
火曜日

 

30腸＆リンパ美人
エクササイズ 40名 20名 20名

📞075-492-4700ボディパンプ 35名 25名

日・祝休日 １０：００～１８：００エアロビクス等 40名 28名 12名
【スクールマーク】　　スクール会員対象クラスです。

【有料プログラムマーク】　　別途参加料金が必要になります。
（フロントにてお申込下さい）安心、安全、快適にご利用いただく為に、2020年9月より、全てのスタジオ

プログラム※が、WEB予約となります。利用料は無料、最大3クラスまで予
約可能です。詳しくは、館内掲示板、HP、配布チラシをご参照いただく
か、スタッフまでお問合せくださいませ。※Oyz運動スクール、バレエ教室除
く

スタジオ定員の70%がWEB予約枠となります。
(例:現在のスタジオ定員はもともとの50%としておりますので、40名定
員の場合28枠がWEB予約枠となります。) ※WEB予約の方はレッス
ン開始の15分前までにスタジオ入口にお越しください。

当日、フロントに各クラスの参加頂ける人数を掲示致します。
WEB予約以外のスタジオ参加方法は、レッスン開始30分前よりスタジ
オ前にお並びください。一部対象クラスは、30分前より整理券を配付
しております。※入場順につきましては、①WEB予約の方 ②当日整
列(※整理券)の方 の順になります。

ヨガ、ピラティス等

10名 【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。骨盤フレックス 30名 21名 9名

※祝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山岡　将太郎 田中　千裕 國井　凜来 ※月毎に開催曜日が異なります。詳細に関しましては、プール内掲示版をご確認くださいませ

80名 56名 24名

【スタジオWEB予約について】 【WEB予約枠】 【WEB予約以外の参加について】 プログラム名 スタジオ定員 WEB定員

22:00 21:30-22:30 22:00
【　マーク表記に関して　】 曜　日　：　時　間

吉田　暁
【整理券マーク】　クラス参加の際に事前に整理券を配布致します。
詳しくはマシンジム内掲示板をご確認くださいませ 月・水・木・金 ９：００～２３：００30 30

【安心マーク】　　ご自身のペースで運動を行いたいと考える方へ
お勧めのクラスです。

土 １０：００～２０：００23:00 23:00
当日整列人数

30 30

21:00 21:00

30 21:00-22:00 21:00-22:00 21:00-22:00 30

Hiit
●健康水泳教室…1ヶ月単位のみでのお申込となります。

ボディジャム ボディアタック ボディコンバット
方法に関しましては、マシンジム掲示板をご確認くださいませ。吉田　暁

■　プール有料プログラムのご案内　■ ■　営業時間のご案内　■

30

シェイプエアロ

30

20：15-21:00 ボディコンバット45 にスタッフが人数を集計し、定員次第、締め切らせていただきます。

髙栁　友弥 ●一部、混雑が予測されるクラスに関して、整理券を配布しております。
20:30-21:15

20:00 20:00
ボディコンバット30 吉田　暁 コアクロス 腸活体操 調整系レッスン：80名、腸＆リンパ美人エクササイズ：40名、骨盤フレックス：30名、ボディパンプ：35名

