
火曜日
プール スタジオＡ プール

コナミスポーツクラブ 岡崎 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

9:00

スイミングスクール（子供）30 30

10:00 10:00
スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供）

スタジオＡ プール スタジオＡ プール スタジオＡ プール スタジオＡ プール スタジオＡ

金曜日 土曜日 日曜日

30 10:15-10:45 シンプリーエアロ

9:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

ボディバランス45※ST 骨盤エクササイズ ヨガ30(体)
リラクゼーションヨガ45井上 真由美 10：15-11：00 10：25-11：05

10：30-11：00
スイミングスクール準備 【有料550円/税込】 スイミングスクール準備 【有料550円/税込】

11:00

11:45-12:30
ボディコンバット45 アクアビクス45（スクール） 利用可能 村上 由利子

12：15-13：00

30

11:00
スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供）

ウォーク＆ジョグ
アクアビクス45（エンジョイ） 歩行1コース 歩行1コース

シェイプエアロ
遊泳２コース 遊泳１コース

10:30-11:15 畔柳 美鳥 10:30-11:15

30 フラダンス(初級)45

10：30-11：15 水野 智美【有料330円】 saeko 10：30-11：15 利用可能 利用可能

鎌田 真生 伊藤 理香 澄香 長坂 享子

スイミングスクール準備 【有料550円/税込】

30
ボディパンプ30 成人水泳教室

遊泳２コース 遊泳２コース 遊泳２コース 遊泳２コース 遊泳1コース11：30-12：00 （スイムトレーニング） 【有料550円/税込】
ボディパンプ30 ボディアタック45 エアロ上級

（少人数制スクール）
利用可能 利用可能

歩行1コース 歩行1コース 歩行1コース 歩行1コース 歩行1コース

歩行1コース

12:00 11：45-12：15 12:00
藤井 幸 蟹江 みさ子 【有料550円/税込】

スイミングスクール（子供）柴田 紗帆
11：45-12：45歩行コース1/遊泳コース2

利用可能 利用可能 村上 由利子【有料330円】 11：30-12：30 11:25-12:10 利用可能

30
長坂 享子

30
平泳ぎ(初級) 骨盤エクササイズ 筋膜リリース30

12：15-13：00 遊泳1コース12:30-13:00 12：30-13：00 12：30-13：00
背泳ぎ(初級) スイミングスクール準備深見 龍大 平松 恵美子 川瀬 真紀 松浦 博之 柴田 紗帆 利用可能

13:00 12:45-13:15 13:00

メガダンス45 成人水泳教室(中級) ボディジャム スイミングスクール（子供）
美腹トレーニング30

スイミングスクール（子供）藤井 幸
13：00-13：30

成人水泳教室(初級)
クロール(中級) 【有料880円/税込】

ZUMBA 13：00-13：45 13：00-14：00 歩行1コース YUI 歩行1コース30 13:15-13:45 30

ボディコンバット45
村上由利子 13:00-14:00【有料550円/税込】 13：15-14：15 小座野 清香

14:00
ボディジャム

（少人数制スクール）
ウォーク＆ジョグ

スイミングスクール（子供）利用可能 柴田 紗帆

川瀬 真紀 遊泳1コース 遊泳1コース歩行コース1/遊泳コース2
山田 恭子 永江 大志

13：30-14：15 利用可能 利用可能

14:00-14:30
ヨガ45(心)

