
火曜日

20:30-21:15

STUDIO② 【定員】24名　 ※店頭予約のみとなります。

30 30
【温活プログラム】　　身体を温め血液循環を良くするプログラム（クラ
ス）です。

【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。

22:00 22:00
STUDIO① 【定員】35名　【Web予約】25名　【店頭予約】10名

20:00

21:00
三木 晴果

30 30

ボディアタック45 ボディコンバット45 ボディパンプ45 ボディバランス45※FX
20:00-21:15

小笠原 麻美 20:20-21:20 【　マーク表記に関して　】
21:00

依田 勇輝 【安心マーク】　　　初めての方、低体力者の方も安心です。高橋　裕子 松島 恵 福永 裕子 Kiyoka

【スクールマーク】　　スクール会員対象クラスです。

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

20:00
台帳設置時間/18:15-19:15 スイミング初級

少人数制スクール
【ボディジャム】

フィンスイミング 台帳設置時間/18:15-19:15 台帳設置時間/18:15-19:15
依田 勇輝

少人数制スクール
【バレエ】

高橋　裕子 森　文葉 三木 晴果 19:30-20:15 Kiyoka

藤木 宥樹
20:00-20:30 20:00-20:30
依田 勇輝 大橋 仁花

19:45-21:00 マスターズスイミング

19:30-20:15

30 30

スイミングフォーム スイミング初級19:15-20:00 19:15-20:00 19:15-20:00 19:15-20:00

18:00

30
ダンシングスターズ
（有料スクール）

ダンシングスターズ
（有料スクール） 18:00-19:1518:15-19:15

鹿野 麻衣子
ダンシングスターズ
（有料スクール） 石丸 和美

18:30-19:30 18:30-19:3019:00
小笠原　麻美

19:00
18:40-19:40

ボディパンプ45 メガダンス45 ボディアタック45
オリジナルボディコンシャス

POP Pilates

18:00
ヨガ(体) ボディジャム

(有料スクール)
バレエ

井川 真紀30 30
定員20名 ダンシングスターズ

（有料スクール）17:15-18:15 17:15-18:15

17:30-18:30

17:45-18:45
空手キッズ

（有料スクール） 18:00-18:45 18:00-19:00
(有料スクール)

30
平松　和幸

ラテン

16:45-17:30 16:45-17:4517:00-17:30
小笠原 麻美ダンシングスターズ

（有料スクール）
ダンシングスターズ
（有料スクール）

石山 広志
17:00-18:00

宮川 裕子 平松 和幸

ボディバランス30※FX
16:45-17:30

30

15:30-16:3016:00 16:00
ダンシングスターズ
（有料スクール） 久保 亘15:45-16:30 三船 麻里子 15:45-16:30 Kiyoka

岩井 優香里
30

少人数制
スタジオレッスン

【バレエ】

石山 広志
16:00-17:00

星 亜紀 ダンシングスターズ
（有料スクール）

16:20-17:20
バレエ初中級 ラテンエアロ ボディコンバット

16:15-17:30 17:00

30

ヨガ(心)
オリジナルボディコンシャス

POP Pilates
マスターズスイミング大石 りえ

小笠原 麻美 15:20-16:20
ヨガ(心)15:30-16:15 15:30-16:15

15:00 15:00
ヨガ(心)福井 和枝 石丸　和美

石丸 和美

少人数制スクール
【バレエ】

14:30-15:15 森 文葉
14:30-15:30

児玉 まゆみ
14:30-15:30

川島 治美

子どもスクール
15:15-18:45空手キッズ

（有料スクール）

奇数週：ST

子どもスクール
15:15-18:45

14:45-16:00 15:00-15:45 ボディコンバット30 偶数週：FX

ボディコンバット45

17:00

14:00-15:00

14:15-15:00 14:15-15:00 14:15-15:00
三木 晴果

奥田　由美子 14:30-15:15 土屋　里恵 花田　和子

少人数制スクール
【骨盤矯正】 ボディバランス4514:15-15:00 14:15-15:00

アクアビクス 13:55-14:40 スイミングトレーニング アクアビクス 背骨コンディショニング

13:30-14:3014:00
ボディコンバット45

14:00
ボディパンプ

13:50-14:35 高橋 裕子 木下 美香子
ボディバランス45※ST

ERI 三木 晴果 奥田　由美子
13:15-14:30旭　香

13:15-14:30 アクアビクス
石丸　和美

30 栗山　清枝 30

シェイプステップ
少人数制スクール

【ピラティス】
吉田　永司

温活 13:10-13:40

石丸 和美 13:15-14:00 福永 裕子

12:50‐13:35 岩井 優香里
コアクロス

ヨガ(心)

