
エアロ系
クラス名 内　容 強　度 難易度

■やさしいエアロ 前半に簡単な有酸素運動と、後半に簡単な筋トレ・ストレッチを行っていきます。 ★ ☆

■らくらくエアロ 簡単な動作が中心のエアロビクスクラス。 ★～★★ ☆～☆☆

■ランランエアロ 様々なコンビネーションを取り入れた中級者向けのクラス。 ★～★★★ ☆～☆☆☆

■ダンベルエアロ 筋力トレーニングとエアロビクスで全身のシェイプアップを目指します。 ★～★★ ☆

ステップ系
クラス名 内　容 強　度 難易度

■やさしいステップ 簡単な動きでステップ台を使うことに慣れていきます。 ★ ☆

健康いきいき系
クラス名 内　容 強　度 難易度

■朝ヨガ 比較的弱めの強度でローペースで行い、呼吸を深め身体の内側から動
かしていきます。

★～ ☆～

■モナリザ美腰
　エクササイズ

弾力のある美腰(びよう)は、働きの良い背骨を作り、老廃物を排出へと
導いてくれます。

★ ☆

■ヨガ カラダの動かし方やポーズの基本を見直すゆっくりで丁寧なクラス。 ★★ ☆☆

■骨盤ストレッチ 骨盤のゆがみや周辺の筋肉をほぐすストレッチやかんたんな体操で整え
ます。 ※フェイスタオルを使用します。

★～★★ ☆～☆☆

■背骨コンディショニング 背骨の歪みを整えて、不調を改善していくプログラムです。 ★～ ☆～

■リラックスヨガ ゆったりとしたポーズを中心にカラダを整えていくクラス。 ★ ☆

■アフタヌーンヨガ シンプルなアサナ（ヨガのポーズ）を行って全身の循環を良くします。 ★★ ☆☆

■ロコモ体操（ST） 朝のカラダを整えます。３分で誰でもできる体操です。 ★ ☆

■ヒーリング気功 気功の動作により経路やツボに働きかけ体内の環境を良くし、エネル
ギーを高めバランスを保ちます。

★ ☆

■太極拳簡化二十四式 ゆっくりとした動作の中国武術で、下半身の筋力強化・バランスの向上
にも効果的なクラス。

★ ☆

■太極拳四十八式＆
　四十二式 太極拳簡化二十四式をマスターした方が挑戦するステップUPクラス。 ★★★ ☆☆☆

■ロコモ美立体操 シンプルにじっくりと足・腰を使います。 ★ ☆

■ハタヨガ 動きと呼吸を組み合わせ、カラダの機能を整えるヨガのもっとも基本的
なスタイル。

★★ ☆☆

■ローラー＆フローヨガ ローラーでカラダの表層から深層筋膜リリースをして、フローヨガ（動のヨ
ガ）を行い、歪みバランスを改善しましょう。

★★～ ☆☆～

■ピラティス カラダの軸を整え、無理なく筋肉をゆっくりと使うマットの上の体操。 ★★ ☆☆☆

■やさしいピラティス
正しい呼吸に合わせて、ご自身のカラダの状態に気付き・コントロールし
整えていきます。便秘・肩こり・腰痛・姿勢の改善などにとても効果的なク
ラスです。

★★★ ☆

■KaQiLa（カキラ） ろっ骨を中心とした全身の関節を効果的に動かしカラダの機能改善を
目的とした新しいエクササイズ。

★ ☆

■カキラサーロス
「細胞」隅々までにしっかりとした意識と刺激を与え、カラダの歪みを整えま
す。 筋肉コントロール力、血行促進を高め、より強い達成感と驚きのトレー
ニング（運動）効果を目指します。

★★ ☆

■骨盤体操 ストレッチで骨盤まわりをゆるめ、いろんな角度から動かし、肩甲骨体操
を行います。

★ ☆

ダンス系
クラス名 内　容 強　度 難易度

■ベリーダンス アラブの音楽に合わせて楽しく踊ります。 ★★ ☆☆

■ベリーエクササイズ
ベリーダンスの動きを取り入れ、2ヶ月ごとに曲＆ふりつけを変えなが
ら、前半に基本テクニックの練習をし後半にふりをつけながら楽しんで
頂けます。腹部や腰を使うのでウエストの引き締めに効果があります。