20:00-20:30 20：00-20:30

● 定員枠について…FIAガイドラインにもとづき、変更を致します。※ヨガ、ピラティス等の

マスターズスイミング ●プログラム開始30分前にスタジオ横に一列でお並びください。プログラム開始15分前山岡　将太郎 小林　良亮 國井　凜来

30
シェイプエアロ

18:15-19:15
ボディアタック45

18:45-19:30
● スタジオご参加の際は、マスク等を着用くださいますようお願い申し上げます。山岡　将太郎 末村　佳子 神田 裕子

バタフライ初級 平泳ぎ初級 ● 担当者、プログラム内容は都合により変更となる場合があります。

19:30-20:00 メガダンス30 19:30-20:00

髙栁　友弥 19：40-20：10

18:45-19:30 下垣 泰子 18:45-19:30

手原　拓真

30

16:15-17:15
ボディバランス45※FX ボディコンバット17:00

吉田　暁
17:00

ボディバランス45※FX

腸＆リンパ美人エクササイズ4518:30-19:15
鈴木　郁美

16:45-17:45
田中　千裕 17:00-17:4530

三浦　征樹

19:00
■　スタジオ・プールプログラムご参加にあたって　■

30
吉田　暁

18:00 18:00

バレエ30

平野　亮介
15：45-16:15

市田　寛子 髙栁　友弥
30

吉田　暁
30

フラダンス 少人数制スクール
ボディコンバット

tec＆60

ボディコンバット45
15:15-16:15コアクロス

16:00
中谷　恭子

15:30-16:45
國井　凜来 マシンスタッフ 高柳　友弥

ボディコンバット

マスターズスイミング
15:30-16:15 15:30-16:15

30
吉田　暁

15:00
アクアビクス（エンジョイ） 背泳ぎ初級

吉田　暁 村松 真由美
15：00-15:30 15:00-15:30 14:45-15:45

ボディパンプ

吉田　暁
　ボディパンプ14:30-15:15 神田　裕子 14:30-15:15

14：15-14:45 30
ボディパンプ45 ZUMBA4514:15-15:00 村松 真由美 橋本　繭美 14:15-15:00 原田 圭子 市田　寛子 髙栁　友弥

吉田　暁
髙栁　友弥 髙栁友弥高城　順子 ボディアタック30

松本　尚子
14:00 13：45-14:15 14:00

Hiit 吉田　暁

ボディアタック45
アクアビクス（シェイプ） アクアビクス（エンジョイ） オリジナルボディコンシャス

（ピラティス）
アクアビクス（エンジョイ） ストレッチ＆ウォーク バタフライ初級

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

13:00
　健康水泳教室 　健康水泳教室

リズム＆ストレッチ
ヨガ（心）

リズム＆ストレッチ
シンプリーエアロ

村松　真由美 CHAKO 松本　久美 高城　順子 深見　龍大
水中腸活ウォーキング

メガダンス30
13：00-14：00 13：00-14：0013:15-13:45 13:15-13:45 13:15-13:45

12:45-13:00
國井　凜来

30
原田　圭子 13:15-14:00

30 30

クロール中級
11:45-12:3012:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30

12:00-12:45 12:00-12:45 立木　亜希子 12:00-12:45 立木　亜希子

シェイプエアロ
12:00 12:00

シェイプエアロ ワークアウトエアロ ヨガ（心） メガダンス45
平泳ぎ初級

背骨コンディショニング
クロール初級

今井　由美 市田　寛子

12:00-12:45 神田　裕子 12:00-12:45

11：00-11：30 11:00-11:30

10:00

30

11:00

吉田　安里沙

深見　龍大アクアビクス（エンジョイ） アクアビクス(エンジョイ）
神田 裕子 宮本　麻紀 末村　佳子 下垣 泰子 宮本　麻紀

10:30-11:30アクアビクス（エンジョイ） アクアビクス（エンジョイ）
10:45-11:30

市田　寛子
11:15-11:45 11:15-11:45

神田　裕子

OyZ運動スクール ヨガ（心） OyZ運動スクール

9:30-10:15 9:30-10:30 9:30-10:15 9:30-10:30

30
ストレッチ＆ウォーク アクアビクス（エンジョイ） ストレッチ＆ウォーク

ZUMBA45 ボディジャム10：30-11:00 10：30-11：00 10：30-11：00

市田　寛子 10:30-11:15腸＆リンパ美人エクササイズ45 芹澤 宏江

東上　愛 高城　順子
神田　裕子 松本　久美

8:00

毎
週
火
曜
日
は
休
館
日
で
す

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

30

30

13:00

下垣　泰子 13:15-13:55

15:00
村上　陽子

16:00 15：45-16:15

16:45-17:30

19:00

20:00-20:30

10:00

11:00

30

シェイプエアロ ワークアウトエアロ シェイプエアロ今井　由美

8:00

30 30

9:00 9:00

30 30
ヨガ（心）

スタジオ プール スタジオ プール スタジオ プール スタジオ プール スタジオ
金曜日 土曜日 日曜日

プール スタジオ プール

コナミスポーツクラブ 北大路 スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール 2022年8月
月曜日 水曜日 木曜日

整

整

整

整整

整

整

整

整

整

整

整 整

整

整

整

整

整

整



火曜日

 

