
水曜日

コナミスポーツクラブ 豊橋 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 火曜日 木曜日

■9/8(木)以降実施するプログラムのWEB事前予約は「優先入場WEB予約(有料)」に変更になります。詳しくは館内掲示の別途案内をご確認ください。

スタジオ１ スタジオ２ プール スタジオ１ スタジオ２ プール スタジオ１ スタジオ２ プール

金曜日 土曜日 日曜日
スタジオ１ スタジオ２ プール スタジオ１ スタジオ２ プール スタジオ１ スタジオ２ プール
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30

10：30-11：10
10：30-11：15

「スイミングスクール」
↓

(初心クラス)
9:00～10:00

(キンダークラス)
10:00～11:00
(キンダークラス)
11:00～12:00
(上級クラス)

12:00～13:00

10:00 10:00

「スイミングスクール」
↓

(リトルクラス)
10:00～11:00
1コース目使用 「スイミングスクール」

↓
(学業支援クラス)

12:00まで

「スイミングスクール」
↓

(リトルクラス)
10:00～11:00
1コース目使用

「スイミングスクール」
↓

(リトルクラス)
10:00～11:00
1コース目使用

11:00
10：30-11：45

30

メガダンス45 ボディパンプ
スクール(有料)

オリジナルポスチャー ZUMBA
ボディパンプ30

ポルドブラ ボディパンプ45 シンプリーエアロ
10：30-11：00

11:00

「スイミングスクール」
↓

(ベビークラス)
11:00～12:00

1～2コース目使用

「スイミングスクール」
↓

(ベビークラス)
11:00～12:00

1～2コース目使用

「スイミングスクール」
↓

(ベビークラス)
11:00～12:00

1～2コース目使用

池田 雅子
前田 泰孝 宮川 伸子 橋本　千秋 藤田　富美子 鎌倉 美佳　

10：30-11：15 10：30-11：15 武田 直之 10：30-11：15 10：30-11：15

鎌倉 美佳30 30

ZUMBA シェイプエアロ
12:00 12:00

ボディバランス45※ST
テクニカルエアロ45
(ローインパクト)

ボディコンバット45
テクニカルエアロ45
(ローインパクト)11：45-12：30 11：45-12：30

コンディショニング
スクール(有料)12：00-12：45 藤田　富美子 12：00-12：45 石田　かおり 12：00-12：45 12：00-12：4530 30

スイミングフォーム30(初中級)
森田 千賀子

12：15-13：15
橋本 千秋 宮田 知尚 池田 雅子

12：30-13：00

山本 早季子
13:00

宮川 伸子
13:00

ボディコンバット45

「カルチャーバレエ」
↓

(成人クラス)
13:00～14:15

太極拳
腸活腹筋トレーニング

13:00-13:15
宮田 知尚

カーディオスイム30(初中級)

13：00-13：45 13：00-13：45 ボディパンプ45

石田　かおり
13：30～14：00 13：20-14：0513：30-14：15

30 13：15-13：45 30

ヨガ(心) ボディバランス45 ※ST オリジナル健康体操
アクアグローブ

山本 早季子 竹原 ひとみ

30 (定員10名) 森田　千賀子

田中 領 14:00
メガダンス

スクール(有料)

「カルチャーバレエ」
↓

(初心者クラス)
14:00～15:00
(小学生クラス)
15:05～16:15 「スイミングスクール」

↓
(キンダークラス)
14:00～15:00
(初心クラス)

15:00～16:00
(上級・ベストクラス)

16:00～17:00
(ベストクラス)
17:00～18:00

宮川　伸子 川本 友子 宮川 伸子 13：45-14：30
ボディアタック45

メガダンス4513：30-14：15 13：30-14：15 森田　千賀子
14:00 (定員８名クラス)

30
14：10-14：55 ボディコンバット14：00-15：15 14：15-15：00

鎌倉 美佳

水野 智美
山本　早季子 14：30-15：30

エクストリーム55(45分)

水中腸活ウォーキング
14:15-14:30 森田 千賀子

15:00 15:00

シェイプエアロ ボディバランス45※FX ヨガ(体)
(定員８名クラス)

