
水曜日

　

コナミスポーツクラブ 豊明 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

本館スタジオ 別館スタジオ プール 本館スタジオ 別館スタジオ プール 本館スタジオ 別館スタジオ プール

金曜日 土曜日 日曜日
本館スタジオ 別館スタジオ プール 本館スタジオ 別館スタジオ プール 本館スタジオ 別館スタジオ プール

10:00

運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾(子供） 運動塾(子供）運動塾（子供） 運動塾（子供）成人水泳教室
（初級）

30
ボディコンバット30 ストレッチ 10：10-10：55 ボディバランス フラダンス

オンラインレッスン

遊泳　１コース
山之内 勲

9：00-11：00

9：00-12：50

体育
スイミング

楠元 郁子

10:00

　
休
館
日
の
為
 

終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

オンラインレッスン
体育

オンラインレッスン
30

姿勢改善ピラティス

NATSUMI 大倉 かな 運動塾（子供）

12:00 （はじめて水泳）
オンラインレッスン
ボディコンバット

４５

深見 龍大

30
メガダンス３０

オンラインレッスン 13：00-13：45

13:30-14:00
後藤 貴子

深見 龍大 13：30-14：15

10:30-11:30 10:30-11:15 10:30-11:15

ヨガ（心）
10:30-11:00

10:00-12:00
10:30-11:00 10:30-11:00

10：00-11：00 10：00-11：50
遊泳　１コース

体育
オンラインレッスン オンラインレッスン

体育
スイミング

リラクゼーションヨガ
４５

9：00-11：00

スイミング
遊泳　２コース オンラインレッスン スイミング スイミング

30 10：55-12：00 10：50-12：00

11:00
スイミング

池田 栄子 澄香 運動塾（子供） ゆう子 運動塾（子供）10：50-12：00 スイミング 水落 温子

歩行　１コース 10:30-11:15 歩行　１コース
11:00 運動塾（子供） 運動塾（子供）

30
歩行　１コース バレエエクササイズ 11：00-12：00 11：00-12：00

遊泳　２コース 遊泳　２コース
11:30-12:00 遊泳　２コース 遊泳　１コース

成人水泳教室 歩行　１コース オリジナル健康体操
（ピラティス）

歩行　１コース
楠元 郁子 オンラインレッスン

12:00
ボディパンプ４５ ベリーダンス ボディパンプ４５

オンラインレッスン
11：45-12：25 有料レッスン

スイミング（初級）
11:45-12:30 運動塾（子供）

歩行　１コース 歩行　１コース

ボディパンプ30
岡本佳乃

12：00-12：45 オンラインレッスン 12:00-12:45 12:00-12:45 長尾 佳美 12:00-12:30 スイミング
30 12：05-12：50 30