プール スタジオ プール

コナミスポーツクラブ 北大路 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

8:00

30 30

9:00 9:00

30 30
ヨガ（心）

スタジオ プール スタジオ プール スタジオ プール スタジオ プール スタジオ
金曜日 土曜日 日曜日

8:00

毎
週
火
曜
日
は
休
館
日
で
す

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

30

30

13:00

下垣　泰子 13:15-13:55

15:00
村上　陽子

16:00 15：45-16:15

16:45-17:30

19:00

20:00-20:30

10:00

11:00

30

シェイプエアロ ワークアウトエアロ シェイプエアロ今井　由美

OyZ運動スクール ヨガ（心） OyZ運動スクール

9:30-10:15 9:30-10:30 9:30-10:15 9:30-10:30

30
ストレッチ＆ウォーク アクアビクス（エンジョイ） ストレッチ＆ウォーク

ZUMBA45 ボディジャム10：30-11:00 10：30-11：00 10：30-11：00

市田　寛子 10:30-11:15腸＆リンパ美人エクササイズ45 芹澤 宏江

東上　愛 高城　順子
神田　裕子 松本　久美

神田 裕子 宮本　麻紀 末村　佳子 下垣 泰子 宮本　麻紀

10:30-11:30アクアビクス（エンジョイ） アクアビクス（エンジョイ）
10:45-11:30

市田　寛子
11:15-11:45 11:15-11:45

神田　裕子

今井　由美 市田　寛子

12:00-12:45 神田　裕子 12:00-12:45

11：00-11：30 11:00-11:30

10:00

30

11:00

吉田　安里沙

深見　龍大アクアビクス（エンジョイ） アクアビクス(エンジョイ）

30 30

クロール中級
11:45-12:3012:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30

12:00-12:45 12:00-12:45 立木　亜希子 12:00-12:45 立木　亜希子

シェイプエアロ
12:00 12:00

シェイプエアロ ワークアウトエアロ ヨガ（心） メガダンス45
平泳ぎ初級

背骨コンディショニング
クロール初級

13:00
　健康水泳教室 　健康水泳教室

リズム＆ストレッチ
ヨガ（心）

リズム＆ストレッチ
シンプリーエアロ

村松　真由美 CHAKO 松本　久美 高城　順子 深見　龍大
水中腸活ウォーキング

メガダンス30
13：00-14：00 13：00-14：0013:15-13:45 13:15-13:45 13:15-13:45

12:45-13:00
國井　凜来

30
原田　圭子 13:15-14:00 吉田　暁

髙栁　友弥 髙栁友弥高城　順子 ボディアタック30
松本　尚子

14:00 13：45-14:15 14:00

Hiit 吉田　暁

ボディアタック45
アクアビクス（シェイプ） アクアビクス（エンジョイ） オリジナルボディコンシャス

（ピラティス）
アクアビクス（エンジョイ） ストレッチ＆ウォーク バタフライ初級

30 14：15-14：45 14：15-14：45 14：15-14：45 14：15-14：45 14:00-15:00 14：15-14:45 30
ボディパンプ45 ZUMBA4514:15-15:00 村松 真由美 橋本　繭美 14:15-15:00 原田 圭子 市田　寛子 髙栁　友弥

