
ヨガ
8:45～9:45

ゆき

朝ヨガ JAZZ 骨盤調整 ボディコンディショニング バーベルFight
10:00～11:00 10:00～11:00 10:00～10:45 10:00～11:00 10:00～11:00

三沢
ASUMI 時芽 井口 Yu

リラックスヨガ ペルヴィスダンス

Powerヨガ 11:00～12:00 エアロ 11:00～11:45 JSA Men's yoga
11:15～12:15 11:15～12:15 三沢 11:15～12:15 11:15～12:15

Kayoko
ゆき 安部 磯貝 クッキー/武藤

ピラティス Powerヨガ
12:15～13:15 ZUMBA 12:15～13:15 フラエクササイズ ＧＧＸ

12:30～13:30 12:30～13:30 12:30～13:00
ZUMBA 青木 RIE

13:00～14:00 片山 佐々木
リンパストレッチ エアロ

ウッチー 13:30～14:30 ヨガ 13:30～14:30 筋膜リリース&ピラティス エアロ
13:45～14:45 13:45～14:45 13:45～14:45

ピラティス 井口 後藤
14:15～15:15 AYA 佐々木 AYA

松葉

JAZZ
17:45～18:45 ZUMBA

18:00～19:00
エアロ 谷本

18:30～19:30 ヨガ 脂肪燃焼ヨガ 片山
18:45～19:45 ステップ 18:45～19：45 バレトン

山元 19:00～19:45 19:00～19:45 はじめてのステップ

MASAKO 山元 ゆき 井川 19:15～20:00
yuko

ヨガ エアロ ZUMBA ボディメイクエアロ

19:45～21:15 20:00～21:00 20:00～21:00 20:00～21:00
(90分レッスン)