KATSUYA
ボディバランス45※ST15：00-15：45 15：00-15：45 ボディジャム

スクール(有料)

15：00-15：4530 30

「カルチャーバレエ」
↓

(初心者クラス)
15:30～16:30
(小学生クラス)
16:35～17:45

(トウシューズクラス)
17:50～19:10

橋本 千秋 森田 千賀子 15：15-16：00 高尾　淑子

(定員20名スクール)
森田 千賀子

16:00 15：20-16：35 16:00

「スイミングスクール」
↓

(キンダークラス)
16:00～17:00
(初心クラス)

17:00～18:00
(上級クラス)

18:00～19:00
(ベストクラス)
19:00～20:00

「スイミングスクール」
↓

(キンダークラス)
16:00～17:00
(初心クラス)

17:00～18:00
(上級クラス)

18:00～19:00
(ベストクラス)
19:00～20:00

加藤 龍一
30

「カルチャーバレエ」
↓

(トウシューズクラス)
16:25～17:45
(成人クラス)

17:55～19:10

30

30

19:00 19:00

ZUMBA ボディコンバット
スクール(有料)

テクニカルエアロ45
(ローインパクト)

ヨガ(体) ボディコンバット45
30 30

「カワイ体育教室」
↓

(幼児)
16:30～17:30

(児童)
17:40～18:40

17:00 17:00

「ダンシングスターズ」
↓

(ハッピースターズ)
17:00～17:50

30 30

18:00 18:00
「ダンシングスターズ」

↓
(ハッピー&チャレンジ

スターズ)
18:00～18:50

30

19：15-20：00 19：15-20：00 19：15-20：00 19：15-20：00

19：15～20：30
ボディパンプ

スクール(有料)
橋本　千秋

20:00 20:00

宮田 知尚 19：45-21：00 ボディジャム
スクール(有料)

コアクロス30
30 30

ボディコンバット45
20：20-20：50

橋本 千秋 伊藤　理香 宮田 知尚

ボディアタック45
平泳ぎ(初中級)

ボディパンプ45※TB
宮田 知尚北村 政和 20：30-21：00

毎週水曜日は休館日となります。【営業時間】平日10:00-22:00/土10:00-20:00/日･祝10:00-18:00　※祝日は特別プログラムとなります。（HP/館内にて提示させていただきます。）

ボディパンプ45

12:00-12:45

(定員８名クラス)

小川 貢弘

22:00 22:00

21:00

森田 千賀子 宮田 知尚 宮田 知尚
加藤 龍一

30 30

20：15-21：30
20：30-21：15 20：30-21：15 彦坂 修羅 20：30-21：1521:00

Live配信特別クラス

  【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）

　【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。

　【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。

　【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。

　【整理券マーク】　ご参加には整理券が必要となります。

　【LIVE配信特別クラスマーク】　　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）★Live配信特別クラス★

通常のオンラインライブレッスンと異なり、配信用カメラONにして実施します。スクリーン上のインストラクターとカメラで繋がります。

定員はクラス毎に異なります。是非ご参加お待ちしております。(施設でのオンラインライブレッスン限定クラスです)

Live配信特別クラス

Live配信特別クラス

Live配信特別クラス

◆9月中旬以降より

開始予定のスクール

です。

詳細は別紙にて追っ

てご案内いたします。

■「スタジオプログラム」ついて

　・事前のご予約はWEB予約(有料)にてお願いいたします。

　・プログラムの間隔を20分以上空けて、換気・除菌清掃を行います。

　・定員を以下の設定とし、前後左右の人との間隔を空けます。

　・ご参加の皆さまへ「発声を慎むように」ご協力願います。

　・スタッフと参加者のハイタッチ(接触)等を自粛いたします。

　・鼻・口を覆うマスク・ネックゲイターの着用が必須となります。

場所 ③優先入場枠

③14名

③17名

③9名

第2スタジオ ③3名

スクール

※皆さまのご理解とご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。

①総定員数　②当日枠

基本定員/①30名②16名

オンライン/①8名②5名

スクール毎に異なります。入会・都度参加・体験はフロントまで

調整系クラス/①35名②18名

ステップ台使用クラス/①20名②11名

第1スタジオ



                        

