
火曜日

コナミスポーツクラブ 江坂 スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール ２０２０年９月特別プログラム
月曜日 水曜日 木曜日

スタジオＡ 多目的スペース プール

金曜日 土曜日 日曜日
スタジオＡ 多目的スペース プール スタジオＡ

30 30

多目的スペース プール スタジオＡ 多目的スペース プール

8:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

10:00

10:00－10:40 10:00－10:40

スタジオＡ 多目的スペース プール スタジオＡ 多目的スペース

【スタジオ参加予約について】

【WEB予約について】
①WEB『コナミスポーツメンバーサービス』にログイン
②『スタジオ予約参加』から支店、クラスを検索し選択
③ご希望のクラスを選択し予約します。
※予約対象のクラスは1週間前に公開されます
※レッスンの予約/予約取消は、前日23:59で締め切らせて頂きます
※上限3クラスまでが予約可能です
【入場について】
・レッスン開始15分前までには受講準備を済ませ、スタジオ前にお越
しください
・予約順にインストラクターが案内いたします
・入場時、ご本人確認させて頂く場合がございます
・遅れてお越しいただくと入場できない場合がございます。安全上、
レッスン開始後の入場はお断りいたします。
【当日参加について】
・台帳記入制となります。
・ロッカーキー番号を台帳にご記入いただきます。
・台帳記入開始は該当レッスンの前のレッスン開始と同時にご記入
いただけます。

プール

10:00

30 30

8:00

30 30

9:00 9:00

11:00

10:00－10:45 10:00－10:45

10:30－11:15 10:30－11:15 11:00

ヨガ(心) アクアビクス(エンジョイ) ヨガ(体) アクアビクス(エンジョイ)

ヨガ(体) シンプリーヨガ45

背骨コンディショニング

10:00－10:45
藤村　真弓

シェイプエアロ

10:00－10:45
藤澤　正人吉田　雅代

11:15－12:0011:30－12:00

北野　香織 鹿子嶋　直美

ｵﾘｼﾞﾅﾙ健康体操
(ストレッチ)ボディバランス45※ST

12:00

11:15－12:00

※タオル必要
SAYURI

小林　珠美

30

11:15－12:00
北野　香織

12:00

フィンスイミング
11:00－11:30

シェイプエアロ

背骨コンディショニング

※1コースフリー利用

ボディパンプ45

※タオル必要

11:45－12:30
野村　里砂

ラテンエアロ
12:00－13:00

伊藤　由実子

伊藤　由実子 井上　智保子
11:15－12:00

30

小林　珠美

健美操30
クロール(初級)

佐藤　和美

30

14:00
馬場　久美子

14:00
アクアビクス(エンジョイ)

ボディバランス45※ST

アクアビクス(エンジョイ) ヨガ(心)

ボディコンバット30

30
與儀　恵子 與儀　恵子

13:00－14:00
中西　良子

伊藤　由実子
30 13:15－13:45 13:15－13:45 13:15－13:45

13:45－14:30

13:00-13:30

佐藤　和美

13:00

15:00

神保　純代

13:00
背泳ぎ(初級)

シェイプエアロ

小林　珠美
12:30－13:15

バタフライ(初級)

30 30
與儀　恵子

メガダンス30
12:30－13:00
鹿子嶋　直美

サーキットエクササイズ2
13:45－14:3013:45－14:30

14:00－14:40藤村　真弓

16:00

14:00－14:40 14:00－14:40藤澤　正人

13:00－13:30
平泳ぎ(初級) クロール(初級)

美しい歩き方教室

30

佐藤　和美

小池　智子
西村　茉夕

ヨガ(心)