シンプリーエアロ 骨盤エクササイズ 小野 真紀 12：00-13：00
12:15-13:00 武居 直美

松浦 博之 オンラインレッスン 歩行　１コース
13:00 12：45-13：15

エルメスダンスカンパニー 小川 貴弘
山之内 勲 12:30-13:00 遊泳　1コース

12：30-13：10 ウォーク＆ジョグ

13:00-13:30
シンプリーエアロ シェイプエアロ

フットケア３０ ボディバランス30 アクアビクス
（オリジナル）

13:00
浜 正江 有料レッスン

スイミング(中上級) ZUMBA
アクアビクス
（シェイプ）

成人水泳教室
マスターズ

美腹トレーニング
岡本 佳乃 オンラインレッスン オンラインレッスン

13:15-13:45 13:15-13:45 30
ヨガ（体）

成人水泳教室
（初級・中級）

13:15-13:55 山之内 勲 13:15-14:00

13:00-13:45 13:00-13:45 13：00-14：00
YUI

千葉 香織 寺田 春奈 長尾 佳美 ※FX 山崎 舞子 13:15-14:00
山口 健太

13：30-14：15 光岡 ひとみ 山口 峰子
14:00 14:00

ゆう子 山口健太 オンラインレッスン
背骨コンディショニング ボディコンバット

４５
オンラインレッスン オンラインレッスン

30 14:15-14:45 運動塾（子供） 30
スタイルアップヨガ 【少人数制レッスン】 ボディコンバット伊藤 曜 14:15-15:00

スイミング

オンラインレッスン
30 運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供）

15:00
14:30-15:30

歩行　１コース
市野瀬 美絵 後藤 貴子 KATSUYA遊泳　１コース

エアロビクス
14:30-15:30

寺田 春奈
14:30-15:3015:00 14：00-15：30

30
運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供）

スタイルアップヨガ
運動塾（子供） 運動塾（子供）

スイミング スイミング

16:00 15：00-16：30 15：00-16：30 15：00-16：30 15：00-16：30

スイミング スイミング 15:30-16:00 
スイミング

体育 体育 体育
市野瀬 美絵

体育 16:00
運動塾（子供）

15：30-16：30
ボディバランス歩行　１コース 歩行　１コース 歩行　１コース 歩行　１コース

オンラインレッスン

30
15：30-19：45 15：30-17：20 15：30-19：45 15：30-19：45

歩行&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

ダンシングスターズ 30
運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供） カルチャー（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供）

16：00-16：50
斎藤　香帆

16:00-17:00

17:00 17:00
16：30-17：30 16：30-17：30

運動塾（子供）
16：30-17：30 16：30-17：30

ボディコンバット４５
16：30-17：30

歩行＆遊泳 １コース

スイミング スイミング スイミング スイミング スイミング
キッズチア クラシックバレエ

オンラインレッスン

30 30
運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供）宮脇 加津子

■ 当施設をご利用の会員様へのお願い ■

ダンシングスターズ 17:00～17:45
16：30-17：30

歩行&遊泳 １コース 歩行＆遊泳 １コース
16：30-17：30

歩行＆遊泳 １コース 歩行&遊泳 １コース

オンラインレッスン
キッズチア 運動塾（子供）18:00 コナミスポーツクラブをご利用頂き、誠にありがとうございます。

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
し上げます。

18:00
ボディバランス30 17：30-18：30 17：30-18：30 17：30-18：30

17：00-18：00スイミング スイミング スイミング スイミング スイミング

17：30-18：30 17：30-18：30
オンラインレッスン

18:00-18:30 歩行　１コース
17：30-18：30

歩行&遊泳 １コース 歩行　１コース ダンシングスターズ 歩行&遊泳 １コース 歩行&遊泳 １コース

運動塾（子供）
ボディパンプ30

※FX 斎藤 香帆 遊泳　１コース 遊泳　１コース
30 17：50-18：40 18：15-18：45

運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供） 有料プライベートレッスン

ダンシングスターズ

19:00
18：15-19：15

19:00
18：30-19：30 18：30-19：30

カルチャーオンラインレッスン
歩行　１コース

18：30-19：30
歩行　１コース

＜スタジオ＞
●プログラム参加の際は指定された場所にお並びください。
　ご予約の方から入場となります。
●レッスンの途中入場・退場はご遠慮ください。
●各クラス定員がございます。
   本館スタジオ：２０名　（WEB予約枠８名）
　　　　　　　※パンプ１０名（WEB予約枠４名）
   別館スタジオ：５０名　（WEB予約枠２０名）