★～★★ ☆～☆☆

■ＺＵＭＢＡ ラテンの音楽とダンスを融合させて創作されたダンスフィットネスエク
ササイズ。

★～★★★★ ☆☆～☆☆☆

■楽しくバレエ バーを使い優雅な音楽に合わせて柔軟と全身を引き締めます。 ★ ☆

■アカデミック・コア＆
　ストレッチ

バレエのピアノの曲に合わせてストレッチを行い、柔軟性を高めコアを
鍛えるクラス。

★ ☆

■リトモス ラテン・HIPHOP・JAZZなど様々なジャンルの音楽を取り入れたダンス
プログラム。

★★★ ☆☆☆

■Ｊ－ｍｉｘ★ＤＡＮＣＥ 最新J-popの曲に合わせ楽しく踊るクラス。 ★★ ☆～☆☆

■ＪＡＺＺヒップホップ ジャズダンスにヒップホップの要素を取り入れたプログラム。 ★★ ☆☆☆

■スタイルＪＡＺＺ ジャズダンス・ヒップホップ・ポージングを取り入れて体を動かします。 ★★ ☆☆☆

■JAZZ＆バレエ ダンスの基本となる動きを身につけると共に、しなやかな動きを身に
つけるクラスです。

★★ ☆☆☆

ダンス系
クラス名 内　容 強　度 難易度

■優しいフラベーシック
フラを初めて踊る方のために、ハワイアンの曲に合わせて、楽しくフラ
のステップを学べます。ベーシックをしっかりマスターして、笑顔でゆっ
たり楽しくフラを踊りましょう。

★～ ☆～

■楽しいハワイアンフラ 明るいハワイアンミュージックに合わせて楽しく踊れるクラス。 ★ ☆☆

■ハワイアンフラ
　（土曜日）

ストレッチをしてから、ハワイアンミュージックに合わせて基本ステップ
の練習をして、曲に合わせて踊ります。

★～ ☆～

■ラテン(オールレベル) ラテンの音楽にラテンダンスの動きを取り入れたエアロビクス。 ★～ ☆～

■HIPHOP ノリのいい音楽に合わせてかっこよく踊ります。 ★★★★★ ☆☆☆☆

■HIPHOPベーシック
HIPHOPダンスに必要となる基本的なステップや動きをトレーニング
し、様々な振り付けに対応できるようにしていきます。HIPHOPダンス
初心者の方もぜひご参加ください。

★～ ☆～

■HIPHOP R＆B
基本的なステップや動きに加え、使用曲独特の音のとり方をトレーニング
し、HIPHOPやR＆Bダンスの上達を目的とします。「HIPHOPベーシッ
ク」とあわせてご参加ください。

★★～ ☆☆～

■リズムトレーニング
　ストレッチ

ストレッチとリズム練習や基本のステップ練習を行うクラス。初めての方
も楽しく参加できるクラスです。

★★★ ☆☆☆☆☆

■ダンスベーシック ダンスで必須のリズム、ステップの基礎を１から学び、応用してレベルアップ
を図るクラスです。

★～ ☆～

レズミルズ系
クラス名 内　容 強　度 難易度

■テッククラス
各Lesmillsクラス前に、動きの説明・注意点・ポイントを確認してい
くクラス。スタジオレッスンに初めて参加される方、より効果的にト
レーニングを行いたい方にオススメです。

