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　　最新のスケジュール・代行・休講はLINEで！　　　　　最新情報はInstagramで！

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
スタジオ ホットスタジオホットスタジオ スタジオ ホットスタジオ スタジオ ホットスタジオ スタジオホットスタジオ スタジオ ホットスタジオ スタジオ ホットスタジオ スタジオ

9:45-10:15

9:00 9:00
9:00-9:30 9:00-9:45

朝のすっきりヨガ

バレエスクール9:15-10:00 9:15-10:00
日浦

:30 :30
はじめて太極拳 イキイキ太極拳

9:30-10:00 9:30-10:00 9:30-10:00 9:30-10:15 9:30-10:15
門山

心身楽らく骨ナビエクササイズ 寝たまんまアロマヨガ モーニングヨガ
下肢のリセット

コンディショニング

もっと動ける身体づくりの

コンディショニング
葛綿 山口 田中 田中 髙島

10:00 カメカメエアロ 10:00

葛綿 yuko yuko

10:15-10:45 10:15-11:00

:30
※予約制 リラックスヨガ

ファンエアロ

:30
らくらくヨガ

10:30-11:00
10:30-11:15

10:30-11:00 10:30-11:00 10:30-11:00
中村

カメカメエアロ

11:00
ボディコンバット トレーニングエアロ歩くシェイプアップエアロ

足の裏から整える

代謝促進ストレッチ 山口

10:45-11:15 10:45-11:30 10:45-11:15
葛綿 池嶋 細木 RITSU 杉浦

ボディバランス ベーシックヨガ

10:45-11:30 10:45-11:30 インテグラルヨガ
10:45-11:15 10:45-11:30

白井 yuko yuko

葛綿 内山 11:15-12:00
米谷 細木

11:00 LES MILLS CORE 膝・股関節コンディショニング 首・肩甲骨コンディショニング

:30 :30
パワーヨガ11:30-12:15 11:30-12:00 11:30-12:15 11:30-12:00 11:30-12:00

UBOUND
11:45-12:15 11:45-12:15

池嶋 中村 RITSU 杉浦

はじめてアシュタンガヨガ ZUMBA

ボディパンプ トレーニングエアロ
11:45-12:15 11:45-12:15

:30 :30
内山 葛綿 12:30-13:15 白井

石川 葛綿 細木 yuko yuko山口

12:00 アロマヨガ 寝ころび整体体操 首・肩甲骨コンディショニング アクティブコンディショニング 12:00
12:00-12:45 12:00-12:45 12:00-12:45 12:00-12:45

12:30-13:00
細木

ランランエアロ

フラダンス
12:45-13:15 12:45-13:15

杉浦

Balletone

～ソールシンセシス～
寝ころび整体体操 シバム ボディバランス

13:00 ZUMBA リラックスヨガ 13:00
13:00-13:30

杉浦 小出 中村
アンチエイジングヨガ

ホットスタジオ

フリータイム

13:15-14:00 13:15-13:45 13:15-13:45
門山

足立
13:30-14:15

ハタヨガ

14:00-14:45

:30 バレエ初中級(バー) ボディパンプ :30呼吸・体幹エクササイズ

～ブリービクス～

13:30-14:00 13:30-14:00
門山

カメカメエアロ ※予約制 カメカメエアロ
13:45-14:15 13:45-14:30 13:45-14:15 13:45-14:15 13:45-14:30

:30 :30
バレエ初中級(センター) ボディアタック

※ご利用の際はヘルスチェックシートの

ご記入をお願いいたします。

14:30-15:15

太陽礼拝ヨガ 13:00-16:00 14:00
らくらく45 クラシックバレエ中村 山口

大野 笠原 大野
14:00 サーキットエアロ ハタヨガ

杉浦

坪谷

14:30-15:15

ヨガレッチ ヨガレッチ14:45-15:15

笠原

呼吸・体幹エクササイズ

～ブリービクス～
14:15-15:00 14:15-15:00

門山

14:45-15:15
門山 足立

15:00 ボディステップ アロマヨガ

小林

※予約制
15:00

15:00-15:45 15:00-15:45大野 杉浦 大野 山口

:30
ステップ ボディジャム

ホットスタジオ【月額1,100円】坪谷 米谷

16:00

:30

16:00

ホットスタジオ

フリータイム

:30

16:45-17:30

16:20-18:10 16:20-19:10
:30

16:30-17:30

空手スクール(幼児)
17:00 17:00

アルビレックス アルビレックス THE SLOW

リンパドレナージュ

17:00-17:30

ホットスタジオ

フリータイム
:30 空手スクール(小学生) :30

本間
17:45-18:45

17:00-19:00
18:00

ダンススクール(初級)

