢 12:30-13:15 野間 春美

13:00 12:45-13:15 12:45-13:15

有料スクール
ボディメイキング

成松　亜矢 スタッフ 楠元 郁子

江頭 慶子

30
成松　亜矢 マスターズ

スイミング
小川 貢弘

フィンスイミング(初級～中級) マスターズスイミング
(2コース使用)

12:00-12:30
スイミング（中級） 12:00-12:4512:10-12:40 浜田　薫 斎藤　円 12:00-12:45 12:00-12:45

牧　早苗 松井　俊樹 川上 友輝朗 11:45-13:0012:30-13:00

11:45-12:30

12:30-13:15

岸　真幸
12:15-12:45

クロールトレーニング(初中級)

30
スイミング(初中級) 温活ストレッチ バレエエクササイズ30 牧　早苗

12:00 11:40-12:10

スイミング(初中級)
11:30-12:00 11:30-12:00 11:30～12:00

ヨガ(心) ヨガ(心)
コアクロス

ヨガ(心)
12:00

ボディパンプ45 ボディジャム45 ボディパンプ45※TB
平泳ぎ（初級）

11:45-12:30

11:30-12:15

10:45-11:30スイミング(初級②)
水落　温子

ストレッチ10:30-11:15 NATSUMI 10:30-11:15 武田 直之 牧　早苗 10:30-11:15 10:30ｰ11:30
林　早苗 佐藤 薫

10:30～11:00 10:30～11:00 10:30-11:00 10:30-11:00 10:30ｰ11:00

11:10-11:40 野間　春美

10:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

ボディバランス60
アクアビクス(エンジョイ) 気軽にバレエ30

11:00

野間　春美

成松　亜矢
背泳ぎ（初級） 11:45-12:30 柏本　武志

ボディバランス45※ST

小谷 萌夏
西山 真弓 澄香 小谷 萌夏 10:45-11:30

30

西山 真弓 小谷 萌夏

30
野間　春美

スイミング（初中級）
健美操

30 30

ボディバランス45※FX
姿勢改善ピラティス シンプリーエアロ ヨガ(心)

ボディパンプ30 スイミング(初級①)
シェイプエアロ

スタジオ２ スタジオ３ プール スタジオ１ スタジオ２ スタジオ３

10:30-11:10 ヨガ(体)

10:00

11:00

土曜日 日曜日
プール スタジオ１ スタジオ２ スタジオ３ プール スタジオ１ スタジオ２ スタジオ３ プール

※人数により3コース使用

コナミスポーツクラブ 心斎橋 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 水曜日 木曜日

スタジオ１ スタジオ２ スタジオ３ プール スタジオ１ スタジオ２ スタジオ３ プール スタジオ１

金曜日

10月背泳ぎ

Live配信クラス

腸活

Live配信クラス

Live配信クラス

2レーン

使用予定

温活

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

Live配信クラス

Live配信クラス

Live配信クラス

Live配信クラス



　

17:00

18:00

19:00

ボディアタック45
16:00

15:45～16:30 【OLL】すっきりのび～るピラティス30

16:00-16:30
梅谷 和希 大倉　かな

14:00
小谷 萌夏 深見　龍大

エクストリーム55(45分) 【OLL】スタイルアップヨガ

14:30～15:15
15:00 14:30～15:30

梅谷 和希

市野瀬　美絵

12:00～13:00

柴田 紗帆・田中 知里
13:00

骨盤フレックス(定員20名) 【OLL】メガダンス30
13:30～14:00 13:30-14:00

柴田 紗帆・田中 知里

12:00
スタジオ有料イベント 【OLL】ストレッチ30

12:00-12:30
ボディパンプ60 鎌田 真生

10:00

スタジオ有料イベント 【OLL】ボディバランス45※ST

ボディコンバット60 10:30～11:15
11:00

10:30～11:30 鎌田 真生

10月10日（月・祝）１０：００～１８：００

スタジオ１ スタジオ２ ホットスタジオ３ プール

※予約システムに関しては別紙またはホームページをご覧ください。
※スタジオ１の定員は40名、スタジオ２の定員は15名です。

※プログラム間は、スタッフによる清掃、機械チェック等を行います。
スタジオへの入場は、担当インストラクターの指示で入場をお願いします。

～感染拡大防止のために～
※マスクやネックゲッターなど口と鼻が覆われているものをご着用ください。
※気分が悪くなったり、呼吸が苦しいなど、体調がすぐれない場合は、無理をせずに

一時退出してください。
※こまめに水分を補給しましょう。

※プログラム強度を保つため、曲数や動きの内容を変更をすることもございます。予
めご了承ください。

Live配信クラス

予約枠（19名）

スタジオ１のクラスは
全クラス予約枠19名と
させていただきます。

定員 ： 40名
予約枠：19名

予約枠（19名）

Live配信クラス

Live配信クラス

Live配信クラス

予約枠（19名）

Live配信クラス