14：00-15：00
堀山 真弓 歩行1コース30

利用可能
14:00 藤田 富美子 歩行コース1/遊泳コース3

13:20-14:05

30

スタイルアップヨガ
【有料550円/税込】 ボディコンバット

（少人数制スクール）
ボディコンバットシェイプエアロ 遊泳1コース14:15-15:00

永江 大志スイミングスクール準備
15:00 15:00

スイミングスクール（子供）
14:35-15:20

スイミングスクール（子供）
市野瀬 美絵

長坂 享子
永江 大志 KATSUYA

歩行1コース

14:30-15:30
水野 智美 【有料550円/税込】

14：30-15：30
利用可能

14:30-15:30

歩行1コース30 30

スイミングマンツーマン遊泳２コース 遊泳1コース
スイミングスクール準備 スイミングスクール準備 スイミングスクール準備利用可能 利用可能

16:00 歩行1コース 16:00
スッキリのび～るピラティス30

スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供）
チアダンス（子供）

スイミングスクール（子供） ボディバランス
16：00-16：30 遊泳2コース

大倉 かな 歩行1コース 歩行1コース 歩行1コース 歩行1コース 歩行1コース 16:00-17:0030 30

利用可能遊泳1コース 遊泳1コース 遊泳1コース 遊泳1コース 遊泳1コース
齋藤 香帆

30 30

ボディジャム
（少人数制スクール）

遊泳1コース 遊泳1コース 遊泳1コース

17:00

ダンシングスターズ（子供）

スイミングスクール（子供）

クラシックバレエ（子供）

スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供）

空手キッズ（子供）

スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供）

歩行1コース

利用可能 利用可能 利用可能 利用可能 利用可能
17:00

遊泳1コース 利用可能

利用可能 利用可能 利用可能 利用可能

歩行1コース 歩行1コース 歩行1コース 歩行コースのみ

18:00 18:00

ダンシングスターズ（子供）

スイミングスクール（子供）

クラシックバレエ（子供）

スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供）

空手キッズ（子供）

スイミングスクール（子供） コナミスポーツクラブ　岡崎

30
永江 大志

30

利用可能 利用可能 利用可能 利用可能

17：30-18：45

歩行コースのみ 歩行コースのみ 歩行コースのみ 歩行コースのみ
■ 営業時間のご案内 ■

19:00 曜　日　：　時　間 19:00
リンパケアヨガ30
19：00-19：30

月・水・木・金 １０：００～２２：００
ボディコンバット45

ボディアタック30
市野瀬 美絵

30 19：15-19：45 30
ストレッチ30

土 １０：００～２０：００19：15-20：00 幣 紘輔
19：30-20：00

田村 遥 横尾 久美
日 １０：００～１８：００20:00 20:00

ボディバランス30※FX
ボディコンバット45 20：00-20：30

祝

21:00
20：20-21：35

20:30-21:15

１０：００～１８：００

ボディジャム
（少人数制スクール）

【有料550円/税込】 山崎 舞子
30 30

20:05-20:50 ボディパンプ45 ※毎週火曜日は休館日となります
永江 大志

21:00
■　当施設をご利用の会員様へのお願い　■ 【　マーク表記に関して　】【有料550円/税込】 20：45-21：30 永江 大志

マスターズスイミング中級
【有料550円/税込】

ボディジャム45

30

【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。●レッスンの途中入場・退場はご遠慮ください。

22:00 22:00
●レッスン途中でのツールの片付はインストラクターの指示にて行ってください。 【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）
【タイムスケジュールについてのご案内】

永江 大志
20:50-21:35

成瀬 孔 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。

【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。30 寺田 春奈

30
●スタジオレッスン終了後は清掃の為一旦退室をお願い致します。

■スタジオプログラムはWEB予約(14名)・整理券配布対象(16名)クラスとなります(少人数スクールは除く)。整理券配布時間は対象クラスの前レッスン(子供スクールは除く)スタート時間からです。 【有料プログラムマーク】　　別途参加料金が必要になります。
（都度参加費を頂いているクラス）

23:00 23:00

●プログラム参加の際は指定された場所にお並び下さい。
【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 ■スタジオプログラム定員数は30名(ステップ台使用クラス22名)です/プールプログラムは参加者人数により、最大3コース使用させていただきます ■プログラム参加の際にはマスクの着用をお願い致します
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OLL 注：ストレッチポール

を使用します
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火曜日

コナミスポーツクラブ 岡崎 スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール 2022年10月
月曜日 水曜日 木曜日

スタジオＡ プール スタジオＡ プール スタジオＡ プール スタジオＡ プール スタジオＡ

金曜日 土曜日 日曜日
プール スタジオＡ プール

30 シンプリーエアロ

9:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

【有料550円/税込】 スイミングスクール準備 【有料550円/税込】
10：30-11：15

鎌田 真生

歩行1コース 歩行1コース 歩行1コース 歩行1コース

11:00

歩行1コース30 フラダンス(初級)45

11:45-12:30
ボディコンバット45

9:00

スイミングスクール（子供）30 30

10:00 10:00
スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供）

ボディバランス45※ST 10：10-10：55 骨盤エクササイズ ヨガ30(体)
リラクゼーションヨガ45 シェイプエアロ

10：15-11：00 10：25-11：05 遊泳２コース

アクアビクス45（エンジョイ） 歩行1コース

遊泳１コース10：30-11：00
平松 恵美子 【有料550円/税込】 スイミングスクール準備

30
アクアシェイプ45（スクール）

歩行1コース

11:00
スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供）

水野 智美【有料330円】 saeko 10：30-11：15 利用可能 利用可能

伊藤 理香 澄香 長坂 享子
10:30-11:15 畔柳 美鳥 10:30-11:15

30
ボディパンプ30 成人水泳教室

遊泳２コース 遊泳２コース 遊泳２コース 遊泳２コース 遊泳1コース11：30-12：00 （スイムトレーニング） 【有料550円/税込】
ボディパンプ30 ボディアタック45 エアロ上級

