
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ご了承下さい。

※スタジオ参加につきまして　　 レッスン開始後３分以降のご入場、または器具を使用するレッスン･１０名を超えるレッスンは安全性の面から開始後のご参加をご遠慮いただく場合があります。

23：30 CLOSE

22:00 22:00

ＨＩＰ ＨＯＰ初級
20:45～21:45

紘大

ヨガ
20:45～21:35

Ririｃo

ZUMBA
20:45〜21:35

斉田美穂

21:00 21:00

ヨガ
21:15〜22:00

伊藤香奈

              20：00 CLOSE

整理券配布オンラインＷＥＢ予約
（ｵﾝﾗｲﾝＷＥＢ予約ｴｱﾛﾋﾞｸｽ系17
名、）
事前に登録が必要となります。詳
細については別POPを参照くださ
い。整理券はレッスン開始2時間前
よりフロントにて配布します。配布時
間の30分以上前からお待ちいただく
ことは出来ません。

ZUMBA
20:10〜21:00

山口満喜
ダンスエアロ

20:40～21:40
小野愛歩

ﾊﾞﾗﾝｽ
ｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝ
19:30〜20:10

斉田美穂

リトモス
19:40〜20:25
桶屋美千子

ヨガ
19:40〜20:30

岡部悠加

20:00 20:00

ヨガ
20:00〜21:00
佐藤奈々子

19:00
ビギナーエアロ

19:00～19:30
桶屋美千子

オリジナルエアロ
（中級）

19:00〜20:00
舟山若菜

パワーヨガ
19:00〜19:45

山口満喜

オリジナルエアロ
（中級）

18:50〜19:50
岡部和彦

19:00

ZUMBA
19:30〜20:30

春田正人

サーキットエアロ
19:30〜20:30

石川広明

18:00 18:00

リトモス
16:20〜17:20
中谷亜紀子

17:00 17:00

ヨガ
15:15〜16:00

yacchi

オリジナルエアロ
（中級）

15:15〜16:05
中安佑介

ヨガ
15:15～16:00

Ririco
ヨガ

15:30〜16:20
大島さやか

16:00 16:00

14:00 14:00

ヨガ
14:00〜15:00

yacchi

ヨシ's
ブートキャンプ

14:15〜15:00
ヨシ

ＨＩＰ ＨＯＰ初級
14:15～15:05

紘大

バレエ入門
14:15〜15:15

峰本春菜15:00 15:00

カーディオ
キックボクシング
13:15〜14:00

ヨシ

ヨガ
13:15〜14:05

竹内愛

ZUMBA
13:15〜14:00
中田プトゥリZUMBA　GOLD

13:45〜14:35
西薗宏明

メガダンス
12:20〜13:05

伊藤香奈
リトモス

12:30〜13:30
大串達彦

骨盤ストレッチ
12:45〜13:25

武井亮子

13:00 13:00
ZUMBA

13:00〜13:45
中田プトゥリ

ヨガ
13:00〜13:50

岡部悠加

ヨガ
11:15〜12:00

伊藤香奈メガダンス
11:45〜12:30

武井亮子

12:00 12:00
オリジナルエアロ

（初中級）

12:00～12:45
林和樹

ビギナーエアロ
12:15〜12:45

郡山恵

ダンスエアロ
12:15〜13:00

二宮由真

ポルドブラ
12:15〜13:00
小島真由美

ビギナーエアロ
10:50〜11:30

姫野真里

11:00 11:00
ビギナーエアロ
11:05〜11:45

新村卓也

ヨガ
11:10〜12:00
佐藤奈々子

ピラティス
11:15〜12:00

郡山恵

メガダンス
11:15〜12:00

二宮由真

ダンスエアロ
11:15〜12:05
小島真由美

ヨガ
10:00〜11:00
佐藤奈々子

ヨガ
10:00〜11:00

長谷川たかはる

Studio 1 溶岩Hot　Stuｄio

10:00 10:00
バレエ入門

10:00〜11:00
玉浦誠

ヨガ
10:00〜11:00

高野真利

ピラティス
10:00〜10:40

姫野真里

ヨガ
10:00〜10:45

Ririco

ヨガ
10:00〜10:45

新村卓也

日曜日

７：００　ＯＰＥＮ
９：００　ＯＰＥＮ

Studio 1 溶岩Hot　Stuｄio Studio 1 溶岩Hot　Stuｄio Studio 1 溶岩Hot　Stuｄio Studio 1

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

アクアビクスはダイエットに効果的で消費カロリーも多いので
長時間の有酸素運動やキツイ筋トレなどが苦手な方にお
すすめです。更に水に浮くと体がリラックス出来る点や、体を
動かす事がストレス発散にも繋がりますので、終わった後は
気持ちもすっきりとするという効果があります。
※ご参加の際はキャップの着用をお願い致します。

　　　溶岩Hot　Stuｄio
天然鉱石を床一面に敷き詰め、床暖房と同じ仕組みでスタジオ全体を温めます。遠赤外線との相乗効果で血行、

新陳代謝を活性化させる効果が期待できます。体の芯から温まりますので、汗のかき方やレッスン後のポカポカ感

もその場で実感していただけます。溶岩Hot　Stuｄioでは様々なﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをご用意しております。