15:00
アクアビクス（エンジョイ） 背泳ぎ初級

吉田　暁 村松 真由美
15：00-15:30 15:00-15:30 14:45-15:45

ボディパンプ

吉田　暁
　ボディパンプ14:30-15:15 神田　裕子 14:30-15:15

平野　亮介
15：45-16:15

市田　寛子 髙栁　友弥
30

吉田　暁
30

フラダンス 少人数制スクール
ボディコンバット

tec＆60

ボディコンバット45
15:15-16:15コアクロス

16:00
中谷　恭子

15:30-16:45
國井　凜来 マシンスタッフ 高柳　友弥

ボディコンバット

マスターズスイミング
15:30-16:15 15:30-16:15

30
吉田　暁

30

16:15-17:15
ボディバランス45※FX ボディコンバット17:00

吉田　暁
17:00

ボディバランス45※FX

腸＆リンパ美人エクササイズ4518:30-19:15
鈴木　郁美

16:45-17:45
田中　千裕 17:00-17:4530

三浦　征樹

19:00
■　スタジオ・プールプログラムご参加にあたって　■

30
吉田　暁

18:00 18:00

バレエ30

バタフライ初級 平泳ぎ初級 ● 担当者、プログラム内容は都合により変更となる場合があります。

19:30-20:00 メガダンス30 19:30-20:00

髙栁　友弥 19：40-20：10

18:45-19:30 下垣 泰子 18:45-19:30

手原　拓真

30
シェイプエアロ

18:15-19:15
ボディアタック45

18:45-19:30
● スタジオご参加の際は、マスク等を着用くださいますようお願い申し上げます。山岡　将太郎 末村　佳子 神田 裕子

30

シェイプエアロ

30

20：15-21:00 ボディコンバット45 にスタッフが人数を集計し、定員次第、締め切らせていただきます。

髙栁　友弥 ●一部、混雑が予測されるクラスに関して、整理券を配布しております。
20:30-21:15

20:00 20:00
ボディコンバット30 吉田　暁 コアクロス 腸活体操 調整系レッスン、エアロビクスレッスン、：60名、ボディパンプ：50名、腸＆リンパ美人エクササイズ：40名

20:00-20:30 20：00-20:30

● 定員枠について…FIAガイドラインにもとづき、変更を致します。※ヨガ、ピラティス等の

マスターズスイミング ●プログラム開始30分前にスタジオ横に一列でお並びください。プログラム開始15分前山岡　将太郎 小林　良亮 國井　凜来
30 30

21:00 21:00

30 21:00-22:00 21:00-22:00 21:00-22:00 30

Hiit
●健康水泳教室…1ヶ月単位のみでのお申込となります。

ボディジャム ボディアタック ボディコンバット
方法に関しましては、マシンジム掲示板をご確認くださいませ。吉田　暁

■　プール有料プログラムのご案内　■ ■　営業時間のご案内　■

22:00 21:30-22:30 22:00
【　マーク表記に関して　】 曜　日　：　時　間

吉田　暁
【整理券マーク】　クラス参加の際に事前に整理券を配布致します。
詳しくはマシンジム内掲示板をご確認くださいませ 月・水・木・金 ９：００～２３：００30 30

【安心マーク】　　ご自身のペースで運動を行いたいと考える方へ
お勧めのクラスです。

土 １０：００～２０：００23:00 23:00
当日整列人数

21名 【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。

※祝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山岡　将太郎 田中　千裕 國井　凜来 ※月毎に開催曜日が異なります。詳細に関しましては、プール内掲示版をご確認くださいませ

60名 29名 31名

【スタジオWEB予約について】 【WEB予約枠】 【WEB予約以外の参加について】 プログラム名 スタジオ定員 WEB定員

30
ボディパンプ 50名 24名 26名

📞075-492-4700
腸＆リンパ美人

エクササイズ 40名 19名

日・祝休日 １０：００～１８：００エアロビクス等 60名 29名 31名
【スクールマーク】　　スクール会員対象クラスです。

【有料プログラムマーク】　　別途参加料金が必要になります。
（フロントにてお申込下さい）安心、安全、快適にご利用いただく為に、2022年9月よりスタジオ予約参

加（有料：優先入場）を導入いたします。スタジオプログラム※が、WEB予
約でご参加いただけるようになります。詳しくは、館内掲示板、ホームペー
ジをご参照いただくか、スタッフまでお問合せくださいませ。
※スクールレッスン（Oyz運動スクール、少人数制スタジオレッスン）除く

2022年9月以降、スタジオ定員の49%がWEB予約枠となります。
(例:スタジオ定員60名の場合29枠がWEB予約枠となります。)   　※
WEB予約の方はレッスン開始の15分前までにスタジオ入口にお越しく
ださい。

当日、フロントに各クラスの参加頂ける人数を掲示致します。
WEB予約以外のスタジオ参加方法は、レッスン開始15分前よりスタジ
オ前にお並びください。一部対象クラスは、30分前より整理券を配付
しております。※入場順につきましては、①WEB予約の方 ②当日整
列(※整理券)の方 の順になります。

ヨガ、ピラティス等
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