
日曜日

12：00～12：30
アクアビクス３０

三　角

11：40～12：25
リラックスヨガ

吉　本

SATURDAY

ライフスポーツKTV石橋 レッスンタイムテーブル 2022年7・8月 【営業時間】　(月-金) 10:00-21:00　(土) 9:00-21:00　(日) 9:00-16:00  　　　　　【休館日】7月8日、9日、10日　8月8日、9日、10日

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
SUNDAY

←9：30→

9：40～10：10
姿勢改善プログラム

下　田←10:00→

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

10：30～11：10
ベーシックステップ

多　田

10：30～11：10
ZUMBA
ＵＲＡＲＡ

10：40～11：20
ベーシックウォーク

下　尾

10：40～11：25
リラックスヨガ

安　樂

10：50～11：30
健美操
井　上

←11:00→

22台

11：30～12：15
スロウフロウヨガ

森澤

11：30～12：00
機能改善ｽﾏｰﾄﾜｰｸｱｳﾄ

野　村11：40～12：20
はじめてﾏｰｼｬﾙﾋﾞｰﾄ

下　尾
←12:00→

12：05～12：50
健美操
井　上

12：20～13：00
ボール
橋　本

12：20～13：00
機能改善プログラム

吉　本12：40～13：25
BAILABAILA

YOSHI

12：45～13：15
アクアビクス３０

越　田
←13:00→

25個
12：45～13：15
アクアビクス３０13：10～13：50

機能改善プログラム
井　上

キッズ
ジュニア

ダンススクール

13：20～14：05
ﾄｰﾀﾙｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ

橋　本

13：30～14：10
太極舞
荒　木

13：45～14：15
やさしいウォーク

YOSHI
←14:00→

14：15～15：00
BAILABAILA

kotetu14：45～15：25
ベーシックウォーク

多　田
←15:00→

石田朋子バレエ学園

石田朋子バレエ学園 有料教室 キッズチアダンス 石田朋子バレエ学園

19：30～20：15
ZUMBA

梶　村

19：30～20：15
フェルデンクライス・

メソッド
原　田

19：30～20：15
ヨガエクササイズ

種　村

19：40～20：20
BAILA BAILA

野　村

19：40～20：20
卓　球

＊自由にご利用ください。

↓※緊急事態宣言等の発令により自治体より制限の指示が出た場合は全てのレッスンにおいて下記の定員数を設けます

11：45～12：30
リラックスヨガ

森　澤

9：45～10：25
ベーシックウォーク

新　海

10：45～11：25
やさしいステップ

新　海

22台

←19:00→

★ お 願 い ★

・スタジオレッスンはマスク又はネッ
クゲーターを着用していただいてのご
参加をお願いいたしております。マス
ク着用による息苦しさを感じた場合は
無理をされず運動を中止して下さい。
レッスンの途中でも退場できます。

・レッスン中にご利用されたストレッ
チマットや各ツールは使用後、アル
コール除菌をお願いいたします。
※お客様にはご不便をおかけしますが、
飛沫感染防止の為、何卒ご理解ご協力
のもと、当施設をご利用頂きますよう、
お願い申し上げます。

緊急事態宣言による自治体の指導によりレッスンは変更・休講になる場合がございます。
また、定員数が無いレッスンでも参加状況により、定員制限を設ける場合がございます。
予めご了承くださいませ。

