
火曜日

コナミスポーツクラブ 西葛西 スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール 2020年　9月～　※短縮営業及び下記タイムスケジュール実施の期間は追って案内致します

月曜日 土曜日 日曜日
５階スタジオ 3階スタジオ プール ５階スタジオ 3階スタジオ プール

水曜日 木曜日 金曜日
５階スタジオ 3階スタジオ プール ５階スタジオ

9:00

3階スタジオ プール

9:00

平日営業時間
10:00～22:00

土曜日営業時間
9:00～20:00

日曜日営業時間
9:00～18:00

松井　孝彦
10:00

成人水泳教室

3階スタジオ プール ５階スタジオ 3階スタジオ プール ５階スタジオ

9:30-10:30

30 30
ボディパンプ30 成人水泳教室 成人水泳教室
9:30-10:00

（成人ＡＢ） （成人ＡＢ）
10:00

9:30-10:30

初級 初級
30 30

成人水泳教室 成人水泳教室 健美操

店：3W：12

久保田　祥子
11:00

10:30-11:30 10:45-11:30 10:45-11:30 10:30-11:30

ヨガ　（体） （成人Ａ） ボディパンプ45 （成人Ａ）

成人水泳教室 成人水泳教室

10:45-11:30
11:00

10:30-11:15 （成人Ａ） ボールエクササイズ ヨガ　(体) （成人ＡＢ） シェイプステップ ボディバランス45※FX （成人ＡＢ）

10:45-11:30 10:30-11:30 10:45-11:30 10:30-11:30 10:45-11:30 10:30-11:30

30
MISAKIGA 中級大貫　愛子

30
成人水泳教室 成人水泳教室 成人水泳教室 成人水泳教室

深瀬　良子 初中級 善幸　いづみ 初中級 初中級 市川　由起子W：20 店：5

店：5W：20 店：5

（成人Ａ） （成人Ａ） 太極拳 （成人Ａ） （成人ＡＢ） （成人ＡＢ）

成人水泳教室

小牧　由梨恵 中級

W：20

12:00 12:00
シンプリーエアロ 11:30-12:30 11:30-12:30 11:45-12:30

12:00-12:40 上級 ラテンエアロ45 上級 久仁

11:30-12:30 シェイプエアロ ボディバランス45※ＳＴ 11:30-12:30 オリジナルバレエ 11:30-12:30

30 30
草地　恵子

マスターズスイミング 12:15-13:00 マスターズスイミング 小泉　淳

上級 12:00-12:45 12:00-12:45 上級 12:00-12:45 上級

田代　ひろみ 鶴原　文香

大貫　愛子
12:30-13:30 12:30-13:3013:00 13:00

シェイプエアロ

潮田　由美子 潮田　由美子ボディパンプ30 13:00-13:45 ボディコンバット45 背骨コンディショニング テクニカルエアロ（ロー） ジャズダンス

W：20 店：5
W：20 店：5

30 13:15-13:45 30

松井　孝彦

菊橋　康孝　 志賀 敬子 志渡澤　由紀子
14:00 14:00

山本　篤子 ストレッチ＆ウォーク（池田）

健康水泳教室 フラダンス 小泉　淳 健康水泳教室 13:15-14:00 13:15-14:00 13:15-14:00 13:15-14:00

13:30-14:15
（健康） （健康）

鶴原　文香

30 ウォーク＆ジョグ 14:15-14:45 30
ボールエクササイズ 14:15-15:00 バレエエクササイズ シェイプステップ

14:30-15:15 14:35-14:55 ボディバランス45※ＳＴ 池田　知貴 小牧　由梨恵 14:30-15:15 14:30-15:15

ストレッチ＆ウォーク（潮田） 14:25-14:55

15:00
市川　由起子 アクアビクス（シェイプ） 志渡澤　由紀子 佐藤　有里

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

１3:30-14:30
14:00-14:20

１3:30-14:30ヨガ　(体) 腰痛ケアアクア

15:00
サーキットエクササイズ1 14:45-15:30 ストレッチ＆ウォーク（潮田） 榎本　愛子

15:00-15:30

ボディジャム45

30 アクアビクス 30
右記参照 ヨガ（体）15:25-15:55

15:30-16:15 志渡澤　由紀子 ピラティス ボディコンバット45 15:30-16:15 右記参照

MISAKIGA

16:00 16:00
薮崎　光恵 15:45-16:30

潮田　由美子 山田　龍王

店：5

隔週にて変更

16:00-16:30
榎本　愛子 熊　優一 菊橋　康孝　佐藤　有里

W：20 店：5

→10日・24日

ボディジャム30 紺野　みく

17:00 17:00
2020年9月度タイムスケジュールについて ボディパンプ30

17:00-17:30

運動塾
ダンシングスターズ

（お子様専用クラス）

運動塾
ダンシングスターズ

（お子様専用クラス）

30 30

ボディパンプ45 菊橋　康孝　
30 30

■スタジオプログラム間隔を30分以上空けて除菌・換気を実施致します 17:15-18:00

■スタジオレッスンの実施時間は45分以内とさせていただきます。

■第2スタジオ（3階）　※参加可能12名
18:00-19:00

18:00 18:00
■第1スタジオ（5階）　※参加可能ツール無し25名　ツール有り15名 マスターズスイミング