30
宮脇 加津子

18：30-19：00
スイミング スイミング 【定員１０名】

キッズチア 運動塾（子供）
山口 健太

30 30
18：50-19：50 【　マーク表記に関して　】

19:15-20:00 19:15-20:00
19：00-20：00

【安心】
ご自身のペースで運動を行いたいと考える
方へお勧めするクラス。

ダンシングスターズボディコンバット
４５

ボディコンバット
４５

遊泳　１コース 遊泳　１コース
空手

田村 遥 オンラインレッスン 寺田 春奈
20:00 ＜プール＞

●プログラム参加の際は指定された場所にお並びください。
●定員６０名

20:00
ボディコンバット

４５
【少人数制レッスン】 カルチャー

30
ボディパンプ

ボディコンバット
４５

ボディジャム45
20:00-21:00

ボディパンプ45

【ｽｸｰﾙ】 大人有料スクール
エアロビクス 【少人数制レッスン】オンラインレッスン 20:00-20:45 空手

ボディジャム コナミスポーツクラブ　豊明芹澤 宗一郎
後藤 貴子 20：00-21：00

【NEW】
今回より新たにスタートしたプログラム（クラ
ス）です。

30
【有料】

別途550円(税込)参加料金が必要になり
ます。

21:00 21:00
山口 健太 寺田 春奈 篠原 由美子

【変更】
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。柴田 紗帆 寺田 春奈

20:30-21:30 20:30-21:15 20:30-21:15 20:30-21:15 20:15-21:30 ■ 営業時間のご案内 ■

曜　日 営　業　時　間

30
月・火・木・金 １０：００～２２：００

30
　　　　　<<新型コロナウィルス感染リスク低減に向けた取り組みについて>>
　
　●スタッフと参加者のハイタッチ等を自粛いたします。
　●ご参加の皆様へ「発声を慎むように」ご協力をお願い致します。
　●スタジオプログラムご参加の際にはマスク又はネックゲーターなどの着用を
　　お願い致します。　※口と鼻をしっかりと覆ってください。

<<スタジオプログラムWEB予約は有料(330円税込)になりました>>

●レッスン参加希望の方は指定の場所にお並びください。※      クラスはご利用券またはフリーパスをお持ちのうえお並びください

　【本館スタジオ】スタジオ前　　　【別館スタジオ】別館ギャラリー
●お並びの際、お荷物での順番確保はご遠慮ください。
●レッスン開始１５分前からご予約の方から順に入場のご案内を致します。定員に達し次第締め切らせていただきます。
●並ばずに参加したい方、自分の好きな場所で参加したい方は便利なWEB予約(有料)をご利用ください。
　※プールプログラムはWEB予約システムの対象外でございます。

土

※毎週水曜日は休館日となります。

23:00 23:00

１０：００～２０：００
22:00 22:00

日・祝祭日 １０：００～１８：００

30 ※祝祭日は１７時以降のレッスン（大人）が休講となります。 30



水曜日

　 １０：００～２２：００
30

　　　　　<<新型コロナウィルス感染リスク低減に向けた取り組みについて>>
　
　●スタッフと参加者のハイタッチ等を自粛いたします。
　●ご参加の皆様へ「発声を慎むように」ご協力をお願い致します。
　●スタジオプログラムご参加の際にはマスク又はネックゲーターなどの着用を
　　お願い致します。　※口と鼻をしっかりと覆ってください。

土

※毎週水曜日は休館日となります。

カルチャー

30
ボディパンプ

ボディコンバット
４５

ボディジャム45
20:00-21:00

ボディパンプ45

【ｽｸｰﾙ】 大人有料スクール
エアロビクス 【少人数制レッスン】オンラインレッスン

＜プール＞
●プログラム参加の際は指定された場所にお並びください。
●定員６０名

空手
ボディジャム コナミスポーツクラブ　豊明

後藤 貴子

23:00 23:00

１０：００～２０：００
22:00 22:00

日・祝祭日 １０：００～１８：００

30 ※祝祭日は１７時以降のレッスン（大人）が休講となります。 30

【有料】
別途550円(税込)参加料金が必要になり
ます。

21:00 21:00
山口 健太 寺田 春奈 篠原 由美子

【変更】
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。柴田 紗帆 寺田 春奈

20:30-21:30 20:30-21:15 20:30-21:15 20:30-21:15 20:15-21:30 ■ 営業時間のご案内 ■

曜　日 営　業　時　間

30
月・火・木・金

オンラインレッスン

20：00-21：00
【NEW】

今回より新たにスタートしたプログラム（クラ
ス）です。

30 30
18：50-19：50 【　マーク表記に関して　】

19:15-20:00 19:15-20:00
19：00-20：00

【安心】

ダンシングスターズボディコンバット
４５

ボディコンバット
４５

遊泳　１コース 遊泳　１コース
空手

ご自身のペースで運動を行いたいと考える
方へお勧めするクラス。田村 遥 寺田 春奈

20:00

30

20:00
【少人数制レッスン】

19:00
18：30-19：30 18：30-19：30

カルチャーオンラインレッスン
歩行　１コース

18：30-19：30
歩行　１コース

30
宮脇 加津子

18：30-19：00
スイミング スイミング

キッズチア 運動塾（子供）
山口 健太

＜スタジオ＞
●プログラム参加の際は指定された場所にお並びください。
　ご予約の方から入場となります。
●レッスンの途中入場・退場はご遠慮ください。
●各クラス定員がございます。
   本館スタジオ：２０名　（WEB予約枠８名）
　　　　　　　※パンプ１０名（WEB予約枠４名）
   別館スタジオ：５０名　（WEB予約枠２０名）