yuko Haiji yuko
MASAKO

バランスコーディネイション ナイトヨガ
HIP HOP 21:15～22:15 STRONG by Zumba 🄬 21:15～22:15

21:30～22:30 21:30～22:15
井川 RIE ASUMI

時芽
リラクゼーション系 ダンス系
エアロビクス系 Power系

コンディショニング系

スタジオスケジュール 2019.8～

［月］ ［水］［火］ ［金］ ［日］［木］ ［土］
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

8:00

10:00

12:00

17:00

7:00

9:00

15:00

18:00

14:00

13:00

16:00

11:00

19:00

21:00

20:00

22:00

23:00

7:00 OPEN

9:00 OPEN

22:00 CLOSE

21:00 CLOSE

＊スケジュールは、都合により変更する場合がございますので、予めご了承ください。

＊祝日、代行等につきましては、館内告知・WEB情報をご覧ください。

＊ の数が運動量を表します。少ないとゆったり、多いとしっかりと体を動かせます。

リラクゼーション系プログラム

朝ヨガ

呼吸に意識を向け、全身の筋肉をバ

ランス良く使い、体をスムーズに目

覚めさせます。生活にメリハリをつ

けたい方は是非♪

担当 ASUMI

ヨガ

日常の偏った体の使い方やストレス

からくる緊張、歪み、血行不良、神

経疲労を回復させ、心も体も蘇るプ

ロセスを楽しめます。心地良い時間

を過ごしましょう。

担当 AYA, MASAKO, ゆき

リラックスヨガ

呼吸と共に、ゆっくりと伸ばして

心も体も癒していきます。

担当 Kayoko

ナイトヨガ

日中に高ぶった神経を鎮めて快眠へ

と導く緩やかな動きのヨガクラスで

す。1日溜まった疲れやストレスを

ポーズや呼吸でリセットしましょう

♪

担当 ASUMI

コンディショニング系プログラム

リンパストレッチ

リンパの流れに沿って、マイセルフ

でマッサージをしていただき、むく

みの解消を促します。

担当 井口

筋膜リリース&ピラティス

筋肉を包み込んでいる膜を押し伸ば

して、しこりや捻れのない状態に戻

し、ピラティスでコアの筋肉を引き

締め、姿勢改善をし、体のストレス

を軽減します。

担当 佐々木

ピラティス

呼吸と動きを合わせながら行うこと

で、コアの筋肉を引き締め体幹強化、

姿勢改善をし、体のストレス軽減な

どの効果があります。

担当 青木，松葉

骨盤調整

骨盤調整は、骨盤を中心に全身の歪

みや左右差を解消し、整えていく体

操のクラスです。

担当 三沢

バレトン

バレエ、ヨガ、フィットネスを融合

させ裸足で行う、体幹トレーニング

です。簡単な動きで引き締め効果、

脂肪燃焼を高めるます。幅広い年齢

の方にお勧めです。

担当 井川

JSA

関節にボールを当て、滑らかにし可

動域を広げていきます。運動前はパ

フォーマンス向上、運動後は疲労回

復を助けます。姿勢改善、体のメン

テナンスとうにもお勧め‼

担当 磯貝

ボディコンディショニング

身体の部位を筋コンと軽い有酸素運

動で絞り、最後にストレッチで整え

るクラスです。

担当 井口

バランスコーディネイション

日常生活の動作をスムーズに続けら

れるようコーディネートするクラス

です。機能改善のコツを掴み関節ほ

ぐし、ストレッチ、筋トレを行い姿

勢改善を目指します。

担当 井川

ZUMBA

世界の様々な音楽に合わせ、行い

パーティーの様に楽しめるダンス

フィットネス！音楽が織りなす

ZUMBA🄬のパワーと効果を是非とも

体験してください‼

担当 ウッチー，片山，Haiji

裏面に続きます。

ダンス系プログラム

JAZZ

手や足のポジションや動かし方など

基本から行っていきます。ターンや

ステップも取り入れた振りを楽しく

踊りましょう‼

HIP HOP

誰でもかっこよく、楽しく踊れる様

に基礎と応用の両方をじっくり行い

ます。憧れのアイドルやダンサーの

様にかっこよく踊りましょう‼

担当 時芽



裏面に続きます。

ペルヴィスダンス

骨盤調整をダンススタイルで行うク

ラスです。ラテンの音楽に合わせて

楽しく調整しましょう。

担当 三沢

フラエクササイズ

フラダンスのステップをアレンジし

て穏やかに優雅なフラダンスを楽し

みながら行います。

担当 佐々木

Power系プログラム

バーベルFight

バーベルを利用し、低負荷高回数の

ウエイトトレーニングで、カロリー

燃焼、全身の筋力アップで、メリハ

リのある体を作ります‼

担当 Yu

Powerヨガ

運動量が多めのヨガで筋トレ効果も

高め！呼吸と連動させながらポーズ

を取ります。筋力を付けたい‼ダイ

エット、ストレス解消したい‼そん

な方にお勧め‼

担当 RIE，ゆき

Men’s yoga

ヨガのポーズで関節可動域の範囲で

動かし、負担をかけないように考え

られています。関節や筋肉の使い方

を再学習して動きやすい体をてに入

れましょう‼

担当 クッキー，武藤

エアロビクス系プログラム

エアロ

軽快な音楽に合わせて様々な動きで

脂肪燃焼、シェイプアップさせてい

きます。初めての方も慣れている方

もしっかり汗を楽しくかきましょ

う!!

担当 安部,AYA,後藤,山元,yuko

ボディメイクエアロ

有酸素運動で脂肪燃焼しながら程よ

い筋肉を付け、引き締め効果を目指

しましょう！

担当 yuko

ステップ

踏み台を使って、昇降運動をしてい

きます。日常でよく使う動きを中心

にシンプルかつダイナミックに行い

ます。汗をしっかり掻きたい方や初

心者の方にもお勧め！

担当 山元

はじめてステップ

ステップ台での昇降運動で下半身を

中心に引き締めながら、脂肪燃焼効

果の高いプログラムです！

初心者の方向けのクラスです。

担当 yuko

利用料金 メンバー様 / 最初の１時間 1,000円(税込)

ビジター様 / 最初の１時間 1,500円(税込)

メンバー様、ビジター様共に1時間追加毎に＋500円

例： 火曜日 15時～17時の2時間ご利用に場合

メンバー様の場合 最初の１時間 1,000円+ 追加分 500円

ご利用料金合計 1,500円(税込)

ビジター様の場合 最初の１時間 1,500円+ 追加分 500円

ご利用料金合計 2,000円(税込)

ご利用方法

・完全予約制とさせて頂いておりますので、フロントにてご予約をお願い致します。

・お支払いは、ご使用日当日にて、現金、クレジットカード決済、又は電子マネー

でのお支払いになります。

・キャンセルにつきましては、前日までにお願い致します。

当日キャンセルに関しましては、ご利用料金の50％をご負担して頂く場合が

ございますので、ご了承下さいませ。

・ビジター様ご利用の場合は、身分証明書のご提示並びに、所定用紙のご記入を

お願い致します。

尚、当クラブ主催のイベントやプログラムがある場合には、

イベント等を優先させて頂きますので、ご了承下さいませ。

＊ご質問等ございましたらお気軽に、スタッフまでお問い合わせ下さい。

ＧＯＬＤ’Ｓ ＧＹＭ 熊本East

ダンス系プログラム

8月開始の プログラム!!

ＧＧＸ

East店スタッフが行うショートレッスン(30分)です。毎回、担当するスタッフよって内

容が変化しますので、今まで見たことのないスタッフの一面を見るチャンスです‼

植田…体幹トレーニング(初級) 村上…自重系燃焼トレーニング 吉岡…サプリメント座学

牛嶋…体幹(初級),ストレッチポール 岩穴口…ダンベルエクササイズ 木野…バレエストレッチ 等々。

STRONG by Zumba 🄬

音楽に合わせて高強度のカーディオ&コンディショニング運動を行うグループフィットネスプ

ログラムです。テンポに合わせて、力強いビートで筋肉と心血管系を刺激し、パワー、ストロ

ング、スピード、持久力、可動性を鍛えます。1分1秒も無駄にせずに自分の限界を超えていき

ましょう。力とエネルギーを感じて体を鍛えましょう。 担当 RIE

脂肪燃焼ヨガ

身体の中心コア(体幹)を使うポーズや立位でのポーズを多く取り入れた運動量高めのヨガクラスです。

基礎代謝を上げて痩せやすい体質も作っていきます！ヨガで汗をかきたい方にも、オススメ！女性だ

けでなく男性の方にもオススメです。軽減方などもありますので、ヨガ初心者の方でもお気軽にご参

加できます！一緒に楽しくヨガでボディメイクしましょう！ 担当 ゆき



ＧＯＬＤ’Ｓ ＧＹＭ 熊本East牛嶋…体幹(初級),ストレッチポール 岩穴口…ダンベルエクササイズ 木野…バレエストレッチ 等々。