(有料スクール)

13:00 12:30-13:30
担当者：隔週

30 岩崎 早友里 13:00-14:00 13:15-13:45
初中級 少人数制スクール

【テクニカルエアロ】13:15-14:00

ハワイアンフラ 13:00-13:45 13:00-14:00 13:00-14:00

13:00
ズンバ45

少人数制スクール
【ヒップホップ】

少人数制スクール
【ビューティーピラティス】

成人スイミング ストレッチ＆ウォーク
13:00-13:20
土屋 里恵

腸活

12:00-13:15
谷岡 猛 12:15-13:00

木下 美香子 (有料スクール) 土屋　里恵
バレトン

岩井　優香里

(有料スクール)
メガダンス45 少人数制スクール

【ボディアタック】

ボディパンプ30

30

子どもスクール
13:30-15:45

谷岡 猛

子供スクール
13:15-14:45

30 奥田　由美子 30
成人スイミング 12:10-12:55木下 美香子 高橋　裕子

11:30-12:30 奥田　由美子 ボディパンプ45
12:05-12:35

11:45-13:00 アクアビクス12:00-12:45 堂平 舞花 星　亜紀 12:00-12:45 12:00-12:45 12:00-12:45

福永 裕子

岩井 優香里 ボディアタック45 少人数制スクール
【ボディコンバット】

シェイプステップ
11:30-12:45

背泳ぎ初級 11:45‐12:3012:00-12:30
花田 和子 アクアビクス

30
福井 和枝

30
11:10-11:55 少人数制スクール クロール初級

スイミングフォームハワイアンフラ (有料スクール)
木村 紀子 11:30-12:00

中級 【背骨・骨盤(シェイプアップ)】 シェイプエアロ 少人数制スクール
【骨盤ストレッチ】

11:20-12:20
腸活 奥田　由美子 11:30-12:15

12:00 (有料スクール) 12:00
シェイプエアロ

コアクロス

シンプリーエアロ シンプリーエアロ シェイプエアロ

10:45‐11:30 10:45-11:30 10:45-11:30 10:45-11:45マスターズスイミング
（初級）

星　亜紀 土屋 里恵 木下 美香子
木下 美香子 成人スイミング 福井 和枝 Nao

福井 和枝

30
鈴木 眞里子

30
腰痛ケアアクア 10:00-11:00 ステップアップ

10:30-10:55
梅田 規子

ダンシングスターズ
（有料スクール）

酒井 憲二
10:30-11:00

土屋 里恵
ボディバランス45※ST

少人数制スクール
【テクニカルエアロ】

木村 紀子
10:30-11:3011:00 11:00

10:45-11:25 ロコモ･コア
11:00-11:25
梅田 規子

10:40-11:25 10:45-11:25

星　亜紀 アクアビクスオリジナル健康体操

骨盤ストレッチ

水中温活ウォーキング
9:30-10:15 9:30-10:1510:00 10:00

オイズスクール
(有料スクール)

9:50-10:20 少人数制スクール 児玉　まゆみ オイズスクール
(有料スクール) 福井 和枝

木村 紀子 10:00-10:30
【機能改善】

10:00-11:00 10:00-11:00
土屋 里恵 児玉 まゆみ

神馬 加奈 星　亜紀 川島 治美
9:45-10:45 9:45-10:30

9:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

オリジナル健康体操

骨盤ストレッチ
ヨガ(体)

