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ジムレギュラー会員
全ての営業時間でご利用できます。

今、話題の「ホットスタジオ」×「ナノフィール」を完備。ジムエリアとホットスタジオのご利用ができます。

マスター会員

6,999 (税抜)

7,999 (税抜)

ホットヨガスタジオ
お試し手ぶら

体験受付中
女性
限定

たいけん

円
(税抜)

１回

土 日

金月 火 水 木

2,000
さらにドリンク2本プレゼント
ストレッチマットレンタル付

9：00～17：00

終日OK
ウェア・バスタオルセット・

【当日お持ちいただくもの】
※1日5名様限定

体験後即日入会で
2,000円キャッシュバッグ!!

※事前予約制

お着替え・アメニティー・お水(シャンプー・ボディソープはご用意がございます)

※女性体験者又は女性会員の方と同伴で男性の方も体験が受けられます。

今なら見学・体験会の即日入会でお得な特典GET!!
ご入会時・手続きに必要なもの

入会金
登録事務手数料 月会費2か月分

（ご持参ください）

口座振替受付

通帳のお届け印 引落通帳の口座番号ご本人様確認書類キャッシュカード

新潟桜木インター

ボディバランスとは

ボディバランス
フレキシビリティとは

レズミルズプログラムの1つでヨガベースの動きの中に太極拳、
ピラティスをミックスした校正になっており、
楽曲数は全11曲で構成されています。

上記の構成より6、7曲目を削除した構成のレッスンです。
腹筋、背筋に自信がない方でもご参加いただける構成です。

既にヨガを行っている方にもこれからヨガに挑戦しようと
思っている方にも楽しんでいただけるプログラムです。

1曲目・・・タイチーウォームアップ
2曲目・・・サンサルテーション
3曲目・・・スタンディングストレングス
4曲目・・・バランス
5曲目・・・ヒップオープナーズ
6曲目・・・コアアブドミナル
7曲目・・・コアバック
8曲目・・・ツイスト
9曲目・・・フォワードベント・ハムストリングス
10曲目・・・リラクゼーション
11曲目・・・メディテーション

レズミルズプログラムとは
世界70カ国以上で展開されているプレコリオプログラムです。
音楽は洋楽のヒットナンバーを取り入れ、
60分間のレッスンをベースに校正されています。

※1



●レッスン開始後のご入場・途中退場はけがや事故につながりますのでお断りをしております。
●レッスン開始10分前に館内アナウンスをいたします。その後スタジオにご案内いたします。
●レッスン中は脱水症状を防ぐ為、こまめに水分補給をしましょう　●疲れすぎの時はレッスンの参加を控えましょう。

スタジオプログラムでは安全のため、下記事項をお守りください。

”もう一歩キレイで
もう一歩動ける”カラダづくり

柔軟性を高めましょう

10:30～ 11:15
モーニングストレッチヨガ

宮嶋

12:45～ 13:15
ウェーブストレッチ

みなみ

10:30～ 11:30
美脚・美姿勢エクササイズ

中村

15:00～ 16:00
リラクゼーションヨガ

リラクゼーションヨガ
渡辺

11:30～ 12:30
身体リセットヨガ

宮嶋

渡辺

13:30～ 14:30
ヨガレッチ

小林

13:15～ 14:15
お腹引き締めヨガ

パワーヨガ

Mari

9:30～ 10:30
ヨガレッチ

小林

16:15～ 17:15
ヨガレッチ

小林

10:00～ 11:00 10:00～11:00
ビギナーヨガ

ウェーブストレッチ
みなみ

リラクゼーションヨガ

9:00～ 10:00
はじめての太極拳

野口
はじめて太陽礼拝　Maiko

9:00～ 9:459:00～9:45
朝のピラヨガ　

佐藤

9:00～ 9:45

木村 本川

18:45～19:45
代謝アップヨガ

渡辺

11:00～ 12:00
11:00～ 12:00

9:30～ 10:30

11:30～ 12:30
ピラティス

吉田

11:30～ 12:30
はじめてのアシュタンガヨガ

宮嶋

宮嶋

（骨盤調整エクササイズ）
ぺルヴィスヒーリング

三富
柔軟性アップヨガ

岡

桂

12:30～ 13:30
ヴィンヤサヨガ

コンディショニングストレッチ
陣谷

13:00～ 14:00
デトックスヨガ

本川

13:00～ 14:00
女性限定

女子力UPムーンヨガ
nAtsuko

nAtsuko

14:30～ 15:30
カンタンリフレッシュヨガ

ふくま

14:30～ 15:30
ビューティーヨガ

暖かいスタジオ
ストレッチフリー

ご自由にご利用できます。

暖かいスタジオ
ストレッチフリー

ご自由にご利用できます。

古堀

14:30～ 15:30
NYスタイルピラティス

11:00～ 12:00
ビューティーヨガ

古堀

19:30～ 20:30
ビギナーヨガ

木村

18:30～ 19:30
ヨガレッチ

小林

16:00～ 17:00
ヨガレッチ

小糸

16:00～ 17:00
はじめて月礼拝

Maiko

20:15～ 21:15
フローヨガ

宮嶋

20:00～ 21:00

18:30～19:30
リラックスタイチ

野口

18:30～19:30

21:15～ 22:15

木村

女性限定

やさしいパワーヨガ

ハタヨガ

18:00～ 19:00

桂

桂

桂

21:15～ 22:00
コア&ストレッチ

池野

リラックスヨガ

19:30～ 20:30
ハタヨガ20:00～ 20:45

古堀
癒しのヨガ×キャンドル

古堀
癒しのヨガ×キャンドル

20:00～ 21:00

21:30～ 22:15

21:00～ 21:45

岡

岡

12:30～ 13:30
12:45～ 13:45

古川
&ストレッチ

三富
(筋膜リリース)

14:15～ 15:15
ウェーブペルヴィスヒーリング

野口

16:00～ 17:00
ボディバランス

池野

21:15～ 22:00
ボディバランス45 フレキシビリティ

池野

18:30～ 19:00
ボディバランス30 ストレングス

9:45～ 10:30

12:00～ 13:00

Mari

14:00～ 15:00

酒井

＆ ストレッチ

女を磨くゆがみ改善エクササイズ
酒井

14:45～ 15:45
カンタンリフレッシュヨガ

ふくま

ジョイフィット 新潟桜木インター

初心者向け

プログラム

QR コードから
ホームページに簡単にアクセス

このプログラムは
ウェーブストレッチリングを使用しています。

←レッスン内容の構成上、
身体に優しい方法ですすめています。
良識的な範囲内での途中入退場は可能です。

レズミルズレッスン
音楽と動作が決められた
世界共通プログラム

このプログラムは
床暖房とナノフィールで実施しています。

すべてのプログラムはサウナヒーター
床暖房・ナノフィールで実施しています。

2017.２月

休講12:00～17:00
2/28 スタジオメンテナンス

休講12:00～17:00
2/28 スタジオメンテナンス

休講12:00～17:00
2/28 スタジオメンテナンス

2/11 代行：コア&ストレッチ　みなみ

2/9 代行：Maiko

2/16 代行：リラックスヨガ 桂

毎週第4日曜日はヨガレッチ75

2/19 代行：木村IR


