
水曜日

≪　スタジオプログラム予約制について　≫　※有料スクール・プールプログラムは対象外

◆安心・安全・快適にご利用いただくために、9月1日(火)より全スタジオプログラムは予約制となります◆
≪WEB予約≫         定員10名（バレエのみ定員 8名)　⇒レッスン日の1週間前よりご予約いただけます。
≪当日予約≫      　定員8名＋WEB空き人数に整理券を配布いたします。(バレエのみ 4名＋WEB空き人数）
≪整理券配布時間・場所≫　　朝昼の部（10～18時まで）⇒10時～１階フロント奥スペースにて配布
　                                      　夜の部　 （19～22時までのクラス）⇒18時～フロントにて配布
※当日予約の整理券はお一人1枚、2枚目をご希望の方は再度列にお並び下さい。
≪ご入場≫　　レッスン開始15分前より入場※整理券番号順にご案内いたしますので時間になりましたら各スタジオへお集まり下さい。
※詳しくはフロントにある別紙をご確認下さい。また状況により内容が変更する場合がございますので、予めご了承下さい。

コナミスポーツクラブ 東松原 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
月曜日 火曜日 木曜日

スタジオⅡ プール スタジオⅠ スタジオⅡ プール

◆コロナウイルス感染拡大防止に向けて、以下のクラス設定基準のもと、2020年9月は特別タイムスケジュールとさせていただきます。
◇１レッスンは45分以内のレッスンとし、45分以上あけて実施いたします。(スクールプログラムは除く)　　◇スタジオレッスン定員人数を18名(バレエのみ12名)・プールレッスンは16名といたします

スタジオⅠ スタジオⅡ プール スタジオⅠ スタジオⅡ プール スタジオⅠ スタジオⅡ プール

金曜日 土曜日 日曜日
スタジオⅠ スタジオⅡ プール スタジオⅠ

10:00 10:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

ヨガ(体)
太極拳
～剣～

健美操 シェイプエアロ
30 30

ボディコンバット45

20：00-20：45

森有希子

マスターズ(初中級)

11：00-11：45

伴南【定員16名】

気功 ストレッチ
＜骨盤体操＞10：15-11：00 10：15-11：00 10：15-11：00 10：15-11：00

ステップ・アップ
10：45-11：10

猿田由美

あかね 10：30-11：15 木下彩 横尾久美 前田清子 10：30-11：1511:00 11:00
OyZスクール シンプリーエアロ 有料プログラム

＜バタフライ＞
OyZスクール 太極拳筒井幸子 田中正之

ロコモ・フィット
11：15-11：40

猿田由美

アクアビクス45
《エンジョイ》

アクアZUMBA30 11：00-11：40 アクアビクス45
《エンジョイ》11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-11：4530 11：15-11：45 30

稲村ひとみ ボディバランス45
(FX)11：15-12：00 IPPE【定員16名】 11：15-12：00 村山真里

ストレッチ＆ウォーク
あかね【定員16名】 横尾久美【定員16名】 11：30-12：15 12:0012:00 11：45-12：15

杉川亜衣 村越久美子 柴田奈美
ヨガ（心） 太極拳 メガダンス45

鹿野麻衣子 木下彩 森有希子
30 12：10-12：40 クロール初級

11：45-12：30 11：45-12：30 11：45-12：30 木村佐都美【定員16名】 石山広志

ヨガ（体）
バタフライ初級 オリジナルボディコンシャス

(ジャイロキネシス) ストリートダンス
30

ストレッチ＆ウォーク
12：30-12：50 シェイプエアロ 背骨コンディショニング12：15-13：00 村越久美子【定員16名】 12：15-13：00 12：25-12：55 12：15-13：00

川阪友佳子
13:00 クロール中級 13:00

背泳ぎ初級 シンプリーステップ クロール初級
メガダンス45

平泳ぎ初級
ボディコンバット45

ボディコンバット45
木村佐都美【定員16名】

鈴木友子 【定員16名】
12：30-13：15 柴田奈美 12：30-13：15

12：45-13：30 稲村ひとみ 12：50-13：20 永井宏子
13：00-13：30 13：00-13：30 13：00-13：30

13：00-13：40 背骨コンディショニング
村越久美子【定員16名】

30 30
杉川亜衣

ボディコンバット4513：15-14：00 村上音光 石山広志
バタフライ初級 平泳ぎ初級 スイムトレーニング

佐賀綾美 中澤由香里【定員16名】 粟田宗久【定員16名】 13：00-13：45 吉冨翔弥【定員16名】 13：00-13：45

森有希子

ボディコンバット45 ヨガ（心）佐藤薫【定員12名】 14：00-14：45 14：00-14：45

13：30-14：1514:00 14:00
中澤由香里【定員16名】

ヨガ(心)
粟田宗久【定員16名】 ボディバランス45

(FX)