30 17：50-18：40 18：15-18：45
運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供） 有料プライベートレッスン

ダンシングスターズ

19:00
18：15-19：15

歩行&遊泳 １コース 歩行&遊泳 １コース

運動塾（子供）
ボディパンプ30

※FX 斎藤 香帆 遊泳　１コース 遊泳　１コース

キッズチア 運動塾（子供）18:00 コナミスポーツクラブをご利用頂き、誠にありがとうございます。
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
し上げます。

18:00
ボディバランス30 17：30-18：30 17：30-18：30 17：30-18：30

17：00-18：00スイミング スイミング スイミング スイミング スイミング

17：30-18：30 17：30-18：30
オンラインレッスン

18:00-18:30 歩行　１コース
17：30-18：30

歩行&遊泳 １コース 歩行　１コース ダンシングスターズ

30 30
運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供）宮脇 加津子

■ 当施設をご利用の会員様へのお願い ■

ダンシングスターズ 17:00～17:45
16：30-17：30

歩行&遊泳 １コース 歩行＆遊泳 １コース
16：30-17：30

歩行＆遊泳 １コース 歩行&遊泳 １コース

オンラインレッスン

17:00 17:00
16：30-17：30 16：30-17：30

運動塾（子供）
16：30-17：30 16：30-17：30

ボディコンバット45
16：30-17：30

歩行＆遊泳 １コース

スイミング スイミング スイミング スイミング スイミング
キッズチア クラシックバレエ

オンラインレッスン
16:30-17:00
千葉 香織

30
運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供） カルチャー（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供）

16：00-16：50
斎藤　香帆

16:00-17:00 16:00-16:45

山口 健太
30

15：30-19：45 15：30-17：20 15：30-19：45 15：30-19：45
歩行&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
ダンシングスターズオンラインレッスン