■スタジオプログラム参加人数はスタジオ定員に対してパーソナルスペースの確保を優先致します。 善幸　いづみ

W：12 店：3

30 30

W：12 店：3

※レッスン枠、下の「W」はWEB予約枠の数字・「店」は店頭受付枠の数字になります。
石田 晃基ハウスダンス

18:45-19:30

20:00

19:00
シンプリーステップ メガダンス45 ヨガ　(心) ボディパンプ45

■　当施設をご利用の会員様へのお願い　■
30

宮城　小百合 成人水泳教室 佐藤　有里 成人水泳教室

19:00-19:40 19:00-19:45 19:00-19:45 19:00-19:45 リンダ

19:00

深瀬　良子 柳田　ひとみ 成人水泳教室
　　● レッスン開始後の途中入退場はご遠慮ください。水分補給はこまめに摂りましょう。

（成人Ｂ） （成人Ｂ） （成人Ｂ）店：5 W：20 店：5
　　● レッスン途中のツールの片付けはインストラクターの指示がない限りご遠慮ください。20:00

19:30-20:30 ボディバランス45※FX 19:30-20:30 19:30-20:30

店：3W：20

30

ボディコンバット45 初中級/上級 ボディパンプ45 20:00-20:45 初級/中級

　　● レッスン担当者及びレッスン内容は都合により変更する場合がございます。

月・水・木・金 １０：００～２２：００

初級/中級

■ 短縮営業時間のご案内 ■

20:30-21:30

30 30
20:15-21:00 マスターズスイミング 20:15-21:00 矢崎　清代 成人水泳教室 成人水泳教室

20:30-21:15

W：12 店：3 W：20 店：5店：5W：20

（成人Ｂ）
21:00 曜　日 営　業　時　間 21:00

上級 上級
30 30

W：20 店：5

佐藤　有里 20:30-21:30

石田　晃基 張間 典之

【WEB予約枠数マーク】
WEB予約枠数を表しています。

店 【店頭受付枠数マーク】
当日の店頭受付枠数を表しています。

W

柳田　ひとみ 松井　孝彦 （成人Ｂ） 矢崎　清代
20:30-21:30 20:30-21:30

30

実施クラスによりWEB予約枠数や店頭受付枠数は異なります。また他支店とシステムが異なりますので、別紙にて詳細をご確認くださいませ。
※祝休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
【変更マーク】
前回より時間・内容・担当者等が変更になったプログラム、クラスです。

23:00 23:00

22:00 22:00

2020年9月よりスタジオプログラム参加にはWEB予約（無料）と店頭受付（無料）の2パターンになります。
【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） 日・祝 ９：００～１８：００

【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。30

土 ９：００～２０：００
【安心マーク】
ご自身で運動強度を変える事ができる初めての方や久しぶりの方でも特に始め
やすいプログラムです。

メガダンス45

→3日・17日

ZUMBA

W：20 店：5

20:15-21:00 マスターズスイミング ボディジャム45 

W：20 店：5

W：20 店：5

W：20 店：5

W：20 店：5

W：20 店：5

W：20 店：5

W：12 店：3

14:30-15:15

池田　知貴

15:45-16:30 15:45-16:30

W：12 店：3

W：12 店：3

W：12 店：3

W：20 店：5

W：20 店：5

W：20 店：5

W：20 店：5

W：20 店：5

W：20 店：5

W：20

W：19 店：5

W：19 店：5

W：12

W：9 店：3

W：9 店：3

W：9 店：3

W：9 店：3

W：12 店：3

W：20 店：5

W：20 店：5

W：20 店：5

W：20 店：5 →13日・27日

隔週にて変更

ボディコンバット45

→6日・20日

ボディアタック45

ボディバランス45※ＳＴ



W：20 店：5

メガダンス45

１５:３０－１６:１５

佐藤　有里

※スクール会員制

成人水泳教室

（成人AB）

１０:３０－１１:３０

初中級

成人水泳教室

（成人AB）

１１:３０－１２:３０

上級

※店頭受付は実施クラス60分前～

◆左記レッスン下の「W」と「店」について

１３:３０－１４:３０

健康

健康水泳教室

店：３

◆スタジオプログラム参加にはWEB予約

（1週間前より申込可）もしくは店頭受付

（当日店頭のみ受付可）が必要になります。

◆マスクの着用をお願いいたします。

◆水分補給をこまめにお願いいたします。

松井　孝彦

【ご案内】
シンプリーステップ

「W」はWEB予約枠数を表しております。

「店」は店頭受付枠数を表しております。

１４:１５－１４:５５

矢崎　清代

W：１２

W：20 店：5

W：１２ 店：３

シェイプエアロ45

１１:４５－１２:３０

大貫　愛子

ボディパンプ45

１３:００－１３:４５

W：20 店：5

ボディバランス45※FX

１０:３０－１１:１５

MISAKIGA

9月21日(月)祝日プログラム
  コナミスポーツクラブ 西葛西　ＴＥＬ03-3686-8833  営業時間　9:00-18:00

スタジオ（5階） スタジオ（3階） プール（4階）