吉冨翔弥【定員16名】
ヨガ(体)13：45-14：30

バレエ 13：40-14：10 13：40-14：10 伊藤曜 ※2・4週目ST 13：40-14：10

14：00-14：4530 30
コアクロス

見岳恵美子 14：15-15：00 伊藤曜 14：15-15：00 猿田由美
14：30-15：00

メガダンス45
ボディバランス45

(ST)
シェイプエアロ吉冨翔弥 森有希子 鈴木友子

15:00 15:00
有料プログラム

＜スイム中級：4種目＞ ストレッチ<ポール>
15：00-15：30

14：45-15：30

16：00-16：45 16：00-16：45 16：00-16:4530 30

14：45-15：30 14：45-15：30

シェイプエアロ

15：15-16：00
村越久美子

15：30-16：15 15：30-16：15 杉川亜衣 15：30-16：15

村上音光
15：00-16：00

落井達彦 中谷友星
30 30

ボディバランス45
(FX)

ビランクスヨーガ シェイプエアロ

川阪友佳子 16：15-17：00 佐賀綾美 粟田宗久
シンプリーエアロ

久嶋江里子
17:00 16：30-17：10 17:00

16:00 16:00
オリジナルダンス

(有料)
ボディパンプ45

オリジナル
ボディコンシャス

伊藤曜 小野村純子 中谷友星

※2・4種目ST
シェイプエアロ

中谷友星

30 30
ボディバランス（ＦＸ）・（ＳＴ）表記について ヨガ（体）/（心）について

30

※2・4週目ST
19:00 19:00

シェイプエアロ
ボディバランス45

(ST)
ボディバランス45

(FX)

（FX）：フレキシビリティは、太極拳やヨガの動きやストレッチを通して関節可動
域を広げ、可動性を高め、柔軟性を向上させることを目的としたクラスです。

（体）：体幹トレーニングや反重力（自重）による筋力トレーニング要素を盛り
込み、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た、積極的にアーサナ（ポーズ）と呼吸を行うクラス

HIPHOP
18:00 18:00

日曜・祝休日　18:00閉館

17：45-18：30
（ST）：ストレングスは、ヨガやピラティスをベースにした動きを通して筋持久力や
スタビリティーの向上を目的としたクラスです。

（心）：呼吸法やシャバーサナ、瞑想の時間を充分にとって、ココロとカラダのメン
テナンスを目的とした、じっくりと筋肉の緊張をほぐしながら体の不調和の改善
を図り、質の良いリラクゼーションを得るクラス

メガダンス45 バレエ

19：00-19：45 19：00-19：45 19：00-19：45 19：00-19：45 19：00-19：45

ATSUSHI
30

30 30
ストレッチ＆ウォーク

19：30-19：50杉川亜衣 落井達彦 伊藤曜 森有希子 岡田朋美【定員12名】

太極拳 【定員16名】

20:00
クロール初級 背泳ぎ初級 クロール中級

シェイプエアロ

土曜日　20:00閉館
19：45-20：3020：00-20：30 20：00-20：30 20：00-20：30

■ 営業時間のご案内 ■　※6/1現在
（当面の間、下記営業時間となります）

吉冨翔弥【定員16名】 薄井花音 伴南【定員16名】 粟田宗久【定員16名】 20：00-20：45

20:00

30 30

ストリートダンス ストレッチ
＜骨盤体操・ポール＞

松浦博之
平泳ぎ初級 バタフライ初級 バタフライ初級

【　マーク表記に関して　】
21:00 曜　日 営　業　時　間 21:00

吉冨翔弥【定員16名】 伴南【定員16名】 粟田宗久【定員16名】 　　【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。20：45-21：30

ヨガ（心） ZUMBA ヨガ（心）20：40-21：10 20：30-21：15 20：40-21：10 20：30-21：15 20：40-21：10

１０：００～２２：００鈴木友子 IPPEI 小野村純子
　　【予約マーク】　　事前にご予約が必要となります。

ATSUSHI 田中正之 20：45-21：30 20：45-21：30

月・火・木・金

バタフライ初級
13：05-13：25

木村佐都美【定員16名】

30

　　【変更マーク】　　前回より時間・内容・担当者が変更になった
　　　　　　　　　　　　　プログラム（クラス）です。

23:00 23:00

　　【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） 日・祝 １０：００～１８：００
　　【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

※祝祭日は特別プログラムとなります。
※毎週水曜日は休館日となります

30 30

土 １０：００～２０：００　　【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）

22:00 22:00

月・火・木・金曜日　22:00閉館

WEB予約には

コナミメンバーサービスへの

登録が必要です。

※左記のQRコードよりご登録を。



水曜日

スタジオⅠ スタジオⅡ プール スタジオⅠ スタジオⅡ

コナミスポーツクラブ 東松原 スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール 2020年8月
月曜日 火曜日 木曜日

スタジオⅡ プール スタジオⅠ スタジオⅡ プールプール スタジオⅠ スタジオⅡ プール

金曜日 土曜日 日曜日
スタジオⅠ スタジオⅡ プール スタジオⅠ

10:00 10:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

太極拳
～剣～

健美操 シェイプエアロ
30 30

ヨガ(体)

11:00 11:00
OyZスクール

稲村ひとみ

有料プログラム
＜バタフライ＞

OyZスクール

あかね
ステップ・アップ
10：45-11：10

猿田由美

11：00-11：40

10：15-11：00

10：30-11：15 木下彩

◆コロナウイルス感染拡大防止に向けて、以下のクラス設定基準のもと、2020年8月は特別タイムスケジュールとさせていただきます。
◇１レッスンは45分以内のレッスンとし、45分以上あけて実施いたします。(スクールプログラムは除く)　　◇スタジオレッスン定員人数を18名(バレエのみ12名)・プールレッスンは16名といたします

10：30-11：15

気功

シンプリーステップ 太極拳

ストレッチ
＜骨盤体操＞10：15-11：00 10：15-11：00 10：15-11：00

横尾久美

筒井幸子 田中正之

11：00-11：45

前田清子

12:00
メガダンス45

ボディバランス45
(FX)

あかね【定員16名】

クロール初級

30 11：15-11：45 30
アクアビクス45
《エンジョイ》

ストレッチ＆ウォーク

IPPE【定員16名】 11：15-12：00
杉川亜衣 村越久美子 柴田奈美

ロコモ・フィット
11：15-11：40

猿田由美

アクアZUMBA30 アクアビクス45
《エンジョイ》11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00

30 12：10-12：40

ヨガ（心）

ヨガ（体）

背骨コンディショニング

平泳ぎ初級 オリジナルボディコンシャス
(ジャイロキネシス)

背骨コンディショニング

11：45-12：15

11：15-12：00

横尾久美【定員16名】

木村佐都美【定員16名】

太極拳

11：45-12：30

木下彩

村山真里

12:00

30
ストレッチ＆ウォーク

12：30-12：50 シェイプエアロ

木村佐都美【定員16名】

11：45-12：30

12：15-13：00

13：15-14：00

村越久美子【定員16名】 12：15-13：00

12：30-13：15

ストリートダンス

11：45-12：30

12：25-12：55

11：30-12：15

森有希子

12：15-13：00

石山広志

ボディコンバット45

鹿野麻衣子

鈴木友子 【定員16名】
12：30-13：15 柴田奈美

13:00 クロール中級 13:00
背泳ぎ初級 シンプリーステップ クロール中級

メガダンス45
平泳ぎ初級

12：45-13：30 稲村ひとみ 12：50-13：20
13：00-13：30 13：00-13：30 13：00-13：30

13：00-13：40 村越久美子【定員16名】
佐賀綾美 中澤由香里【定員16名】 粟田宗久【定員16名】 13：00-13：45 吉冨翔弥【定員16名】

30

ボディコンバット45

30

30
杉川亜衣

村上音光
バタフライ初級 平泳ぎ初級 スイムトレーニング

14:00 14:00
バレエ

中澤由香里【定員16名】
ヨガ(心)

粟田宗久【定員16名】
ボディバランス45

吉冨翔弥【定員16名】

ヨガ（心）

ヨガ(体)

ボディコンバット45

13：40-14：10 13：40-14：10 ※2・4週目ST 13：40-14：10 13：30-14：15

30
佐藤薫【定員：12名】

見岳恵美子 14：15-15：00 伊藤曜

鈴木友子

猿田由美
14：30-15：00

ボディバランス45
(ST)

シェイプエアロ吉冨翔弥 森有希子

ボディコンバット45

13：45-14：30

14：00-14：45 14：00-14：45

14：15-15：00

森有希子

14：00-14：45

ボディバランス45
(FX)

