
Ａスタジオ Ｂスタジオ Ａスタジオ Ｂスタジオ Ａスタジオ Ｂスタジオ Ａスタジオ Ｂスタジオ Ａスタジオ Ｂスタジオ

9：45～10：30

 

.

※祝日は特別プログラムとなります。※スタジオプログラムの途中参加は開始後5分までとなります。

20：55～21：40
ボディコンバット45

上野

20：55～21：25
アロマストレッチ　平出

19：15～20：00
RPM45
スタッフ

19:15～20：00
ピラティス

平出 19：45～20：30
ピラティス

平出

20:20～21：05
ボディアタック45

渡辺

20：20～20：50
アロマストレッチ　平出

18：00～18：45
ボディコンバット45

相子

18：00～18：45
ディープリラックスヨガ

根岸

18：05～18：50
オリジナルステップ

宇田川
18：35～19：20
ボディパンプ45

スタッフ19：00～19：45
初中級ステップ

舟山
19：15～20：00
ボディパンプ45

相子

18：00～18：45
初中級ステップ

舟山

15：00～15：45
メガダンス
関川太一 15：15～16：00

縄跳びダンス
平出

15：25～16：10
リトモス
ＪＵＮ

15：30～16：10
はじめてタップダンス

長崎15：45～16：30
ヨガ
藤代

15：55～16：40
タップダンス

坂田
16：05～16：50

ユニバーサルヨガアース
関川太一

16:20～16:50
アロマストレッチ　平出 16：25～17：10

タップダンス（中級）
長崎

16：50～17：35
ボディアタック45

渡辺

17：00～17：45
初中級ステップ

宇田川
17:15～18：00

ノンストップBAILA BAILA
古田

17：50～18：35
FULL BOX

ｎｏａｈ

13：55～14：40
ラテンエアロ

関川太一 14：10～14：55
FULL BOX

ｎｏａｈ
14：20～15：05
BAILA　BAILA

古田

14：20～15：05
骨盤ストレッチ

ｎｏａｈ14：40～15：25
ボディコンバット45

上條

14：40～15：25
インナーボディコントロール

藤代

13：30～14：15
骨盤エクササイズ

滝沢

13：30～14：15
クラブdeダンス

～グルーヴステップ〜
藤代

13：15～14：00
からだリセット

古川

13：05～13：50
初中級エアロ

舟山

13：00～13：45
初級ジャズダンス

黒川

13：10～13：55
ピラティス

志水

13：15～14：00
ピラティス

箕輪

13：15～14：00
初中級ステップ

鵜沢

12:15～13：00
ファイティング

キック
滝沢

12:15～13：00
モナリザエクササイズ

古森

11：45～12：30
シェイプボディ

石原

11：45～12：30
クラシカルピラティス

中村

11：55～12：35
やさしいファットバーナー

古川

12：00～12：45
中級ステップ

舟山

12：00～12：45
フラダンス

伊藤

12：05～12：50
エンジョイステップ

志水

12：10～12：55
ヨガ
藤代

12：10～12：50
やさしいエアロ

箕輪

12：50～13：35
パワーパワーヨガ

中村
13：00～13：45

RPM45
大森

10：40～11：25
ZUMBA
志水

10：40～11：25
バーディカル初中級ステップ

宇田川 10：55～11：35
やさしいファットバーナー

箕輪

10：55～11：35
骨盤エクササイズ

滝沢

10：55～11：35
リラックスポール

奈良

11:00～11;45
ヨガ
春野

10：00～10：40
はじめてピラティス

春野

10：00～10：30
ボールエクササイズ　　奈子

2020年12/30（水）・12/31（木）・2021年1/3（日）・1/4（月）・1/5（火）　特別スケジュール　

12/30　水曜日 12/31　木曜日 1/3　日曜日 1/4　月曜日 1/5　火曜日

19：45～20：30
RPM45
渡辺

9：30～10：15
オリジナルエアロ

志水

9：30～10：15
ハタヨガ

根岸
9：45～10：30

メガダンス
～お別れスペシャルMIX～

MU 　JUN　TAICHI

9：45～10：30
ピラティス

箕輪

9：45～10：30
ボディコンバット45

上條

9：45～10：30
BAILA BAILA

奈良
10：00～10：45
骨盤リセットヨガ

古森

10：00～10：45
初中級ステップ

川口

11:00～11;45
ボディパンプ45

奈子

11：05～11：35
からだ引き締め　中島11：10～11：55

ピラティス
古森

11：10～11：55
初中級エアロ

川口

レッスン参加はマスクの着用をお願い致します。

〈パワーパワーヨガ〉

パワーヨガのフローの中で

更に力強いポーズに

チャレンジしていくクラス。

〈クラシカルピラティス〉

ピラティスの基礎となる

エクササイズを再確認

できるクラス。ピラティス氏が

作成し行った順番通りに

行います。

年末の忙しい時期、様々な

ヨガの手法を使い、

深くリラックスしていくことに

フォーカスしたクラス。

お疲れの方から気持ちを

鎮めたい方まで、心身を休息

し、英気を養いましょう。

久しぶりに快活で

相子インストラクターの

ボディパンプ復活！！

紅白の前にここで

みなさん踊れるように

なりましょう！！

年末年始特別プログラムは

全プログラム整理券制とさせて頂きます。

定員 Aスタジオ 37名（ステップ台・マット使用35名）

Bスタジオ 20名

変更がある場合は、掲示又はフロントで別途お知らせ

致します。

整理券の為の整列開始時間：レッスン開始1時間前

整理券配布時間： レッスン開始30分前

スタジオ入場： レッスン開始15分前

【皆様へのお願い】

順番確保の為、整理券取得の為の整列時間よりも

過剰に早く来館されることはご遠慮下さい。

また、整列時は間隔を空け会話はお控え下さい。

レッスン中のスタジオに話し声が聞こえレッスンの

妨げになります。

快活最後のメガダンス

ジョイントレッスン！！

〈クラブdeダンス〉

クラブやディスコで流れる

音楽に合わせてヒップホップ

などの基本ステップを中心に

グルーヴィーな流れでダンスを

楽しむクラス。初めての方も

大・大・大歓迎のクラス

上野コンバット

１夜限りの

復活！！

久しぶりの

RPM復活！！

川上or渡辺

ジョイントレッスンかも⁉