15:15－16:00

シンプリーヨガ45

15:15－16:00 ボディパンプ45

運動塾 16:00

14:30－15:15
馬場　久美子

ボディパンプ30
12:30－13:00
北野　和良

シェイプエアロ

斎藤　真由子

14:00－14:45 14:00－14:45

ボディバランス45※ST

30 30

馬場　久美子
※1コースフリー利用

15:45－16:30
15:30－16:30 15:30－16:15岡田　貴仁

30
ダンス（中級）

18:00

30

17:00

30

16:55－17:55

ダンス（入門） 北野　和良

16:45－17:30
斎藤　真由子

癒し＆リラックス

20:00 20:00

■　当施設をご利用の会員様へのお願い　■

中西　良子

30

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あげます。西村　茉夕

19:30-20:00
鹿子嶋　直美

19:00 19:00

ボディジャム30
19:30-20:00

ボディバランス30※ST

19:30-20:00
メガダンス30

30

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

　　【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。

ステップ台・チューブ使用クラス 27名
20:30-21:00

小嵜　慧 野村　里砂
20:30-21:00

ボディパンプ30 メガダンス30

　　● プログラム参加の際は指定された場所にお並び下さい。
    ● お荷物等での場所取り等はご遠慮ください。

【　マーク表記に関して　】

23:00 23:00

日・祝 ９：００～１８：００

　　【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）

■ 営業時間のご案内 ■

30 30

30 30

土 ９：００～２０：００

岡田　貴仁

21:00
村井　龍哉 秀田　葉月

21:00

22:00

曜　日 営　業　時　間ボディコンバット30

22:00
月・水・木・金 ９：００～２３：００

※ST
ヨガ、ピラティスをベースにしたバランス力、コアの筋力アップを行い
ます。

腰痛・肩こり・坐骨神経痛などの痛みを背骨の歪みを整えることで根本から改
善してゆくプログラムです。タオルをご持参ください。

音楽に合わせて、エアロビクス運動と筋力トレーニングを交互に行い、体力向
上を目指すクラスです。

次ページ　10月スタジオ＆プール

ヨガ（心）
呼吸法や、瞑想の時間を充分にとり、じっくりと筋のをほぐしをし
ながら体の不調和の改善を図り、ココロとカラダの休息と質の良い
リラクゼーションを得るクラス。

21:30-22:00
秀田　葉月

ボディアタック30
21:30-22:00 21:30-22:00

野村　里砂

サーキットエクササイズ2とは

ボディパンプ30

30

※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

プライベートレッスン
12:10－12:40
伊藤　由実子

【定員に関して】

左記以外のクラス 27名

※1コースフリー利用

フィンスイミング

11:45－12:30

18:05－19:05

ボディパンプ30 ボディコンバット30

運動塾
ボディコンバット30

18:00-18:30

15:45－16:45

斎藤　真由子バレエエクササイズ

ボディアタック30
15:30－16:00

中西　良子

14:50－15:50

小林　由紀恵

フィンスイミング

30

運動塾
17:00

ダンス（初級）

ボディバランス45※ST

運動塾

空手

8:30-9:30

【※表記に関して】背骨コンディショニングとは

ヨガ（体）
ココロとカラダのバランスを整え、姿勢改善やバランス向上、シェイ
プアップ、筋力アップを目的とし、積極的にアーサナと呼吸を行い
ながら発汗を促し、爽快感、達成感のあるクラス。

【ヨガの名称と内容について】

　　【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）

成人水泳教室(初級)

野村　里砂

斎藤　真由子

30

18:00

30

30

15:00

30



火曜日

コナミスポーツクラブ 江坂 スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール ２０２０年１０月～１２月
月曜日 水曜日 木曜日