9:15-10:15

9:00

子どもスクール
9:00-12:00

子どもスクール
9:00-12:00

ダンシングスターズ
（有料スクール）30 30

健美操
オリジナル健康体操

骨盤ストレッチ
シンプリーエアロ シェイプエアロ

温活
9:30-10:10 オイズスクール

(有料スクール) アクアビクス9:30-10:15 水中温活ウォーキング 9:30-10:15 温活 9:30-10:15

日曜日
STUDIO 1 STUDIO 2 POOL STUDIO 1 STUDIO 2 POOL STUDIO 1 STUDIO 2 POOL

コナミスポーツクラブ新百合ヶ丘 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

STUDIO 1 STUDIO 2 POOL STUDIO 1 STUDIO 2 POOL STUDIO 1 STUDIO 2 POOL

金曜日 土曜日

※FIA安全基準に基づき、各クラス定員をもうけさせていただいております。

※スタジオプログラム参加ご希望の方は、メンバーサービスよりWeb予約参加での事前予約、または当日店頭予約でもご参加いただけます。当日予約の枠はWeb予約の人数により変動する場合がございます。

※当日店頭予約は前レッスン開始時から台帳を設置致します。 朝1本目のレッスンは、営業開始時に台帳を設置致します。

※台帳へはロッカーキーナンバーをご記入ください。

温活



火曜日

(有料スクール)
メガダンス45

12:05-12:35
背泳ぎ初級 11:45‐12:3012:00-12:30

花田 和子

13:30-14:30

台帳設置時間/13:30-14:30

台帳設置時間/10:45-12:00

台帳設置時間/12:00-13:15

台帳設置時間/10:45-12:00

台帳設置時間/12:00-13:10

台帳設置時間/13:15-14:15 台帳設置時間/13:10-14:00

12:00-13:15
谷岡 猛

14:30-15:30

KATSUYA

Live配信クラス

台帳設置時間/9:30-10:45

台帳設置時間/10:45-12:00

台帳設置時間/12:00-13:15

台帳設置時間/13:15-14:30

台帳設置時間/14:30-15:45

台帳設置時間/19:15-20:30

STUDIO② 【定員】24名　 ※店頭予約のみとなります。

藤木 宥樹
20:00-20:30 20:00-20:30

台帳設置時間/18:00-19:15
19:30-20:15

30 30
【温活プログラム】　　身体を温め血液循環を良くするプログラム（クラ
ス）です。

台帳設置時間/19:15-20:30

21:00
三木 晴果

【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。

22:00 22:00
STUDIO① 【定員】35名　【Web予約】15名　【店頭予約】20名

【　マーク表記に関して　】

依田 勇輝 渡辺 晴夏
19:45-21:00 マスターズスイミング

21:00
依田 勇輝 【安心マーク】　　　初めての方、低体力者の方も安心です。高橋　裕子 松島 恵 福永 裕子 Kiyoka

【スクールマーク】　　スクール会員対象クラスです。

台帳設置時間/19:15-20:15

台帳設置時間/19:15-20:30 台帳設置時間/19:15-20:30

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

ボディコンバット45

20:15-21:00

SAEKI

台帳設置時間/16:45-18:00

20:00 20:00
台帳設置時間/18:15-19:15 スイミング初級

少人数制スクール
【ボディジャム】

フィンスイミング 台帳設置時間/18:15-19:15 台帳設置時間/18:15-19:15
依田 勇輝

少人数制スクール
【バレエ】

高橋　裕子 森　文葉 福永 裕子 19:30-20:15 Kiyoka

30 30

ボディアタック45 ボディコンバット45 ボディパンプ45 ボディバランス45※FX
20:00-21:15

小笠原 麻美

19:00
小笠原　麻美

19:00
18:40-19:40

ボディパンプ45 メガダンス45 ボディアタック45
30 30

スイミングフォーム スイミング初級19:15-20:00 19:15-20:00 19:15-20:00 19:15-20:00

オリジナルボディコンシャス

POP Pilates

台帳設置時間/16:45-18:00

30
平松　和幸

ラテン
18:00 18:00

ヨガ(体) ボディジャム
(有料スクール)