★～ ☆～

■BODYCOMBAT
　（ボディコンバット） エネルギッシュな音楽に合わせてパンチやキックを繰り出すプログラム。 ★★～ ☆☆～

■BODYATTACK
　（ボディアタック）

ハイエナジーなスポーツトレーニングの動作を行い心肺機能を高め
全身のトレーニングを行うプログラム。

★★～ ☆～

■Lesmills TONE
　（レズミルズトーン）

ウォーミングアップ・カーディオ・ストレングス・コアと、４つのカテゴ
リーでチューブやプレートを使いながらご自分のペースで全身くまな
くエクササイズしていきます。

★～ ☆～

■CXWORX
　（シーエクスワークス）

体幹・おしりの強化や身体機能の向上、怪我の防止を目的とするプロ
グラム。

★★～ ☆～

■BODYSTEP 
　（ボディステップ）

音楽に合わせてステップ台を使い、シンプルな動きで高い運動効果
が得られるプログラム。

★★★～ ☆☆☆～

■SH`BAM（シバム） 近年の洋楽トップヒットチャートの曲に合わせながら、シンプルで楽
しい振り付けのダンス系プログラム。

★～ ☆～

■BODYJAM
　（ボディジャム） 最新の音楽に合わせて様々なダンススタイルを楽しめるプログラム。 ★★～ ☆☆～

■BODYPUMP
　（ボディパンプ）

音楽に合わせてバーベル・プレート・自重を使ってトレーニングを行
う世界最速のシェイプアッププログラム。

★～ ☆～

■BODYBALANCE
　（ボディバランス）

ゆったりとした音楽に合わせてヨガ・太極拳・ピラティスなどを組み
合わせたエクササイズを行うプログラム。

★～ ☆～

ラディカル
クラス名 内　容 強　度 難易度

■メガダンス あらゆるジャンルのダンスをランダムにミックスしたワールドダンス
プログラム。

★★～★★★ ☆☆～☆☆☆

■OXIGENO
　（オキシジェノ）

ダイナミックストレッチ・ピラティス・ヨガ・バレエ要素を取り入れた
プログラム。

★★ ☆☆

スタッフレッスン
クラス名 内　容 強　度 難易度

■ポールストレッチ 筒状のポールを使いながら背骨の修正・骨盤の矯正を行います。 ★ ☆

■背すじピン 専用のクッションを使いながら、ストレッチ・マッサージを行います。 ★ ☆

■フレックスクッション
　ストレッチ

フレックスクッションを使いながら身体の中心にある骨盤を正常な状態に戻
していくクラス。

★～ ☆～

ホットスタジオ　キオスク（予約発券機）予約定員35名  　オプション月額1,000円（税別）
クラス名 内　容

■ホットリンパヨガ リンパの流れを良くするマッサージやポーズを取り入れ、老廃物を排出していきます。

■ホット骨盤 骨盤や姿勢の歪みを整え、カラダの不調や痛みを取りのぞくようトレーニングするクラス。

■ホット骨盤ストレッチ 暖かい環境の中で骨盤の歪みを改善し、カラダを整えていくクラスです。

■ホット骨盤ヨガ 骨盤のゆがみを正して腰痛や肩こりを改善し、キレイな姿勢、しなやかなカラダを作るヨガです。

■ホットヨガ・ホットデトックスヨガ 簡単なヨガのポーズをとることで美容や健康に絶大な効果のあるクラス。

■ホットリラックスヨガ ストレッチパートや呼吸とカラダの動きに意識をむけてポーズをとるベーシックヨガ。

■ホットコアリラックス 呼吸を意識しながら、マッサージやストレッチを行う心とカラダのメンテナンスクラス。

■ホットストレッチ 暖かい環境の中で多彩なバリエーションのストレッチを行い、全身をほぐしていきます。

■やさしいホットピラティス 正しい呼吸に合わせて、ご自身のカラダの状態に気付き、コントロールし整えていきます。

■ホットフローヨガ 呼吸に合わせて流れるように動いていきます。

■ホットパワーヨガ 太陽礼拝の動きを元にポーズをとっていきます。ボディーメイク効果の高いクラス。

■ホットパワービギナーヨガ 太陽礼拝を中心にカラダ全体を動かしていくレッスンです。

■ホット骨盤エクササイズ 骨盤周辺の筋肉をほぐすストレッチや、簡単な体操を行います。

■ホットシェイプヨガ カラダの気になる部分を引き締め、脂肪燃焼を促し健康なカラダづくりをするヨガです。



定員20名

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW


