
火曜日

コナミスポーツクラブ 岐阜 スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール 2022年12月
月曜日 水曜日 木曜日

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

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 プール

10:00
キンダースイミング

（3歳～）
児童スイミング
（小学生～）

10:00-11:00 10:00-11:0030 30
ヨガ（心）

テクニカルエアロ
【Lo】

ウォーク＆ジョグ ボディバランス45
※ST

ヨガ（心）
フリー利用10:30-11:00 10:30-11:00 10:30-11:00 10:30-11:00

2コース使用
10:30-11:30

オリジナル
健康体操

サーキットエクササイズ1
ジャザサイズ ZUMBA

ウォーク＆ジョグ

10:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

ジャザサイズ シンプリーステップ
脂肪バイバイ

平泳ぎ　初級 アクアビクス
（エンジョイ）

12:00

30

ボディバランス45
※ST

ZUMBA ZUMBA45 レズミルズ バー

13:00

30

アクアビクス
（エンジョイ）

ボディパンプ45

メガダンス45

30
13:10-14:10

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

14:00

30

大橋　隆司 10:30-11:15 10:30-11:1511:00 11:00児童スイミング
（小学生～）

キンダー・児童
（3歳～）

松本　典子 中川 拓磨 井坂　ヨガ

2コース使用
10:30-11:30 10:30-11:30

五明　美由紀
10:30-11:30 10:30-11:30

猪俣　梢 10:30-11:15 10:30-11:30
酒井 佐知子

10:30-11:30

ZUMBA45

大西　英津江 岡本　浩史
30

腸＆リンパ
美人エクササイズ猪俣　梢 11:15-12:00 11:15-12:00 猪俣 梢

2コース使用 2コース使用バレトン なるはや体操

アクアビクス
（エンジョイ）

背泳ぎ　初級
11:00-12:00 11:00-12:0011:15-11:45 11:15-11:45

10:30～11:45
※10:50～11:00

子供準備体操あり
山本 孝代 高木 博美 五明　美由紀

12:00
ボディコンバット45

山本 孝代 早川 みどり

11:45-12:30 キンダースイミング
（3歳～）11:45-12:45

クロール　初級 松本　典子 五明　美由紀 中川　拓磨 松本　典子
12:00-13:00

ボディパンプ岩田　純子 近江　順子
11:30-12:30

11:45-12:30 12:00-12:45 メガダンス45
美毬（まりん）

コンディショニング

3012:00-13:00

2コース使用フジハラ　カズヤ

中川　拓磨 大西　由利枝 宮田　由香子 猪俣　梢

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

宮田　由香子
松本　典子

12:15-12:45
中川　拓磨

13:00
ベビースイミング

(4カ月～)

シンプリーエアロ 13:00-14:00
大橋　隆司 宮田　由香子 シンプリーエアロ

13:15-14:15

ピラティスマット
13:00-13:30 13:00-13:30

美毬（まりん）
コンディショニング

13:15-14:00 13:20-14:00
2コース使用

松本　典子
13:45-14:15

フジハラ カズヤ 大橋　弥生 松平 直也 平泳ぎ　中級 フジハラ　カズヤ
ERIKO

13:15-14:00

スイミングスクール
（子供）

ボディバランス30
13:00-13:45

コアクロス クロール　初級

ヨガ（心）

太極拳【初級】

13:15-13:45

14:00

13:30-14:45
鶴田　大二郎 酒井 佐知子 アクアビクス

（エンジョイ）

岩田　純子

13:30-14:15

ボディコンバット

宮田　由香子

1コース使用
ボディアタック45

ボディバランス

13:15-14:15

3014:00-14:45

3013:00-14:00 13:00-13:45 13:00-14:00
松本　典子 山崎　舞子

スイミング
スクール初級

ZUMBA45
ベビースイミング

(4カ月～)