バレエ

30
ダンシングスターズ
（有料スクール）

ダンシングスターズ
（有料スクール） 18:00-19:1518:15-19:15

鹿野 麻衣子
ダンシングスターズ
（有料スクール） 石丸 和美

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

空手キッズ
（有料スクール） 18:00-18:45

30
定員20名 ダンシングスターズ

（有料スクール）17:15-18:15 17:15-18:15

17:30-18:30

台帳設置時間/15:20-16:45

台帳設置時間/15:30-16:45

平松 和幸
井川 真紀

30

16:20-17:20
バレエ初中級 ラテンエアロ ボディコンバット

16:15-17:30 17:00

16:45-17:30

少人数制
スタジオレッスン

【バレエ】

16:00-17:00
星 亜紀 ダンシングスターズ

（有料スクール）

台帳設置時間/14:15-15:30

台帳設置時間/14:30-15:45

16:45-17:30 16:45-17:45

台帳設置時間/14:15-15:20

30

ヨガ(心)
オリジナルボディコンシャス

POP Pilates
マスターズスイミング大石 りえ

小笠原 麻美 15:20-16:20
ヨガ(心)15:30-16:15 15:30-16:15

子どもスクール
15:15-18:45

14:45-16:00 15:00-15:45 ボディコンバット

台帳設置時間/14:00-15:30

15:30-16:30 16:00
ダンシングスターズ
（有料スクール） 久保 亘三船 麻里子 15:45-16:30 Kiyoka

岩井 優香里

小笠原 麻美

15:00

30

16:00

15:45-16:30

三木 晴果

奇数週：ST

台帳設置時間/13:15-14:30

台帳設置時間/13:00-14:15

台帳設置時間/13:55-15:00

福井 和枝 石丸　和美
石丸 和美

少人数制スクール
【バレエ】

14:30-15:15 森 文葉

空手キッズ
（有料スクール）

台帳設置時間/15:30-16:45

ダンシングスターズ
（有料スクール）

ダンシングスターズ
（有料スクール）17:00-18:00

宮川 裕子

30

ボディコンバット45

17:00

30

18:00-19:00
(有料スクール)

17:45-18:45

30 栗山　清枝 30

シェイプステップ
少人数制スクール

【ピラティス】
吉田　永司

ボディバランス4514:15-15:00 14:15-15:00

アクアビクス 13:55-14:40 スイミングトレーニング

台帳設置時間/12:50-13:55

アクアビクス 背骨コンディショニング
14:00-15:00

14:15-15:00 14:15-15:00 14:15-15:00
三木 晴果

13:50-14:35 高橋 裕子 木下 美香子
ボディバランス45※ST

ERI 奥田　由美子
13:15-14:30旭　香

13:15-14:30 アクアビクス
石丸　和美

台帳設置時間/12:00-13:00

台帳設置時間/11:45-12:50

台帳設置時間/12:00-13:15

13:00
ズンバ45

少人数制スクール
【ヒップホップ】

成人スイミング ストレッチ＆ウォーク
13:00-13:20
土屋 里恵

腸活

15:00
ヨガ(心)

ボディコンバット

福永 裕子

12:50‐13:35 岩井 優香里
コアクロス

ボディコンバット45
14:00

ボディパンプ

14:30-15:30
児玉 まゆみ

子どもスクール
15:15-18:45

偶数週：FX

奥田　由美子 14:30-15:15 土屋　里恵 花田　和子

30 岩崎 早友里 13:00-14:00 13:15-13:45 30
初中級 少人数制スクール

【テクニカルエアロ】

子どもスクール
13:30-15:45

谷岡 猛
13:15-14:00

子供スクール
13:15-14:45

ハワイアンフラ 13:00-13:45 13:00-14:00
温活 13:10-13:40

石丸 和美 13:15-14:00

少人数制スクール
【ボディアタック】

ボディパンプ30

(有料スクール)

ヨガ(心)

