
スタジオＡ スタジオＢ プール スタジオＡ スタジオＢ プール スタジオＡ スタジオＢ プール スタジオＡ スタジオＢ プール スタジオＡ スタジオＢ プール

6:30～7:15 6:30～7:15
ふるさとeヨーガ ふるさとeヨーガ

サイカ サイカ

定員20名 定員20名 定員24名 定員13名 定員24名 隔週

10:00～10:45 定員15名 10:00～10:45 10:00～10:45 10:00～10:45 10:00～10:45 定員15名 10:00～10:45 定員8名

ストレッチーズ 10:15～11:00 ピラティス 1レーンあたり ZUMBA GOLD 朝のやさしいヨガ ZUMBA 10:15～11:00 1レーンあたり 隔週レッスン 10:15～11:00

マユミ らくらくエアロ マユミ 定員15名 小林 中村 藤本 やさしいエアロ 定員15名 白木 ダヴィンチボード

美貴 定員13名 10:50～11:50 RIKA 10:50～11:50 疋田

定員20名 定員24名 11:00～11:45 定員20名 定員13名 定員20名 定員24名

11:15～12:00 定員13名 11:15～12:00 隔週レッスン 11:15～12:00 11:15～12:00 11:15～12:00 定員15名 11:15～12:00

ボディパンプ 11:30～12:15 バレトン 白木 芳形 背骨コンディショニング 初めてコアトレ やさしいインドヨガ 11:30～12:15 芳形 ZUMBA 定員6名

菊野 かんたんヨガ マユミ 小林 高瀬 RITUKO らくらくエアロ 白木 11:45～12:15

美貴 定員15名 RIKA TRX

定員24名 定員24名 12:15～13:00 定員20名 定員24名 定員24名 三上

12:30～13:15 12:30～13:15 Jazz Dance 12:30～13:15 12:30～13:15 定員13名 12:30～13:15 定員13名
やさしいエアロ 定員10名 定員15名 ZUMBA マユミ スローステップ 定員15名 コアダンス 12:45～13:30 DISCO WORLD 12:45～13:30

RIKA 13:00～13:30 13:00～13:30 山下 白木 13:00～13:30 マユミ 背骨 山下 背骨

ＳＰＲＩＮＴ はじめて泳ごう 定員13名 定員13名 はじめて泳ごう コンディショニング 定員13名 コンディショニング 定員15名

定員20名 三上 菊野 定員20名 定員13名 13:30～14:30 定員24名 13:30～14:15 菊地 定員20名 岡村 13:30～14:30 定員13名 小林 13:30～14:00

13:45～14:30 13:45～14:30 13:45～14:30 13:45～14:30 筋膜リリース 13:45～14:30 定員13名 13:45～14:30 はじめて泳ごう三上

かんたんヨガ 14:00～15:00 ボディバランス かんたんヨガ ZUMBA 白木 14:00～15:00 インヨガ 14:00～14:45 ボディバランス 14:00～15:00

RIKA 水中ウォーク 三浦(梓) 山下 スタッフ 藤本 水中ウォーク マユミ ボディバランス スタッフ RIKA 水中ウォーク

アクアロ アクアロ 岡村 アクアロ

スタッフ 定員20名 定員20名 スタッフ 定員20名 スタッフ

15:00～15:45 15:00～15：45 15:00～15:45
LesMills barre はじめてバレエ ボディパンプ

Tec ＆ 30 三浦(梓) Tec ＆ 30

三浦(梓) 菊野

定員8名

18:00～18:45
ダヴィンチボード

1レーンあたり 疋田

定員24名 定員15名 定員15名 定員24名 定員13名 定員13名

19:00～19:45 定員13名 19:00～19:45 定員20名 19:00～19:45 19:00～19:45 定員8名 定員15名 定員20名 19:00～19:45 定員24名 19:00～20:00

ZUMBA 19:15～20:00 かんたんクロール 19:15～20:00 定員15名 おまかせ1種目 ZUMBA 19:15～20:00 19:15～19:45 19:15～19:45 ボディバランス 19:15～20:00 定員13名

NANA ボディバランス 三上 ボディステップ 19:30～20:15 芳形 藤本 ダヴィンチボード はじめて泳ごう LesMills CORE 30 木村 バレトン 19:30～20:15

三浦(梓) RIKA ボディコンバット 定員13名 木村 柴田 佐々木 マユミ LesMills CORE 45 スタッフ

定員20名 20:00～20:30 佐々木 20:00～21:00 定員24名 定員24名 定員10名 定員15名 菊野

20:15～21:00 週替わり アクアZUMBA 定員24名 20:15～21:00 定員13名 20:15～21:00 20:15～21:00 20:15～20:45 定員24名

ボディパンプ 20:30～21:15 NANA 20:30～21:15 定員13名 ボディコンバット 20:30～21:00 ボディアタック マッシュビート はじめて泳ごう 20:30～21:15