ビランクスヨーガ

ストレッチ<ポール>
15：00-15：30

15:00 15:00

14：45-15：30 14：45-15：30

村上音光 落井達彦

16:00 16:00
オリジナルダンス

(有料)
ボディパンプ45

オリジナル
ボディコンシャス

15：30-16：15 15：30-16：15 杉川亜衣

中谷友星
30 30

シェイプエアロ

シェイプエアロ

中谷友星

シェイプエアロ

伊藤曜

16：00-16：45

小野村純子

16：00-16：45 16：00-16:45

15：15-16：00

15：30-16：15

30 30
ボディバランス（ＦＸ）・（ＳＴ）表記について ヨガ（体）/（心）について

30 30

川阪友佳子 16：15-17：00 佐賀綾美 粟田宗久

久嶋江里子
17:00 17:00

30 30

※2・4週目ST
19:00 19:00

HIPHOP
18:00

シェイプエアロ
ボディパンプ30 ボディバランス45

(ST)
ボディバランス45

(FX)
メガダンス45 バレエ

19：00-19：30

18:00

日曜・祝休日　18:00閉館

17：45-18：30

ATHUSHI

30

19：45-20：30

30
ストレッチ＆ウォーク

19：30-19：50杉川亜衣 落井達彦 伊藤曜 森有希子 岡田朋美【定員：12名】

19：00-19：45 19：00-19：45 19：00-19：45 19：00-19：45 19：00-19：45

【定員16名】

田上岳

21:00 曜　日
田上岳

20:00 20:00
クロール初級 背泳ぎ初級 クロール中級

シェイプエアロ

土曜日　20:00閉館
20：00-20：30 20：00-20：30 20：00-20：30

■ 営業時間のご案内 ■　※6/1現在
（当面の間、下記営業時間となります）

吉冨翔弥【定員16名】 伴南【定員16名】 粟田宗久【定員16名】 20：00-20：45

太極拳

ストレッチ
＜骨盤体操・ポール＞

ZUMBA

30 30

21:00
吉冨翔弥【定員16名】 伴南【定員16名】 粟田宗久【定員16名】 　　【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。20：45-21：30

ヨガ（心）20：30-21：15 20：40-21：10 20：30-21：15 20：40-21：10 20：40-21：10

平泳ぎ初級 バタフライ初級 バタフライ初級
【　マーク表記に関して　】ヨガ（心）

20：45-21：30

ボディコンバット45 ストリートダンス

ATHUSHI

20：30-21：15

20：45-21：30

30 30

土 １０：００～２０：００　　【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）

22:00 22:00

月・火・木・金曜日　22:00閉館

月・火・木・金 １０：００～２２：００鈴木友子

30

　　【変更マーク】　　前回より時間・内容・担当者が変更になった
　　　　　　　　　　　　　プログラム（クラス）です。

23:00 23:00

　　【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）

※祝祭日は特別プログラムとなります。
※毎週水曜日は休館日となります

30

薄井花音

田中正之

IPPEI 小野村純子
　　【予約マーク】　　事前にご予約が必要となります。

日・祝 １０：００～１８：００
　　【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。

松浦博之

営　業　時　間

石山広志

13：00-13：45

永井宏子

川阪友佳子

伊藤曜

※2・4種目ST

メガダンス45

14：45-15：30
有料プログラム

＜スイム中級：4種目＞

11：00-12：00

村越久美子

コアクロス

（FX）：フレキシビリティは、太極拳やヨガの動きやストレッチを通して関節可動
域を広げ、可動性を高め、柔軟性を向上させることを目的としたクラスです。

（ST）：ストレングスは、ヨガやピラティスをベースにした動きを通して筋持久力や
スタビリティーの向上を目的としたクラスです。

（体）：体幹トレーニングや反重力（自重）による筋力トレーニング要素を盛り
込み、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た、積極的にアーサナ（ポーズ）と呼吸を行うクラス

（心）：呼吸法やシャバーサナ、瞑想の時間を充分にとって、ココロとカラダのメン
テナンスを目的とした、じっくりと筋肉の緊張をほぐしながら体の不調和の改善
を図り、質の良いリラクゼーションを得るクラス

≪整理券配布・整列について≫

整理券マーク  　      のついているクラスは整理券が必要なクラスです。以下をご確認の上ご参加下さい。
≪配布時間・場所≫　朝昼の部（10～17時までのクラス）⇒10時～１Ｆフロント奥スペースにて配布
　　　　　　　　　　　　 夜の部　 （19～22時までのクラス）⇒18時～フロントにて配布
≪ご入場≫　　レッスン開始10分前より入場※整理券番号順にご案内いたしますので時間になりましたら各スタジオへお集まり下さい。
≪整理券対象外クラス≫　スタジオ１参加者⇒１Ｆフロント横・スタジオ２参加者⇒２Ｆスタジオ間へ15分前にご整列下さい。
※詳しくはフロントにある別紙をご確認下さい。また状況により内容が変更する場合がございますのでご了承下さい。

シンプリーエアロ

16：30-17：10

中谷友星