スタジオＡ 多目的スペース プール

金曜日 土曜日 日曜日
スタジオＡ 多目的スペース プール スタジオＡ

8:00

30 30

運動塾

空手9:00 9:00

多目的スペース プール スタジオＡ 多目的スペース プール

8:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

8:30-9:30
30

10:00－10:40

スタジオＡ 多目的スペース プール スタジオＡ 多目的スペース プール

30 30
北野　香織 鹿子嶋　直美 ヨガ(体) シンプリーヨガ45

30

10:00 10:00
ヨガ(心) アクアビクス(エンジョイ) ヨガ(体) 背骨コンディショニング アクアビクス(エンジョイ) シェイプエアロ

10:00－10:40

吉田　雅代 SAYURI 藤村　真弓 藤澤　正人

※タオル必要 10:30－11:15

10:00－10:45 10:00－10:45 10:00－10:45 10:00－10:45

10:30－11:1511:00 11:00
フィンスイミング

野村　里砂 佐藤　和美
11:00－11:30

ボディバランス45※FX シェイプエアロ 健美操
ｵﾘｼﾞﾅﾙ健康体操

(ストレッチ) ※1コースフリー利用
30 30

クロール(初級)
11:15－12:00 11:15－12:00 11:15－12:00 11:15－12:0011:30－12:00

30 30
メガダンス30 ボディパンプ30 伊藤　由実子 ラテンエアロ

12:00 12:00
成人水泳教室(初級) 11:45－12:30 11:45－12:30プライベートレッスン

ボディパンプ45 背骨コンディショニング北野　香織 小林　珠美 伊藤　由実子 井上　智保子 小林　珠美

※タオル必要
12:30－13:00 12:30－13:00 伊藤　由実子鹿子嶋　直美 北野　和良 12:30－13:15 プライベートレッスン

12:10－12:40 12:00－13:00 野村　里砂 佐藤　和美

13:00
背泳ぎ(中級) 12:50－13:20 美しい歩き方教室 ボディコンバット30

小林　珠美
13:00－13:30 與儀　恵子 13:00-13:30

平泳ぎ(初級) バタフライ(初級)
伊藤　由実子 13:00－14:00 斎藤　真由子

30 13:15－13:45 13:15－13:45

13:00

14:00
アクアビクス(エンジョイ) アクアビクス(エンジョイ) サーキットエクササイズ2 ヨガ(心) ボディバランス45※ST藤澤　正人 13:45－14:30

30

シェイプエアロ クロール(初級)
與儀　恵子 中西　良子

13:30－14:00 馬場　久美子
ボディバランス45※ST シェイプエアロ13:30－14:15

13:45－14:30
クロールトレーニング14:00－14:40 14:00－14:40 14:00－14:40西村　茉夕 藤村　真弓

與儀　恵子
14:00

15:00 15:00
ヨガ(心) プライベートレッスン シンプリーヨガ45 14:50－15:20

14:00－14:45 14:00－14:4530 30
與儀　恵子 小池　智子 14:10－14:55 バレエエクササイズ 中西　良子

小林　由紀恵

馬場　久美子
15:00－15:30 フィンスイミング 中西　良子

15:00－15:45 伊藤　由実子 15:00－15:45

斎藤　真由子
與儀　恵子

14:30－15:15 プライベートレッスン

30 30

15:10－16:10 フィンスイミング ボディパンプ45神保　純代 佐藤　和美

運動塾 癒し＆リラックス
※1コースフリー利用 15:30－16:30 15:30－16:1516:00 16:00

ダンス（入門） 15:45－16:30 北野　和良
※1コースフリー利用

馬場　久美子
30

15:45－16:45
30

ボディバランス45※FX

16:30－17:1517:00
運動塾

17:00

【スタジオ参加予約について】

斎藤　真由子

斎藤　真由子
30

ダンス（中級）
30

18:05－19:0519:00 19:00
ボディアタック30

ダンス（初級）

【WEB予約について】
①WEB『コナミスポーツメンバーサービス』にログイン
②『スタジオ予約参加』から支店、クラスを検索し選択
③ご希望のクラスを選択し予約します。
※予約対象のクラスは1週間前に公開されます
※レッスンの予約/予約取消は、前日23:59で締め切らせて頂きます
※上限3クラスまでが予約可能です
【入場について】
・レッスン開始15分前までには受講準備を済ませ、スタジオ前にお越
しください
・予約順にインストラクターが案内いたします
・入場時、ご本人確認させて頂く場合がございます
・遅れてお越しいただくと入場できない場合がございます。安全上、
レッスン開始後の入場はお断りいたします。
【当日参加について】
・台帳記入制となります。
・ロッカーキー番号を台帳にご記入いただきます。
・台帳記入開始は該当レッスンの前のレッスン開始と同時に
ご記入いただけます。