10:00

30

11:00

30

12:00

30

シェイプエアロ

ボディパンプ
スクール(有料)

10：30-11：45

鎌倉 美佳

13：15-13：45

山本 早季子

14:00

30

15:00

藤田　富美子

11：45-12：30

石田　かおり

太極拳

17:00

子供ダンススクール30 30

18:00 18:00

17:00

30

18:00

15：00-15：4530 30
橋本 千秋

16:00 16:00

子供スイミングスクール

30 30

17:00

参加料/1,320円(税込)

ヨガ9030

16:00

30

芹澤/柴田

参加料1,650円(税込)

(定員35名)

15：20-16：50

森田 千賀子

宮川　伸子

30 30

15:00 15:00
シェイプエアロ

30 30
ヨガ(心)

13：30-14：1514:00 14:00

ボディコンバット60

(定員８名)

14：30-15：45

石田　かおり

ボディアタック45

14：10-14：55

鎌倉 美佳

30 13：00-14：00

※詳細は別紙をご確認ください

13：00-13：45
カーディオスイム30(初中級)

12：00-12：4530 30
森田 千賀子

12：15-13：15

13:00
宮川 伸子

13:00

11:00

「スイミングスクール」
↓

(ベビークラス)
11:00～12:00

1～2コース目使用

前田 泰孝

30 30

12:00 12:00
ボディバランス45※ST

コンディショニング
スクール(有料)

10：30-11：45

13:00

10：30-11：15

なるはやたいそう
※６０歳以上限定

大西/小座野

参加料1,650円(税込)

10:00 10:00

「スイミングスクール」
↓

(リトルクラス)
10:00～11:00
1コース目使用

30 30
メガダンス45

10：30-11：1511:00

コナミスポーツクラブ 豊橋 祝日タイムスケジュール
９月１９日（月）　営業時間１０：００～１８：００
スタジオ１ スタジオ２ プール

メガダンス60

(定員８名)

９月２３日（金）　営業時間１０：００～１８：００
スタジオ１ スタジオ２ プール

ポルドブラ

9/19(月･祝)

メガダンススクールは

休講です。

イベントレッスン

イベントレッスン

イベントレッスン

イベントレッスン



＂なるはやたいそう＂

【問題】

１００ー７＝□

□ー７＝〇

〇ー７＝△

どこまで計算できますか？

【開催日】 ①９/２０(火)・②９/２３(金祝)

③９/２７(火)・④９/３０(金)

【開催時間】各１３:００～１４:００

【体験受付開始日】９/１２(火)１１:００～

【開催場所】①②④第２ｽﾀｼﾞｵ ③ﾌﾟｰﾙ（ﾌﾟｰﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

【参加費】 無料 【定員】 １５名

【対象者】 ６０歳以上

【持ち物】 室内ｼｭｰｽﾞ、水分補給できるもの

（③水着、ｽｲﾑｷｬｯﾌﾟ、ﾀｵﾙ）

『脳トレ生みの親 川島隆太博士』監修の

脳を若々しく！カラダもアタマも活き活きと！を

目標に行うカラダとアタマのトレーニングです。

脳 健 康

お申込み先：コナミスポーツクラブ豊橋 ０５３２－６３－５５７１

＂なるはやたいそう＂

 　【参加費】ボディコンバット　１，６５０円（税込）
 　　　　　　ヨガ９０　１，３２０円（税込）
　　 　※当日フロントにてお支払い(現金不可。クレジット、電子マネー、QR決済)

　　　 ※イベント参加＋シャワーのご利用の場合はイベント参加費のみでご参加できます。

 　【定員】ボディコンバット ３０名 / ヨガ９０ ３５名
 　【予約方法】店頭フロント、ＴＥＬにて承ります。

     　　　　 　　コナミスポーツクラブ豊橋　0532-63-5571

BODY  COMBAT

YOGA 90
9/23(FRI) 15:20-16:50

9/18(SUN) 16:15-17:30

森田千賀子(豊橋)

塚本務乃(蒲郡)×佐久間仁菜(豊橋)

YOGA 90

予約開始 9/9 (FRI) 11:00～

予約開始 9/4 (SUN) 11:00～

BODY  COMBAT
S
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D

IO
  EV
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T