（少人数制スクール）
利用可能 利用可能

サーキットエクササイズ1
利用可能 村上 由利子 歩行1コース

12:00 11：45-12：15 12:00
藤井 幸 蟹江 みさ子 【有料550円/税込】

スイミングスクール（子供）柴田 紗帆
11：45-12：45歩行コース1/遊泳コース2

利用可能 利用可能 村上 由利子【有料330円】 11：30-12：30 11:25-12:10 利用可能

30 12:15-12:45
長坂 享子

30
クロール(初級)

ボディバランス45※ST
筋膜リリース30

12：15-13：00 井上 真由美 遊泳1コース

13:00

メガダンス45 成人水泳教室(中級) ボディジャム スイミングスクール（子供）
美腹トレーニング30

スイミングスクール（子供）

12:30-13:00 12：30-13：00
平泳ぎ(初級) スイミングスクール準備川瀬 真紀 12：30-13：15 柴田 紗帆

江頭 慶子 藤井 幸
13：00-13：30

成人水泳教室(初級)
バタフライ(中級) 【有料880円/税込】

利用可能
13:00 12:45-13:15

深見 龍大

30 13:15-13:45 30

ボディコンバット45
村上由利子 13:00-14:00【有料550円/税込】 13：15-14：15 小座野 清香 川瀬 真紀

ZUMBA 13：00-13：45 13：00-14：00 歩行1コース YUI 歩行1コース

遊泳1コース 遊泳1コース歩行コース1/遊泳コース2
13:20-14:05 山田 恭子 永江 大志

13：30-14：15 利用可能 利用可能 利用可能
14:00 藤田 富美子 歩行コース1/遊泳コース3 14:00

ボディジャム
（少人数制スクール）

ウォーク＆ジョグ
スイミングスクール（子供）利用可能 柴田 紗帆

14:00-14:30
ヨガ45(心)