ダンススクール(入門)

はじめてステップ
チアリーダーズ

※ご利用の際はヘルスチェックシートの

ご記入をお願いいたします。

17:30-18:30
チアリーダーズ 内山

18:00
18:00-18:45 18:00-18:45

※ご利用の際はヘルスチェックシートの

ご記入をお願いいたします。

ホットスタジオ【月額1,100円】
歩くシェイプアップエアロ

THE SLOW

バレリーナstyle
中嶋

Mio

:30 :30
18:30-19:15

内山 Mio

楽しい卓球教室
ホットスタジオ【月額1,100円】18:45-19:30 18:45-19:15 18:45-19:30

19:15-19:45
Balletone

～ソールシンセシス～

19:00 アネシスヨガ 19:00
歩くシェイプアップエアロ 寝ころび整体体操

19:00-19:30 19:00-19:30 19:00-19:30
髙島 児玉

20:00 ボディメイクヨガ ボディステップ

:30
リラックスヨガ シバム

※予約制 内山

19:45-20:30 19:45-20:15 19:45-20:15
中村

坪谷 髙島 足立 葛綿 杉浦
:30

20:00
ボディコンバット

20:00-20:30 20:00-20:30 20:00-20:45
カメカメエアロ ヒーリングヨガ ボディステップ LES MILLS CORE

歩くシェイプアップエアロ アネシスヨガ

20:00-20:45 20:00-20:30 20:00-20:30
RITSU 足立

:30 UBOUND :30
20:30-21:15 20:30-21:00

葛綿 髙島 池嶋
LES MILLS CORE

パワーヨガ

坪谷 米谷 髙島 杉浦 石川
20:15-20:45

:30 :30

21:00
ボディパンプ

21:00-21:30 21:00-21:30 21:00-21:30
中村 RITSU

ボディジャム ボディパンプ からだすっきりヨガ

20:45-21:30
白井

21:00 アシュタンガヨガ

22:00 22:00

エアロビクス 健康づくり

ヨガ・ピラティス

ダンス ラディカル

ホットスタジオ

フリータイム

16:00-18:00

※ご利用の際はヘルスチェックシートの

ご記入をお願いいたします。

ホットスタジオ【月額1,100円】

ボディアタック

米谷 足立 石川 杉浦

白井

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

16:00-18:30 16:55-17:40

小林

14:45-15:15

キャンドルヨガ

20:45-21:15

ベーシックヨガ

レズミルズ

11-12月イオン県央 スタジオスケジュール

※プログラムに参加するには、開始１時間前にフロントで配布する、ヘルスチェックシートが必要です。（一部予約制を導入しています）

※プログラム開始後の途中入退場はできません。

※プログラム終了後、３０分間は換気と除菌作業を行います。また使用した器具は、除菌後にもとの位置へお戻しください。

※間隔確保のため、スタジオに定員数を設けております。【スタジオ：３８名】【ホット：２０名】

注

意

事

項

週初め

定員30名

定員28名

定員28名

定員30名

定員28名

定員25名

定員25名

定員25名

定員30名

定員28名

定員28名

定員30名

定員30名

定員18名

定員30名

定員18名

定員30名

ナノフィール ホットスタジオ とは…

浮遊菌の抑制や消臭、空気清浄のほか、花粉や

PM2.5にも対応したホットスタジオです。ナノ

フィールの特徴である水分子レベルの超微細なナ

ノミストは、肌や髪の美容にも効果があります。

初心者向けの

プログラム

体力に自信が

無い方でも安心

【運動強度の目安】



★ ZUMBAの初級クラスです。

強度 内容

CX-WORX（シーエックスワークス） ★★ 体幹とその周辺の筋肉を鍛える30分の短期集中型ワークアウト。

SH'BAM（シバム） ★★ 誰でも参加できるダンス系ワークアウト。

RPM（アールピーエム） ★★★ インドアサイクリングのワークアウト。