30 30

16:55－17:55
ボディコンバット4518:00 18:00

運動塾 17:45－18:30

19:00－19:30
ボディジャム45 岡田　貴仁

30 30
ボディバランス30※FX ボディバランス30※ST

19:15－20:0019:30-20:00 19:30-20:00
鹿子嶋　直美 西村　茉夕 中西　良子

20:00 20:00

30 30

ボディパンプ45 メガダンス30 ボディパンプ30 ステップ台・チューブ使用クラス 27名 左記以外のクラス 27名ボディコンバット45
20:30-21:00 20:30-21:00 ■　当施設をご利用の会員様へのお願い　■

【定員に関して】

秀田　葉月 小嵜　慧 20:30－21:15 21:00
村井　龍哉 野村　里砂

　　● プログラム参加の際は指定された場所にお並び下さい。

■ 営業時間のご案内 ■

30 【ヨガの名称と内容について】 30
ボディコンバット45 ボディアタック30

21:00 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あげます。

20:30－21:15

22:00

曜　日 営　業　時　間

22:00
秀田　葉月

ヨガ（体）
ココロとカラダのバランスを整え、姿勢改善やバランス向上、シェイ
プアップ、筋力アップを目的とし、積極的にアーサナと呼吸を行い
ながら発汗を促し、爽快感、達成感のあるクラス。

【　マーク表記に関して　】

月・水・木・金 ９：００～２３：００
21:30-22:00

ヨガ（心）
呼吸法や、瞑想の時間を充分にとり、じっくりと筋のをほぐしをし
ながら体の不調和の改善を図り、ココロとカラダの休息と質の良い
リラクゼーションを得るクラス。

　　● お荷物等での場所取り等はご遠慮ください。21:30－22:15 岡田　貴仁

日・祝 ９：００～１８：００

　　【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 30
　　【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。

土 ９：００～２０：００

サーキットエクササイズ2とは
　　【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）23:00

次ページ　テニス休講日プログラム

プールプライベートレッスンについて 背骨コンディショニングとは30

※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

30
【※表記に関して】30分：3,300円(税込)　ご希望に合わせて担当者がマンツーマン指導いたしま

す。
フロントにてご予約承ります。

腰痛・肩こり・坐骨神経痛などの痛みを背骨の歪みを整えることで根本から改
善してゆくプログラムです。タオルをご持参ください。 ※ST ヨガ、ピラティスをベースにしたバランス力、コアの筋力アップを行います。