14:00

(有料スクール) 土屋　里恵
バレトン

岩井　優香里

30 奥田　由美子

13:00 12:30-13:30
担当者：隔週

台帳設置時間/10:45-12:00

台帳設置時間/10:45-12:00

台帳設置時間/11:00-11:45
30

成人スイミング 12:10-12:55木下 美香子 高橋　裕子

11:45-13:00 アクアビクス12:00-12:45 堂平 舞花 星　亜紀 12:00-12:45 12:00-12:45 12:00-12:45

福永 裕子

岩井 優香里 ボディアタック45 少人数制スクール
【ボディコンバット】

シェイプステップ
11:30-12:45

12:15-13:00
木下 美香子

土屋 里恵 木下 美香子
木下 美香子 成人スイミング 福井 和枝 Nao

30
福井 和枝

30
11:10-11:55 少人数制スクール クロール初級

スイミングフォームハワイアンフラ (有料スクール)
木村 紀子

台帳設置時間/9:30-10:45 台帳設置時間/9:30-10:45

11:30-12:15
11:30-12:00

バレエ中級30
11:30-12:00

楠元 郁子
台帳設置時間/10:30-11:30

12:00 (有料スクール) 12:00
シェイプエアロ

コアクロス 11:30-12:30 奥田　由美子 ボディパンプ45

11:00
10:45-11:25 ロコモ･コア

11:00-11:25
梅田 規子

10:40-11:25 10:45-11:25

星　亜紀 アクアビクスオリジナル健康体操

骨盤ストレッチ
シンプリーエアロ シンプリーエアロ シェイプエアロ

10:45‐11:30 10:45-11:30 10:45-11:30 10:45-11:45マスターズスイミング
（初級）

星　亜紀 Live配信クラス

少人数制スクール
【テクニカルエアロ】

土屋 里恵
ボディバランス45※ST

台帳設置時間/9:30-10:45 台帳設置時間/9:30-10:45

10:00
オイズスクール
(有料スクール)

9:50-10:20 少人数制スクール 児玉　まゆみ オイズスクール
(有料スクール) 福井 和枝

木村 紀子 10:00-10:30
【機能改善】

10:00-11:00 10:00-11:00
土屋 里恵 児玉 まゆみ

星　亜紀 川島 治美
9:45-10:45 9:45-10:30 福井 和枝

鈴木 眞里子
30

腰痛ケアアクア 10:00-11:00 ステップアップ
10:30-10:55
梅田 規子

9:00

子どもスクール
9:00-12:00

子どもスクール
9:00-12:00

ダンシングスターズ
（有料スクール）30 30

健美操
オリジナル健康体操

骨盤ストレッチ
シンプリーエアロ シェイプエアロ

温活
9:30-10:10 オイズスクール

(有料スクール) アクアビクス9:30-10:15 水中温活ウォーキング 9:30-10:15 温活 9:30-10:15
水中温活ウォーキング

9:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

ヨガ(体) ヨガ(心)

Live配信クラス

20:20-21:20

9:30-10:1510:00
神馬 加奈

30
ダンシングスターズ
（有料スクール）

酒井 憲二
10:30-11:00

9:15-10:15

9:30-10:15

木村 紀子
10:30-11:3011:00

中級 【背骨・骨盤(シェイプアップ)】 シェイプエアロ 少人数制スクール
【骨盤ストレッチ】

11:20-12:20
腸活

アクアビクス

台帳設置時間/9:30-10:30

奥田　由美子

日曜日
STUDIO 1 STUDIO 2 POOL STUDIO 1 STUDIO 2 POOL STUDIO 1 STUDIO 2 POOL

コナミスポーツクラブ新百合ヶ丘 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

STUDIO 1 STUDIO 2 POOL STUDIO 1 STUDIO 2 POOL STUDIO 1 STUDIO 2 POOL

金曜日 土曜日

※FIA安全基準に基づき、各クラス定員をもうけさせていただいております。

※スタジオプログラム参加ご希望の方は、メンバーサービスよりWeb予約参加での事前予約、または当日店頭予約でもご参加いただけます。当日予約の枠はWeb予約の人数により変動する場合がございます。

※当日店頭予約は前レッスン開始時から台帳を設置致します。 朝1本目のレッスンは、営業開始時に台帳を設置致します。

※台帳へはロッカーキーナンバーをご記入ください。

温活