30

2コース使用
13:20-14:00

シェイプエアロ
バタフライ　中級 ボディコンバット45 ピラティスマット ボディバランス45

※FX14:15-15:15

平泳ぎ　中級

吉川　恵美
14:10-14:40
名知 駿介

猪俣　梢

ヨガ（心）

スタッフ

15:00
大西　英津江 大西　英津江

30
宮田　由香子

KATSUYA
15:00-15:50 15:00-16:00

14:30-15:3014:30-15:30
猪俣　梢 ERIKO

14:15-15:15

30
鶴田 大二郎

年少～年長
2コース使用 ベリーダンス

(美Body)
スイミング

スクール初級16:00 16:00

15:00
早川　みどり 土屋 彩 宮田　由香子 なるはや体操 コーディネーション

14:30～15:15 14:30-15:15 スタジオマンツーマン 14:30-15:15 イベントプログラム

リトル・キンダー
（2歳～）

14:45-15:30
14:45-15:45

フジハラ カズヤ 15:00-15:45

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

16:00-17:00 16:00-16:50 16:00-17:00
卓球スクール

※経験者向け
クラス

ﾘﾄﾙ・キンダー
（2歳～） 卓球スクール

※初心者向け
クラス

コーディネーション
キンダー・児童

（3歳～）
ボディコンバット45

エルメスダンス
カンパニー

酒井　佐知子
30

キッズチア 鈴木　冴良
小学生

2コース使用 2コース使用
16:30-17:3017:00 17:00

16:00-17:30
児童スイミング
（小学生～） 16:00-17:30

ボディコンバット45 児童スイミング
（小学生～）4歳～小学生 17:00-17:45

17:00-18:00 17:00-18:0030 30
宮脇　加津子

3コース使用 3コース使用
18:00 18:00

ボディパンプ45※TB

18:00-18:45
30 30

ボディバランス 鶴田 大二郎

18:30-19:3019:00 19:00
ボディパンプ45 ボディコンバット45 ZUMBA45 ボディバランス45

※ST ボディコンバット

19:00-19:45 19:00-19:45 背泳ぎ　初級 19:00-19:45 宮田　由香子 19:00-19:45
19:00-20:0030 19:15-19:45 30

酒井　佐知子 松平 直也 ボディアタック 松本　典子 鶴田　大二郎酒井　佐知子
土屋　彩

19:30-20:3020:00 20:00
サーキットエクササイズ1

サルセーション
横井　俊之

20:00-20:30
ボディコンバット45 メガダンス シェイプエアロ

松本　典子 SAEKI
21:00

藤堂　瑤子 中川　拓磨
21:00

【定員20名】

30
20:15-21:00 20:15-21:00 20:15-21:00 20:15-21:00

20:15-21:15 20:15-21:15
佐藤 瞳土屋 彩 宮川　美由紀

腸＆リンパ
美人エクササイズ ボディパンプ ボディコンバット45酒井　佐知子

20:00-21:0030

23:00 23:00

毎週火曜日は休館日となります。※祝休日は20:00までの営業、特別プログラムとなります。（HP/館内にて提示させていただきます。）

30 30

22:00 22:00

30 30

Live配信クラス

Live配信クラス

Live配信クラス

当日参加
当日、スタジオ前の整列順に参加可能（各レッスン定員50％枠、事前予約により変動）

※対象レッスンの前レッスン開始より整列可能。夜クラスは18:00より整列可。

9月よりシステム変更【　スタジオレッスン参加　】

WEB
メンバーサービス内のスタジオ予約にて1週間前から前日までにご予約可能（1枠330円）

※1人5枠まで予約可能　※当日は、プログラム開始10分前からの入場となります。

【スタジオWEB予約人数】
50名定員クラス：24枠

※一部クラスのみWEB予約枠を変更します
10月1日（土）以降のクラス対象

月曜20:15～21：00「ボディコンバット45」WEB40名
土曜11:45～12:30「ボディコンバット45」WEB40名

日曜11：45～12:45「ボディパンプ」　WEB40名

■スタジオプログラムについて

　・プログラムの間隔を30分空けて、換気・除菌清掃を行います。

　・定員を以下の設定とし、前後左右の人との間隔を空けます。

　・ご参加の皆さまへ「発声を慎むように」ご協力願います。

　・スタッフと参加者のハイタッチ(接触)等を自粛いたします。

　・鼻・口を覆うマスク・ネックゲイターの着用が必須となります。

定員

第1スタジオ

第2スタジオ

通常クラス(腸＆リンパ)

50名(20名)

大人スクール15名/オンラインライブレッスン20名
曜　日 営　業　時　間

【休館日】　毎週火曜日

土・日・祝 10:00～20:00

月・水・木・金 10:00～23:00

【　マーク表記に関して　】

【安心マーク】ご参加が初めて、久しぶりの方・体力に自信のない方も安心してお楽しみ頂けます。

【Online Live Lesson(オンラインライブレッスン)マーク】無人プログラム（映像配信）となります。

※参加無料　※WEB予約システム対象外

【スクールマーク】別途、月会費(参加費)が必要になります。（月4回のスクールクラス）

「黄色枠」少人数スクール（定員10名）／月会費5,500円（体験料1,100円、都度利用1,650円）

【有料マーク】別途参加料金が必要になります。（事前予約が必要となります。）

※スタジオマンツーマン等、有料のご希望があれば別途ご相談ください。

【日曜 イベントプログラム】

4日 「ボディジャム45」 藤堂瑤子

11日 「ZUMBA」 松本典子

18日 「ボディジャム」永江大志（有料）

25日 「ボディバランス45」鶴田大二郎

Live配信クラス



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

曳

■スタジオ・プールプログラム■

12月18日(日) 12月25日(日)