音楽に合わせて、エアロビクス運動と筋力トレーニングを交互に行い、体力向
上を目指すクラスです。

23:00



時間 １番コート ２番コート ３番コート 4番コート 時間 １番コート ２番コート ３番コート ４番コート

12)中上級 13)初中級 14)中級

並行対雁行 バックハンド形式 ボレーからの形式
担当:上野

（定員6）

担当:林

（定員6）

担当：三木

（定員6）
3)中上級 4)初中級 16)初級・初中級

形式練習 雁行陣形式 形式練習
担当：榎原

    （定員6）

担当：近藤

（定員6）

担当：三木

（定員6）
6)初中級 7)中上級 17)初中級・中級 18)中上級

ストローク練習
サーブからの

形式と試合
ボレー形式 並行陣形式

担当：榎原

（定員6）

担当：近藤

（定員6）

担当：三木

（定員6）

担当：榎原

（定員6）
9)中上級 10)中級

並行陣形式
チャンスボールの

安定感向上
担当：榎原

（定員6）

担当：近藤

（定員6）
1レッスン　1,650円となります。価格は全て税込表記

★実施可否について★ ★キャンセル待ちについて★

各クラス4名以上で開催いたします。 ・キャンセル待ちのご連絡はキャンセルが出た場合のみご連絡いたします。

上記可否判断は前営業日の12:00に決定しご連絡致します。 　（キャンセルが出ない場合はご連絡いたしかねますのでご了承願います。）

受付時に連絡がつく電話番号をお伝えください。

★レンタルコートのご利用について★

★キャンセルについて★ ・お申込は、1グループにつき1面2時間までとさせていただきます。

お申し込みいただきましたレッスンをキャンセルされる場合はレッスンの2営業日前までに ・9/3（木）以降で空きのあるコートに関しましては制限なくお申込可能です。

お申し出ください。全額ご返金させていただきます。前営業日以降のキャンセルについては ・プライベートレッスン希望の方はインストラクターのスケジュールをご確認の上、お申込ください。

いかなる理由でもご返金致しかねます。（無断欠席も後日、徴収させていただきます。） ※プライベートのご予約は8/26(水)より優先的にお申込みいただけます。

※レンタルコートのキャンセル待ちは、お申込み順となります。

★休会・会員外の方の参加について★

・ご参加頂けません。会費会員様限定価格で実施しております。 ★レッスン・レンタルコート申込受付について★

9/2(水)19:00から電話受付開始、20:00から店頭受付開始

★料金について★

・レッスン前営業日までにお支払いをお済ませください。

ストローク・形式 サーブ・リターン

担当：林（定員10）

担当：杉浦 （定員8） 3,300円

担当：榎原（定員8）

15)中上級

バックハンドストローク形式 チャンスボール練習

担当：林 （定員8） 担当:榎原（定員10）

10:00

～

11:30

1)中上級 2)中級
10:00

～

11:30

11:40

～

13:10

5)　初級
11:40

～

13:10

次ページ　ゴルフ祝日プログラム

9/21(月祝)休講日 9/30(水)5週目休講日

2020年9月少人数有料プログラムのご案内~形式練習強化レッスン~

15:00

～

16:30

11)入門・初級
15:00

～

21:00

特別レンタルコート　1時間　2,200円
ストローク特訓

担当：杉浦 （定員8）

13:20

～

14:50

8)中級
13:20

～

14:50

特別レンタルコート

サーブ・リターン練習 1時間30分



【ゴルフスクール休講日・振替レッスン日のお知らせ】

9月 お知らせ
月 火 水 木 金 土 日 　　　■休講日

1 2 3 4 5 6 　　　　　　　9/30(水)第5週目の休講日となります。

1週目 　　　　　　　ゴルフレンジはご利用いただけません。

12 13 　　　■臨時休講日

休館日 1週目 1週目 1週目 1週目

7 8 9 10 11

2週目 　　　　　　　9/21(月祝)は臨時休講日となります。

14 15 16 17 18 19 20 　　　　　　　振替レッスンと一般向け体験会となります。

1週目 休館日 2週目 2週目 2週目 2週目

3週目

21祝 22 23 24 25 26 27

2週目 休館日 3週目 3週目 3週目 3週目

　　　　　〇9/21(月祝)振替レッスン時間（要予約）

臨時休講日 休館日 4週目 4週目 4週目 4週目 4週目 　　　　　　　　12:00～13:00　担当：西山 定員：6名

28 29 30 　　　　　　　　15:30～16:30　担当：西山 定員：6名

4週目 休館日 休講日 　　　　　

　　　　　〇9/21(月祝)無料体験レッスン（要予約）

　　　　　　　　10:30～11:30　担当：西山 定員：4名

　　　　　　　　14:00～15:00　担当：西山 定員：4名

　　　　　　　　　　　　　初めての方でも、経験者の方でもご参加いただけます。

　　　　　　　　　　　　　無料のレンタルクラブも用意しています。