GRIT STRENGTH（グリット ストレングス） ★★★★ 筋力を向上し、引き締まった筋肉を作る「HIIT」です。

GRIT ATHLETIC（グリット アスレチック） ★★★★ アスリートのように動ける身体を作る「HIIT」です。

GRIT CARDIO（グリット カーディオ） ★★★★ 心肺機能を向上し、カロリーの燃焼を最大限にする「HIIT」です。

強度 内容

太陽礼拝ヨガ ★★★★ 12個の決められたポーズと呼吸で全身をストレッチ＆リラックス。ダイナミックな動きのあるクラスです。

ヨガ
プログラム名 強度 内容

ボディメイクヨガ ★★ 簡単なヨガのポーズでコアの筋肉を鍛えるクラスです。

アネシスヨガ ★★-★★★ 一日の疲労した筋肉や気血の流れを整え、リラックスした状態に導くクラスです。

アンチエイジングヨガ ★★ 衰えていく筋肉を鍛え、姿勢を改善するポーズを組み、血行を良くし代謝を上げていくクラスです。

はじめてアシュタンガヨガ ★★ 初心者向けのアシュタンガヨガです。呼吸や動きの順序が決まっていて、流れるように動くクラスです。

ヒーリングヨガ ★★ 座位のポーズを中心としたやさしいクラスです。

からだすっきりヨガ ★★ 全身をしっかりと使うポーズを繰り返し、身体の巡りを良くしていきます。

リラックスヨガ ★★ 心を穏やかにする呼吸法と穏やかなポーズで深いリラックス感が得られるクラスです。

らくらくヨガ ★★ ゆっくりとした呼吸とシンプルなポーズで関節の動きをスムーズにしていきます。

インテグラルヨガ ★★ 呼吸から始まり、アサナ、瞑想までヨガの要素を幅広く取り入れたクラスです。

ハタヨガ ★★ 強さ・柔軟性・バランス力を身につけ変化に対応できる心身を養うクラスです。

朝のすっきりヨガ ★★ 呼吸に合わせダイナミックに身体を動かし、脳と身体をスッキリさせます。

アロマヨガ ★★ 毎月アロマの香りを変え、座位・ねじりのポーズを中心に行うゆったりとしたクラスです。

ベーシックヨガ ★ 初心者のためのやさしいヨガの基本クラスです。

モーニングヨガ ★ 新鮮な空気を深く身体に取り入れます。心身共にスッキリして一日をはじめましょう。

キャンドルヨガ ★ キャンドルを使い、ゆっくりとした呼吸の中でココロとカラダを癒します。

寝たまんまアロマヨガ ★ 寝た状態のポーズを中心としたやさしいクラスです。

呼吸・体幹エクササイズ～ブリービクス～ ★★ 動きのコツでしなやかで動きやすい体づくりをする「呼吸・体幹・感覚のエクササイズ」です。
UBOUND ★★★★ ミニトランポリンを使用します。下半身・お腹の引き締め・体力アップの効果があります。

イキイキ太極拳 ★★ 太極拳のおおらかな動きは日常からかけ離れており、自由になれます。

ラディカル
心身楽らく骨ナビエクササイズ ★★ 骨と関節を意識して動かし、バランスの取れた歪みにくい健康的な身体を作る体操です。

プログラム名 強度 内容

楽しい卓球教室 ★★ 卓球の基礎を中心に指導します。はじめてでも安心してご参加ください。 BODYATTACK(ボディアタック) ★★★★★ シンプルかつハイインパクトなエクササイズです。スポーツとトレーニングの動きで心肺機能を高めます。 

アクティブコンディショニング ★ コンディショニングによる筋力トレーニングです。快適に動けるための筋力を作ります BODYJAM（ボディジャム） ★★★★ 最新の人気曲に合わせてダンスを楽しむクラスです。思いっきり動いて楽しみましょう！

もっと動ける身体作りのコンディショニング ★ 正しい姿勢、呼吸、使う筋肉を意識しながら、段階的に筋力アップに繋げていきます。 BODY COMBAT（ボディコンバット） ★★★★ パンチ・キックといった格闘技の動き音楽に合わせて楽しむ、エネルギッシュで爽快なクラスです！ 

首・肩甲骨コンディショニング ★ 肩甲骨の正しい動きを身につけることで、肩凝り、首凝り、背骨の歪み、姿勢を改善します。 BODYSTEP（ボディステップ） ★★★ ステップ台を使った昇降運動です。爽快な音楽に合わせて、引き締まった下半身を作りましょう！

膝・股関節コンディショニング ★ 膝周り、股関節周りを整えるクラスです。姿勢と体幹、日常の歩行の安定に効果があります。 SH'BAM（シバム） ★★★ シンプルな振り付けなのでダンス未経験でもOK！楽しい音楽に合わせて体を自由に動かしましょう。