岡村 週替わり ボディアタック 20:45～21:30 スタッフ 川口 美しい骨盤 佐々木 及川 菊野 ZUMBA

レッスン 及川 ボディバランス 柴田 藤本

定員20名 RIKA 定員20名 定員10名

21:30～22:15 21:30～22:15 21:30～22:00

ボディパンプ ＳＰＲＩＮＴ

菊野 及川

10:00

MON(月曜日) TUE(火曜日) WED(水曜日) THU(木曜日) FRI(金曜日)

かんたん2種目 かんたん2種目

13:00

12:00

11:00

水中バレー

17:00

18:00

身体機能調整　コレクティブEXとは
身体の機能を調整して

正しい動きに導くエクササイズです。

※運動効果の向上・パフォーマンス向上
姿勢の改善によって

身体が楽に動かせるようになります。

マットサイエンスとは
ヨガ・ピラティス・スポーツコンディショニング

の要素をとりいれたエクササイズです。

※呼吸と意識した動きを行いながら
全身の筋力、筋持久力、柔軟性

バランス力を高めます。
特に体幹部(コアマッスル)に焦点をあて
身体を安定させる力が身につきます。

15:00

16:00

14:00 水中バレー

21:00

22:00
ストレッチヨガ

AMI

19:00

水中バレー

水中バレー

20:00

JOYFIT BIO 9月プログラム 2021 SEPTEMBER JOYFIT LESSON PROGRAM

6日 RPM 柴田 定員10名

13日・27日 SH’BAM 尾沼 定員15名

7日・21日

寝たままエククサイズ

14日・28日

身体機能調整・改善

コレクティブEX

3日・24日

脂肪燃焼エアロ 定員24名

10日

マットサイエンス 定員20名

参加する際は

仙骨枕または

大きいタオルを

ご持参ください

NEW‼

￥

￥

￥

￥



スタジオＡ スタジオＢ プール スタジオＡ スタジオＢ プール

7:30～8:15

サイカ

定員24名 定員24名

10:00～10:45 10:00～10:45

美ューティー オキシジェノ

Body Wave マユミ

藤本 定員13名

定員24名 11:00～11:45 定員24名

11:15～12:00 ボディバランス 11:15～12:00

ZUMBA 三浦(梓) コアダンス

藤本 マユミ

定員13名 定員8名

定員24名 12:15～13:00 定員15名 定員24名 12:15～13:00

12:30～13:15 バランスボール 12:30～13:15 12:30～13:15 ダヴィンチボード

JAZZダンス スタッフ かんたんクロール ボディアタック 木村

SOYOMI 三上 中川

定員13名

定員24名 13:30～14:30 定員24名 定員15名

13:45～14:30 13:45～14:30 13:45～14:30

HIPHOP らくらくエアロ SH’BAM

大野 スタッフ 川口 木村

定員20名 定員20名 定員10名

15:00～15:45 15:00～15:45 15:00～15:45

ボディステップ らくらくステップ ＲＰＭ

RIKA 川口 柴田

定員6名 定員20名

16:15～16:45 16:15～17:00
TRX ストレッチ

三上 スタッフ

定員20名

18:00～18:45

筋膜リリース

菊野

定員10名

定員20名 19:00～19:45

19:15～20:00 ＲＰＭ
ボディコンバット 及川

中川

SUN(日曜日)

10:00

SAT(土曜日)

13:00

12:00

水中バレー 14:00

11:00

17:00

18:00

15:00

16:00

ダヴィンチボードは予約制の有料レッスンです。

※月額2,000円(税込2,200円)のオプション契約でご利用いただけます。
※ご予約は1週間前の9時から前日の12時まで受付いたします。
※当日空き予約があった場合のみ、オプションをご契約でない方も1回1,000円(税込1,100円)でご利用いただけます。
※レッスンは各回定員8名です。

21:00

19:00

20:00

22:00
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※ 9・10 月 カレンダー

＝休館日

(毎月第3金曜日)

営

業

時

間

開始時刻 6：00～

終了時刻

平 日 ～24：00

土 曜 ～22：00

日 ・ 祝 ～20：00
11日・ 25日

のみ実施

＜スタジオ・プールレッスン定員について＞

※コロナウイルス感染予防のため定員を設けさせていただきます

※整理券配布時間：BIO会員様 レッスン開始60分前から

他店舗会員様 レッスン開始30分前から

フロントにて整理券をお取りください

※整理券順での入場をお願いいたします

※レッスン前の整列はご遠慮いただきますようお願いいたします

※レッスン最中に退室し、他のレッスンの整理券を取る行為をご遠慮ください

※2本連続してレッスンに参加する場合は1本目が終了し

整理券が残っていた場合のみご参加いただけます

お客様へのお願い

2021 SEPTEMBER JOYFIT LESSON PROGRAM
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