フットケア３０

16:00
運動塾（子供）

15：30-16：30
ボディバランス歩行　１コース 歩行　１コース 歩行　１コース 歩行　１コース

オンラインレッスン

ボディパンプ４５

運動塾（子供）
スイミング スイミング スイミング

16:00 15：00-16：30 15：00-16：30 15：00-16：30 15：00-16：30

スイミング 15:30-16:00 
スイミング

体育 体育 体育
市野瀬 美絵

体育

15:00
14:30-15:30

歩行　１コース
市野瀬 美絵 後藤 貴子

30 運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供）

KATSUYA遊泳　１コース
オンラインレッスン

30
運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾（子供）

スタイルアップヨガ
運動塾（子供）

14:00
ゆう子 山口健太 オンラインレッスン

背骨コンディショニング ボディコンバット
４５ 30

13：30-14：15 13：30-14：15 光岡 ひとみ 山口 峰子

オンラインレッスン

山口 健太後藤 貴子
※ST 千葉 香織

深見 龍大

30 14:15-14:45 運動塾（子供）
スタイルアップヨガ 【少人数制レッスン】 ボディコンバット伊藤 曜

14:00

14:15-15:00
スイミング

エアロビクス
14:30-15:30

寺田 春奈

オンラインレッスン

14:30-15:3015:00 14：00-15：30

30 12：05-12：50

13:00

30
メガダンス３０

ヨガ（体）
成人水泳教室
（初級・中級）

13:15-13:55 山之内 勲

シンプリーエアロ シェイプエアロ
ボディバランス30 アクアビクス

（オリジナル）
オンラインレッスン 13：00-13：45 13:00-13:45 13:00-13:45 13：00-14：00

13:15-14:00 寺田 春奈 長尾 佳美 ※FX 山崎 舞子 13:15-14:0013:30-14:00

13:00
浜 正江 有料レッスン

スイミング(中上級)
岡本 佳乃 オンラインレッスン

30 13:15-13:45

ZUMBA
アクアビクス
（シェイプ）

成人水泳教室
マスターズ

オンラインレッスン
ボディバランス30

13:15-13:45

小野 真紀

ボディバランス
　　４５　※ST

12:30-13:15

江頭 慶子

12：00-13：00
12:15-13:00

深見 龍大 歩行　１コース
12：45-13：15

エルメスダンスカンパニー 小川 貴弘

12:00
ベリーダンス ボディパンプ４５オンラインレッスン 11：45-12：25 有料レッスン

スイミング（初級）
11:45-12:30 運動塾（子供）

歩行　１コース 歩行　１コース

スイミング
30

シンプリーエアロ
山之内 勲 遊泳　1コース

12：30-13：10 ウォーク＆ジョグ

12:00-13:00
ボディコンバット

４５
岡本佳乃

オンラインレッスン 12:00-12:45 12:00-12:45 長尾 佳美

11：00-12：00
遊泳　２コース 遊泳　２コース

11:30-12:00 遊泳　２コース 遊泳　１コース

12:00 （はじめて水泳）
成人水泳教室 歩行　１コース オリジナル健康体操

（ピラティス）

歩行　１コース
楠元 郁子 オンラインレッスン オンラインレッスン

ボディバランス

スイミング
30 10：55-12：00 10：50-12：00

11:00
スイミング

池田 栄子 澄香 運動塾（子供） ゆう子 運動塾（子供）10：50-12：00 スイミング 水落 温子

歩行　１コース 10:30-11:15 歩行　１コース
11:00 運動塾（子供） 運動塾（子供）

30
歩行　１コース バレエエクササイズ 11：00-12：00

体育
オンラインレッスン オンラインレッスン

体育
スイミング

リラクゼーションヨガ
４５

9：00-11：00

スイミング
遊泳　２コース オンラインレッスン スイミング

10:00

　
休
館
日
の
為
 

終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

オンラインレッスン
体育

オンラインレッスン
30

姿勢改善ピラティス

<<スタジオプログラムWEB予約は有料(330円税込)になりました>>

●レッスン参加希望の方は指定の場所にお並びください。※      クラスはご利用券またはフリーパスをお持ちのうえお並びください

　【本館スタジオ】スタジオ前　　　【別館スタジオ】別館ギャラリー
●お並びの際、お荷物での順番確保はご遠慮ください。
●レッスン開始１５分前からご予約の方から順に入場のご案内を致します。定員に達し次第締め切らせていただきます。
●並ばずに参加したい方、自分の好きな場所で参加したい方は便利なWEB予約(有料)をご利用ください。
　※プールプログラムはWEB予約システムの対象外でございます。

NATSUMI 大倉 かな 運動塾（子供） 楠元 郁子
10:30-11:30 10:30-11:15 10:30-11:15

10:30-11:00
10:00-12:00

10:30-11:00 10:30-11:00
10：00-11：00 10：00-11：50

遊泳　１コース

10:00

運動塾（子供） 運動塾（子供） 運動塾(子供） 運動塾(子供）運動塾（子供） 運動塾（子供）成人水泳教室
（初級）

30
ボディコンバット30 ストレッチ 10：10-10：55 ボディバランス フラダンス

オンラインレッスン

遊泳　１コース
山之内 勲

9：00-11：00

9：00-12：50

体育
スイミング

ヨガ（心）

別館スタジオ プール

金曜日 土曜日 日曜日
本館スタジオ 別館スタジオ プール 本館スタジオ 別館スタジオ プール 本館スタジオ 別館スタジオ プール

ボディコンバット30
20:30-21:00
芹澤 宗一郎

ボディパンプ４５

12：00-12：45

武居 直美

コナミスポーツクラブ 豊明 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 火曜日 木曜日

本館スタジオ 別館スタジオ プール 本館スタジオ 別館スタジオ プール 本館スタジオ



・WEB「メンバーサービス」よりログインいただき、ご予約ください。

・１クラス３３０円（税込）の有料サービスです。なお、支払方法はクレジット決済のみです。

・対象クラスの１週間前（AM７：００）から予約可能です。

・店頭、お電話での受付はできません。

・上限５クラスまで予約可能です。なお、１クラス複数予約はできません。

・ご予約はご本人様分のみ可能でご本人様のみ有効です。※譲渡不可。

・予約クラスの取消は、予約クラス前日(23:59）までにメンバーサービスで取消可能です。

※期日までに取消があった場合は、初回予約申込日より９０日まで何度でも繰越可能です。