10:00 10:00

10:30

ヨガ（心）

フリー利用

12:00 12:00

１１：４５ー１２：４５

11:30

ボディパンプ60
スイミング
スクール

ボディバランス60

１３：１５－１４：１５

11:30

ヨガ（心）

１０：３０ー１１：１５

井坂ヨガ

10:30

１０：３０ー１１：１５11:00 11:00

14:00 14:00

13:30 13:30

13:00 13:00

12:30 12:30中川　拓磨

ボディバランス60

１３：１５－１４：１５

井坂ヨガ

15:00

15:30

14:30 14:30

15:00

ボディコンバット60

１４：３０－１５：３０

OLL

ボディパンプ60

１１：４５ー１２：４５

中川　拓磨

OLL

酒井　佐知子 アクアビクス（エンジョイ）

１４：００ー１４：４５

ボディコンバット60

鶴田　大二郎

酒井　佐知子 アクアビクス（エンジョイ）

16:30
酒井　佐知子

16:30１６：００－１７：１５

永江大志・中川拓磨

15:30

16:00 16:00
ベリーダンス

１５：４５－１６：４５

エルメスカンパニー

１５：４５－１６：４５ １６：００－１６：４５

鈴木　冴良

ベリーダンス スイミングスクール

１５：４５－１６：４５ １５：４５－１６：４５

エルメスカンパニー 酒井　佐知子

ボディコンバット45

【営業】１０：００～２０：００　　　　　　　コナミスポーツクラブ岐阜

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

17:30 17:30

17:00 17:00

岩田　純子

１４：３０－１５：３０

フリー利用

スイミング
スクール

ボディアタック60
（有料イベント）

１３：１５－１４：１５

鶴田　大二郎

１４：００ー１４：４５

岩田　純子

スイミングスクール

ボディアタック45

１３：１５ー１４：００

鶴田　大二郎

ボディジャム
（有料イベント）

１４：３０－１５：３０

永江　大志

ボディコンバット
（有料イベント）

ボディバランス45※FX

１４：４５－１５：３０

Live配信クラス Live配信クラス

上記日程は、特別タイムスケジュールとなり

ます。詳細は別途ポスターをご覧ください。



12/18DAY (SUN)

①WEB先行予約

②通常予約

各クラス1週間前の日曜 7：00～11:50(※)

各クラス1週間前の日曜 13:00～(電話)／14:00～(店頭)

□WEB先行予約はコナミスポーツクラブメンバーサービス内 「スタジオ予約参加」 にてご予約いただけます。予約の際には別途330円(税込)の料金を

頂戴いたしますが、こちらでの取消し後、キャンセルチケットとしてお返しいたします。（購入日から90日以内でのご利用が無い場合無効となりますので

ご注意ください）
(※)予約日の11:50時点で①WEB先行予約を頂いているお客様は、こちらで予約枠の取消しをいたします。「中止メール」が届きますが、ご予約はお客様自身でキャンセルを

されない限りは完了しております。尚、キャンセルの際は、店頭かお電話でお願い致します。ご入金は前日までに施設にてお支払いください。入金後のキャンセル返金は致し

かねます。

コナミスポーツクラブ岐阜 （TEL：058-267-0726）

定員：50名
※参加費の表記金額は税込です

※本イベントは、スタジオイベントに関わる施設利用料を含ん

でおります。マシンジムやプール等のエリアをご利用いただく場

合は別途施設利用料を頂戴いたします。会員番号をお持ちで

ない方は参加できません。イベント前日までに参加費をお支払

いください。無い場合は後日参加費を頂戴いたします。

16:00～17:15

14:30～15:30

13:45～15:00

参加費：2,200円

参加費：1,650円

<<<<<<<<<<<<<<<<

ボディジャム レジェンド

是非ご参加ください！

13:15～14:15

参加費：1,100円

12/25DAY (SUN)

鶴田 大二郎 (岐阜)

永江 大志 (岡崎)

永江 大志 (岡崎) 中川 拓磨 (岐阜)



大人スイミング

スクール
増設！参加者募集！
大人の為の

スイミングスクール

レベルに合わせて週１回

習い事始めませんか？
金曜日 １３：００～１４：００ （６０分） 担当：猪俣 梢

【今回増枠するクラス】

日曜日 １５：４５～１６：４５ （６０分） 担当：酒井 佐知子

＜クラス内容＞
■ 定員 ： １０名

■ 月会費 ： 6,600円

■ クラス体験（初回）：1,100円

都度利用料（2回目以降）：初級1,650円

■ クラス申込 ： 店頭受付中

※随時体験受付中

フロント・お電話にて予約可能

□ 初級クラス・・・水慣れから２５ｍを各種目で

泳げるように練習するクラス