ご参加は各ﾚｯｽﾝの2時間前からﾌﾛﾝﾄでご予約が出来ます。1回200円（参加費＋ﾊﾞｽﾀｵﾙ代）定員13名。

※　必ず1リットル程度のお水をお持ち下さい。

溶岩Hot　Stuｄio Studio 1 溶岩Hot　Stuｄio Studio 1 溶岩Hot　Stuｄio

第３月曜休館日

ヨガ
11:15〜12:00

Ririco

SASAZUKA TOKYO ２０１７年11月〜

WOMEN  ONLY WOMEN  ONLY WOMEN  ONLY WOMEN  ONLY WOMEN  ONLY WOMEN  ONLY

WOMEN  ONLY

整

整

整

アクアビクス

水曜

10:15～11:00

坂上加奈子

アクアビクス

金曜

10:45～11:30

林和樹

整



笹塚東京店スタジオプログラムご案内

エアロビクス系（定員３３名）
格闘技系（２５名）
ヨガ・リラクゼーション系（定員ヨガマット使用クラス２３名）
コンディショニング・調整系（２５名）
ダンス系（定員３３名）
ＧＧＸ筋コンディショニング系（定員２０名）

クラス名 強度・運動量 難　度 対象者 時間 種類

歩く程度の動作＝ローインパクトの基本動作を中心としたクラス。エアロビクスが初めての方でも安心してご参加いただけます。

オリジナルエアロ ☆☆☆～ ☆☆☆～☆☆☆☆☆ 初中級者～上級者 ５０分～ エアロビクス

ビギナーエアロ ☆☆ ☆ 初心者～ ３０分～ エアロビクス

ダンステイストたっぷりのエアロビクスクラス。エアロビクスは好きだけどダンスは苦手という方、ダンスは好きだけどエアロビクスは苦手という方も一度参加してみてください！

カーディオキックボクシング ☆☆☆ ☆☆～ 初心者～ ４５分～ マーシャル

初中級レベル以上の技術、体力のある方向け。各インストラクターが個性を生かしたエネルギッシュでパワフルなプログラムをお楽しみ下さい。

ダンスエアロビクス ☆☆☆ ☆☆☆ 初中級者～ ５０分～ ダンスエアロ

ヨガ特有の深い呼吸をともなったゆったりとした動作で、心と体のセルフケアを行ないます。腰痛、肩こりにも有効です。体がかたくても大丈夫！初めての方も安心してご参加ください。

パワーヨガ ☆～ - ALL ４５分～ ヨガ

エアロビクスをベースとしたステップに、脂肪燃焼効果のとても高いキックやパンチを取り入れた有酸素運動をメインに、筋力アップのための無酸素運動も行う、トータルボディシェイプのクラスです。ストレスも解消して、ココロもカラダもスッキリしましょう！

ヨガ ☆～ - ALL ４０分～ ヨガ

マットの上で行う腹部や体幹部を中心としたトレーニングクラスです。柔軟性・筋力UPだけでなく体形や姿勢がよくなり、女優やトップモデルなどにたいへん評判がよいプログラムです。コアの安定と強化に効果的な内容です。

骨盤ストレッチ ☆～ - ALL ４０分～ コンディショニング

軽く身体をほぐしたあと、流れるように連続してアーサナ（ポーズ）をとってゆきます。アクティブに身体を動かし、脂肪の燃焼・筋力アップ、代謝が高まり、アンチエイジングやデトックスにも効果的です。

ピラティス ☆～ - ALL ４０分～ ピラティス

本来動くべきところを動くようにしバランスよく機能させる事で楽にスムーズに身体を動かす事が出来るようになります。関節と筋肉の連動性を高め、バランス調整機能を向上。体の緊張や様々なストレスからの解放を行います。

ヨシ's　ブートキャンプ ☆～ - ALL ４５分～ コンディショニング

身体の中心である骨盤まわりをほぐし、身体のゆがみ改善、筋力強化などにより身体のラインを整えます。リラックスしながら快適な身体を取り戻す調整系クラスです。

バランスコーディネーション ☆～ - ALL ４０分～ コンディショニング

アルゼンチンから発信される最新プログラム！ラテン、HIPHOP、アラビアン、レゲトン…様々なジャンルの曲に合わせドラマティックにダンスを楽しみます。ダンス初心者でも大丈夫是非ご参加ください。

メガダンス ☆☆☆ ☆☆☆ 初級者～ ３０分、４５分、６０分 プレコリオﾀﾞﾝｽ

チューブやマットを使って、ピラティス系の深層筋にアプローチするエクササイズや、スクワットやランジなどの表層の筋トレ系をバランス良く使っていきます。見た目も重要！使える身体も重要！身体を目覚めさせましょう★

ＲＩＴＭＯＳ ☆☆☆ ☆☆☆ 初級者～ ３０分、４５分、６０分 プレコリオﾀﾞﾝｽ

ラテン系の音楽とダンスを融合させて創作されたダンスエクササイズで、速いリズムと遅いリズムの曲が組み合わされた、ダイナミックでエキサイティングなインターバルトレーニング形式のワークアウトです。

ＨＩＰ ＨＯＰ初級 - ☆☆～ 初級者～中上級者 ５０分～ ダンス

世界中から集められたダンスレパートリーで、楽しみながら踊れるクラスです。ダンスが初めての方でもチャレンジしてみてください。

ＺＵＭＢＡ ☆☆☆ ☆～ ALL ４５分～ ｾﾐプレコリオ

ゴールドジムのトレーナーが行う筋トレを中心としたクラスです。初心者の方もお気軽にご参加下さい。

バレエを始めたい！という方向けのクラスです。見ながら、真似をしながら少しずつ技術を習得していきます。楽しくバレエをはじめましょう。

ＧＧＸ ☆～ ☆～ 初心者～ 筋コンディショニング

初心者でも回数をかさねるとマスターできるように、基本のリズム取りを行うステップ練習を取り込み、曲に合わせて踊り込んでいきます。

バレエ入門 - ☆～ 初心者～ ６０分 バレエ