下肢のリセットコンディショニング ★ 下肢の筋肉バランスを整え、むくみを和らげ、弾力のある筋肉を取り戻す効果があります。 BODY BALANCE（ボディバランス） ★★★ 太極拳・ピラティス・ヨガの動きを組み合わせ動きます。ストレスを和らげ身体能力の変化を味わえます。

寝ころび整体体操 ★ 呼吸法を利用した全身の骨格と筋肉の調整の為のシンプルなストレッチ体操です。 LES MILLS CORE(レズミルズコア) ★★-★★★★★ 強い身体を作る為に欠かせない体幹周りの筋肉を鍛え、日常生活からスポーツまで全ての動作を向上します。

足の裏から整える代謝促進ストレッチ ★ 足の裏から全身の筋膜リリースを行います。基礎代謝を上げ、太りにくい体を作りたい方におススメです。 BODY PUMP（ボディパンプ） ★★-★★★★★ 軽量バーベルを使い、音楽に合わせて動きます。重さを自分で調節でき、女性にも人気のクラスです!

はじめて太極拳 ★ 音楽に合わせてゆっくりと動く、中国の健康体操です。 レズミルズ
ヨガレッチ ★ 簡単なヨガのポーズと呼吸法で、リラックスしながら全身を気持ちよくストレッチします。 プログラム名 強度 内容

THE SLOWリンパドレナージュ ★ ゆっくりと動きながら身体の各リンパ節を刺激していくセルフ美容整体です。 ZUMBA ★★★ 陽気なラテン系音楽に合わせて行います。自由でパーティーのような雰囲気です。

ほぐす・のばす・ひらく ★ 身体のコリや痛みを和らげるクラスです。肩コリ・膝痛・腰痛の方にオススメです。 Balletone ソールシンセシス ★★★ フィットネス・バレエ・ヨガの要素を取り入れたクラスです。柔軟性・心肺機能の向上が期待できます。

健康づくり バレエ初中級（センター） ★★-★★★ 様々な動きを習得していきます。表現力や音楽性を大切にし芸術として踊る実感を身につけます。

プログラム名 強度 内容 クラシックバレエ ★★★ バレエが初めての方も慣れてきた方も自分の課題を見つけてステップアップしていきましょう。

ランランエアロ ★★★ ジョギングを中心に動きを組み合わせ、無理なくハイインパクトエアロを楽しみます。 バレエ初中級（バー） ★★-★★★ バレエバーを使うクラスです。姿勢が改善され改善され腰痛・膝痛の予防になります。

サーキットエアロ ★★★ 簡単な有酸素と筋トレを交互に行い、高い持久力と脂肪燃焼を目指します。 THE SLOW バレリーナstyle ★★ ゆっくりとバレエの動作を行い、しなやかな身体と姿勢を手に入れていきます。

歩くシェイプアップエアロ ★★★ 足に負担の少ないローインパクト動作を行い楽しみながら脂肪を燃焼するクラスです。 フラダンス ★★ ハワイの音楽に合わせて基本のステップを踏みながら上体で曲の内容を表現するクラスです。

ステップ ★★ 基本的なステップの動きを中心にシンプルなコンビネーションを楽しむクラスです。 ダンス
ファンエアロ ★★-★★★ 楽しい音楽とリズムに合わせて全身でエアロビクスを楽しむクラスです。 プログラム名 強度 内容

らくらく45 ★★ 難しい動きの少ないエアロビクスで、足へ負担も少なく気軽に楽しめます パワーヨガ ★★★★ 深い呼吸とアクティブなポーズを融合させ、ボディメイク効果、メンタル調整効果を高めます。

はじめてステップ ★★ ステップ台を使い簡単な昇降運動を行います。足腰を強くしたい方へおすすめです。 アシュタンガヨガ ★★★★ プライマリーシリーズ（呼吸や動きの順序が決まっているヨガ）呼吸と体を連動させて流れるように動きます。

エアロビクス ヨガ・ピラティス
プログラム名 強度 内容 プログラム名 強度 内容

トレーニングエアロ ★★ 簡単な筋トレと基本的なエアロビクスを楽しむクラスです。 太陽礼拝ヨガ ★★★★ 12個の決められたポーズと呼吸で全身をストレッチ＆リラックス。ダイナミックな動きのあるクラスです。

カメカメエアロ ★ ゆっくりな音楽に合わせて簡単な基本動作を行い、心地よく身体を動かしましょう。 アネシスヨガ ★★-★★★ 一日の疲労した筋肉や気血の流れを整え、リラックスした状態に導くクラスです。

いろいろなプログラムに参加してみよう！