① 台帳にロッカーバンド№または名前を記入してください。

記入後はお待ちいただく必要はございませんが、レッスン開始

30分前に観覧席ジム入口に間隔をあけて並んでください。

抽選のお申込みであり、レッスンの予約ではありません。

② 整理券配布時（レッスン開始30分前）に並んでください。

→この時点で定員に達している場合、抽選を行います。

【ご注意】この時点で並んでいない方・抽選申込をされていな方は抽選できません。

→この時点で定員に達していない場合、通常通り整理券を配ります。

※この時点で並んでいない方はロッカー番号を記入されていても無効になります。

③ 並んでいただい方から順に台帳にご記入いただいたロッカー

バンド№または名前を伝えてください。

（抽選申込台帳で番号を確認いたします。）

④ ホワイトボードにカードを抽選人数分付けています

その中から1枚お取りください。裏に整理券番号が書いてあれば、

レッスンに参加できます。白紙の場合は参加できません。

　　レッスン開始60分前～　【靴箱付近】
【抽選申込】

　　レッスン開始30分前　【観覧席ジム入口】
【抽選申込締切　→　抽選開始】

　　抽選

スタジオレッスン整理券配布

及び抽選のご案内

ＳＴＥＰ １

ＳＴＥＰ 2

ＳＴＥＰ 3

対象レッスン： マークが付いたスタジオレッスン
※木・日 朝1本目のレッスンはオープン時からフロントで整理券を配布します（先着順）

※土曜日・日曜日のレッスンは抽選を予定しておりません。３０分前よりマシンジムカウンターで

整理券を配布いたします（先着順）

★整理券を取得された方は、インストラクターの誘導のもと、ご入場ください。

★お知らせ★

※インストラクター・メニューは予
告なく変更する場合がございます。

※レッスン開始１０分以降のスタジ
オ入場はご遠慮ください。

※スタジオの場所取り行為はご遠
慮ください。

※道具や器具を使うメニューは定
員がございますのであらかじめご
了承下さい。

■最新のレッスン代行情報を確認
できます。

無料オンラインレッスン （ご自宅で受講）

「ヨガと瞑想～Universal Yoga EARTH～

講師：関川 太一

毎週 水曜 12：35～13：20

毎週 金曜 19：00～19：30
下記QRコードを読み取り事前にご予約下さい。

Coubicに登録が必要です。 開催日は予約時に

ご確認ください。

定員を設定しておりません。レッスン参加人数の混み具合により安全面が確保できないと判断し
た場合及びコロナウィルス感染拡大の恐れ、行政の指導がある場合は定員制を設け、整理券を配
布いたします。予めご了承くださいませ。
※ツールを利用するレッスンはツールの数が定員となります。
※レッスン終了後、インストラクターがスタジオを消毒・清掃しますのでご退場をお願いします。
※インストラクターの指示のもと、ご入場ください。

※定員 対象 強度 難度
１６名 すべて ★ ★

１６名 初級 ★★ ★

16名 初中級 ★★ ★★

16名 初中級 ★★ ★★

１６名 すべて ★ ★

２２名 すべて ★ ★

２２名 すべて ★ ★

２２名 すべて ★ ★

２２名 すべて ★ ★

２２名 すべて ★ ★

２２名 すべて ★ ★

２２名 すべて ★ ★

２２名 すべて ★ ★

２２名 すべて ★ ★

２２名 すべて ★ ★

２２名 すべて ★ ★

２２名 すべて ★ ★

２２名 すべて ★ ★

１６名 すべて ★★ ★★

１６名 すべて ★ ★

すべて ★ ★

BAILA BAILAはじめて 曲に合わせた振り付けを楽しむ地中海系のダンスエクササイズです。楽しく踊って脂肪燃焼しましょう！
アクアビクス 泳げなくても大丈夫。水慣れからはじめる初心者対象のクラスです。膝や腰への負担が少ない水中エクササイズ。新陳代謝を活発にする、どなたで

機能改善プログラム 日常の動作を楽にして調子を整えます。
姿勢改善プログラム ｲﾝﾅｰ・ｱｳﾀｰﾏｯｽﾙのﾊﾞﾗﾝｽや筋骨結合組織の連携をﾁｪｯｸし、ｾﾙﾌﾏｯｻｰｼﾞ、ｽﾄﾚｯﾁや矯正ｴｸｻｻｲｽﾞで全身のﾊﾞﾗﾝｽを整えて血行促進、怪我の予防を図ります。

ZUMBA ラテン系ダンスにフィットネスエクササイズを融合させたプログラム。こまかなことにこだわらず、楽しく騒ぎましょう。

リラックスヨガ 集中力を高め、柔軟性を養い、身体をリフレッシュ!
ヨガエクサ 少しきつめの動きやポーズを取り入れ、柔軟性を高め体の中からしっかりと整え新陳代謝を高めることを目指します。シェイプアップしたい方スト

機能改善スマートワークアウト 体幹の機能を高め、かしこい身体の使い方を習得するKTVオリジナルの機能改善プログラムです。

スロウフロウヨガ ゆったりと流れるようにヨガのポーズをとっていきます。
ポルドブラ ゆったりとした音楽に合わせて行う姿勢･筋力･柔軟性のコンディショニングクラスです。

トータルコンディショニング 姿勢や身体の調子を整えるエクササイズを行います。

太極舞 太極拳の動きと呼吸法、中国の伝統武術や民族舞踊の要素を取り入れ中国音楽に合わせて踊る、誰にでも簡単に親しんでいただけるエクササイズ

健美操 心地よい音楽に合わせて身体を動かし、心身をほぐしてバランスを整えるオリエンタルリラクゼーション。肩コリ・腰痛を緩和する効果があります。

コア＆シェイプ ﾃﾞｨｽｸ、ﾁｭｰﾌﾞ、ﾀﾞﾝﾍﾞﾙ、ﾎﾞｰﾙ等様々な器具を利用した筋ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｴｸｻｻｲｽﾞにより、効果的にﾎﾞﾃﾞｨﾗｲﾝのｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟをはかるクラス。
ボ－ル バランスボールを使用したバランスエクササイズ。ボディーラインのシェイプアップや機能向上をはかるクラスです。

フェルデンクライス・メソッド 無理のない簡単な動きを通して、脳―神経系に働きかけ、心身の動きを再学習するクラスです。

 ベーシックウォーク ロウインパクトムーブの基本から徐々にバリエーションを増やし、動きを記憶することに慣れながら、全身持久力の向上を目指すクラス。
 ベーシックステップ ステップムーブの基本を確認した方が、ベーシックなステップコンビネーションを楽しみながら、全身持久力を高めていくクラス。

はじめてマーシャルビート リズムに合わせながらボクササイズの動きをすることで有酸素と筋力アップ。

レッスン名 内　　　容
やさしいウォーク 「歩く動作」から「シンプルな動きに変化させた弾まない動き」で持久運動になれるクラスです。
やさしいステップ ステップ初級の方が、シンプルなバリエーションで持久運動に慣れていくクラス。ステップムーブの基本を確認できます。

レッスンに定員制限を設けた場合は、下記の

内容で整理券の配布及び抽選を行います。
よろしくお願いします。