14：00-15：00
堀山 真弓 歩行1コース30 30

スタイルアップヨガ
【有料550円/税込】 ボディコンバット

（少人数制スクール）
ボディコンバットシェイプエアロ 遊泳1コース14:15-15:00

永江 大志スイミングスクール準備
14:30-15:30

水野 智美 【有料550円/税込】
14：30-15：30

利用可能
14:30-15:3015:00 15:00

スイミングスクール（子供）
14:35-15:20

スイミングスクール（子供）
市野瀬 美絵

長坂 享子
永江 大志 KATSUYA

歩行1コース 歩行1コース30 30

スイミングマンツーマン遊泳２コース 遊泳1コース
スイミングスクール準備 スイミングスクール準備 スイミングスクール準備利用可能 利用可能

16:00 歩行1コース 16:00
スッキリのび～るピラティス30

スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供）

歩行1コース 16:00-17:0030 30

利用可能遊泳1コース 遊泳1コース 遊泳1コース 遊泳1コース 遊泳1コース

チアダンス（子供）
スイミングスクール（子供） ボディバランス

16：00-16：30 遊泳2コース
大倉 かな 歩行1コース 歩行1コース 歩行1コース 歩行1コース

30

17:00 17:00

ダンシングスターズ（子供）

スイミングスクール（子供）

クラシックバレエ（子供）

スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供）

空手キッズ（子供）

スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供）

齋藤 香帆
利用可能 利用可能 利用可能 利用可能 利用可能

30

ボディジャム
（少人数制スクール）

遊泳1コース 遊泳1コース 遊泳1コース 遊泳1コース 利用可能

利用可能 利用可能 利用可能

歩行1コース 歩行1コース 歩行1コース 歩行1コース 歩行コースのみ

利用可能
18:00 18:00

ダンシングスターズ（子供）

スイミングスクール（子供）

クラシックバレエ（子供）

スイミングスクール（子供） スイミングスクール（子供）

空手キッズ（子供）

スイミングスクール（子供） コナミスポーツクラブ　岡崎17：30-18：45

歩行コースのみ 歩行コースのみ 歩行コースのみ 歩行コースのみ
■ 営業時間のご案内 ■

19:00
リンパケアヨガ30

30
永江 大志

30

利用可能 利用可能 利用可能 利用可能

19：00-19：30
月・水・木・金 １０：００～２２：００

ボディコンバット45
ボディアタック30

市野瀬 美絵

19:00 曜　日　：　時　間

30 19：15-19：45 30
ストレッチ30

土 １０：００～２０：００19：15-20：00 幣 紘輔
19：30-20：00

田村 遥 横尾 久美
日 １０：００～１８：００20:00 20:00

ボディバランス30※FX
ボディコンバット45 20：00-20：30

祝

21:00
20：20-21：35

20:30-21:15

１０：００～１８：００

ボディジャム
（少人数制スクール）

【有料550円/税込】 山崎 舞子
30 30

20:05-20:50 ボディパンプ45 ※毎週火曜日は休館日となります
永江 大志

21:00
■　当施設をご利用の会員様へのお願い　■ 【　マーク表記に関して　】【有料550円/税込】 20：45-21：30 永江 大志

マスターズスイミング中級
【有料550円/税込】

ボディジャム45

30

【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。●レッスンの途中入場・退場はご遠慮ください。

22:00 22:00
●レッスン途中でのツールの片付はインストラクターの指示にて行ってください。 【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）
【タイムスケジュールについてのご案内】

永江 大志
20:50-21:35

成瀬 孔 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。

【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。30 寺田 春奈

30
●スタジオレッスン終了後は清掃の為一旦退室をお願い致します。

■スタジオプログラムはWEB予約(14名)・整理券配布対象(16名)クラスとなります(少人数スクールは除く)。整理券配布時間は対象クラスの前レッスン(子供スクールは除く)スタート時間からです。 【有料プログラムマーク】　　別途参加料金が必要になります。
（都度参加費を頂いているクラス）

23:00 23:00

●プログラム参加の際は指定された場所にお並び下さい。
【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 ■スタジオプログラム定員数は30名(ステップ台使用クラス22名)です/プールプログラムは参加者人数により、最大3コース使用させていただきます ■プログラム参加の際にはマスクの着用をお願い致します

OLL

OLL

OLL

OLL

OLL

OLL

OLL 注：ストレッチポール

を使用します

OLL

11月からスクール化

予定。詳細は10月1日

案内予定。



〈スタジオ〉

担当

鎌田 真生

深見 龍大

藤田 富美子

市野瀬 美絵

大倉 かな

〈プール〉

担当

平松 恵美子

井上 真由美

山田 恭子

※アクアシェイプ45は初回1,100円(2回目以降1,650円)

にてご体験いただけます

※成人水泳教室は初回1,100円(2回目以降1,870円)

にてご体験いただけます

　　　　コナミスポーツクラブ 岡崎

12：15～12：45 サーキットエクササイズ1

13：15～14：15 成人水泳教室/初級（有料）

16：00～16：30 スッキリのび～るピラティス30(OLL)

時間 プログラム

10：10～10：55 アクアシェイプ45(スクール)

12：15～13：00 ボディコンバット45(OLL)

13：20～14：05 ZUMBA(有料550円)

14：30～15：30 スタイルアップヨガ(OLL)

祝日特別タイムスケジュール

10月10日（月）

時間 プログラム

10：30～11：15 ボディバランス45※ST(OLL)



■参加費(税込)：クラス2,750円  ■定員 20名

■予約開始日 9月24日(土)電話19:00～※24日は電話受付のみ。25日10:00～電話のみ/11:00～店頭受付可

(店頭受付時間:平日11:00～20:00/土曜11:00～18:00/日曜11:00～16:00)

■お支払期間 25日(日)～イベント当日までにフロントにてご入金ください。

(キャッシュレス支店のため、ご入金の際には、クレジットカード・電子マネー・QRコード等のご準備をお願いいたします。)

■ご予約後のお客様都合によるキャンセルにつきましては、550円(税込)のキャンセル料が発生いたします。

■イベントのみ参加の場合、イベント参加費にて入館いただけます。

(チェックイン:レッスン開始時間30分前から/チェックアウト:レッスン終了後30分以内)

                                                                                          コナミスポーツクラブ岡崎 0564-22-8011



10月から皆様の参加しやすい時間にてリニューアル！

アクアシェイプ45(スクール)
毎週月曜日(月4回)

１０:１０～１０:５５(４５分)

４,４００円(税込)

２０名（最小遂行人数５名）

平松 恵美子

★通常レッスン体験会(予約制)のご案内★

１０月１０・１７・２４・３１日（月） １０:１０～１０:５５

各定員20名

体験料：初回1,100円(税込)/2回目以降1,650円(税込)

★無料特別体験会(予約制)のご案内★

１０月３日（月） １０:１０～１０:５５ 体験料：無料

各定員20名





【岡崎支店少人数制スタジオレッスン】

少人数制スタジオレッスン紹介 最少催行人数：4名

※2クラス以上お申込みいただくことで1クラスあたり550円(2クラス計1,100円)の会費割引適用


