
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

7:00 OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN

8:00

9:00 OPEN OPEN

10:00

11:00

11：15-12：00

ラーニングステップ

ｈｉｒｏｃｋｙ

12:00 WEB予約

12：15-13：15

レギュラーステップ

13:00 ｈｉｒoｃｋｙ

WEB予約

14:00

14：45-15：30

15:00 ZUMBA

HIRONO

15：45-16：30

16:00 strong　by　ZUMBA

HIRONO

17:00

18:00

18:45-19:30

19:00 ボディメイク

大森　恵美子

20:00 CLOSE

20：25-21：25

21:00 バレエ初級

蒲田　深雪

22:00

23:00

　　9：00-10:00　　

　骨盤ストレッチ　　　

小川　りか

　　10:10-11:00　　

　ラテンエアロ　　　　

小川　りか
10：30-11：15　  

   ＺＵＭＢＡ        

TSUKASA

9：10-10：10

ヨガ

Asha 9：４０-10:40

ハタヨガ

yu-ki

10：55-12：05

オリジナルステップ

田中　大海

上級　WEB予約

11：15-12：15

バレエ

蒲田　深雪

11：30-12：15　　

　初級ミッド＆ロー

中野智恵

10：20-11：05

ＺＵＭＢＡ

大浦　透10：45-11：45　

身体が固い方でも　　

できる陰ヨガ

西原　良佳

12:00-13:00

　　ビート＆キックス　　

湯浅　まゆ

12：25-13：25

ジャズダンス

Chi-tan

12：25-13：10

ボディコンシャス

鈴木　優子

12：30-13：15

ベーシックステップ

中野智恵

17：25-18;05

ビギナーステップ40

久野　聡郎

16：45-17：30　　　

　　身体調整             

  エクササイズ          

金子　すず代

16：30-17：10

ビギナーウォーク40　　

久野　聡郎

10：30-11：15　　

　　ミッド＆ロー       　

松田　有希子

11:30-12：30

レギュラーステップ

松田　有希子

12:45-13：30

ZUMBA

ジョセフ鮎

13：45-14：45

ＹＯＧＡ

ジョセフ鮎

19：00-20：00

ﾋﾞｰﾄ&ｷｯｸｽ∔シェイプ

荒木　美絵子

20:15-21:00

レギュラーエアロ

大畑　淳一

21：15-22：15

ラーニングステップ

大畑　淳一

WEB予約

10：30-11：30

ラーニングステップ　

渡辺　睦美

WEB予約 5割、14名WEB、5割、14名店舗で受け付けます

11：45-12：45

Salsation

池谷　可織

13:00-14:00

マーシャルアーツ

須藤　誠人

19：40-20：10

ビギナーエアロ30　

大森　恵美子

17：45-18：30 　  

　ビート＆キックス　　　

金子すず代

13：30-14：00

ボディメイク

TSUKASA

14：10-14：40

 ZUMBA GOLD　　　

TSUKASA

18：20-19：20

ミッド＆ロー

柳田　幸久

13:15-14:15

メンテナンス

　　　ストレッチ　　     

平瀬　明治

14：30-15：00

　脂肪燃焼エアロ　　　

平瀬　明治

14：15-15：15

ボディメンテナンス

machiko

13：35-14：35

ナニアロハ

emi

19：15-20：00

レギュラーエアロ　　　

五十嵐　利美

20：15-21：15　　

ラーニングステップ   

五十嵐　利美

19：00-20：00

初中級エアロ

Mari

20：15-21：15

宮野式

からだ改造塾

宮野　成夫

13：20-14：05

ビギナーロー

鈴木　優子

14：15-15：15

ＨＩＰ　ＨＯＰ

森林　なつ美

15：30-16：20

リンパフローストレッチ

今村　彩子

14:00-14:45

ラーニングステップ

田中　大海

WEB予約

21：30-22：30　　

　Gパワーヨガ　　　　

山口雅葉

21：30-22：30

ストリートダンス

MIHO

18：30-19：00

ｽﾄﾚｯﾁﾎﾟｰﾙ&ﾎﾞｰﾙ　

小山内　映子

19：10-20：10

ビギナーエアロ

＆シェイプ

土橋　さとみ

20：20-21：20

ＹＯＧＡ

ＡＫＩ

21：30-22：15

ZUMBA

塚田　祐佳里

どなた様も

参加可能な

クラス

初級者向

クラス

WEB予について

5割WEB  5割店舗予約

URAYASU CHIBA

047-304-2828

●月曜-金曜
7:00-23:30
第２月曜休館
但し祝日の場合は
9：00-20：00

●土曜
9:00-23:30

●日曜・祝日
9:00-20:00

15:30-16:30
ﾏﾘｰﾝｽﾞﾀﾞﾝｽ

ｱｶﾃﾞﾐｰｷｯｽﾞｸﾗｽ
YUI&YURIKO

16:40-17:40
ﾏﾘｰﾝｽﾞﾀﾞﾝｽ
ｱｶﾃﾞﾐｰﾘﾄﾙｸﾗｽ
YUI&YURIKO

17:50-19:05
ﾏﾘｰﾝｽﾞﾀﾞﾝｽ

ｱｶﾃﾞﾐｰｼﾞｭﾆｱｸﾗｽ
YUI&YURIKO

16:30-17:30
レイヴ

ジュニアダンス①
RIHO

17:30-18:30
レイヴ

ジュニアダンス②
RIHO

16:00-17:00
テーマパーク

ダンス① YO-KO

17:15-18:15
テーマパーク
ダンス②YO-KO

URAYASU CHIBA ２０１9/2

キッズスクール

キッズスクール
キッズスクール

16:00-17:00
H&Y Ballet①
小山田浩子
早川百合枝

17:15-18:30
H&Y Ballet②
小山田浩子
早川百合枝

スクール



23:30 CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE

エアロビクス ダンス系
筋コンディショ　　

ニング
格闘技系

ステップ
ダンス系　　　　　　
　　　フィットネス

ヨガ系 皆様に安全に快適にご参加頂くため,レッスン開始時間10分過ぎのスタジオ参加は
ご遠慮いただきます

スケジュールは変更することがございます。ご了承くださいませ。　　　　　変更
はWEBサイト,館内掲示でご案内致します。



7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00



23:30

皆様に安全に快適にご参加頂くため,レッスン開始時間10分過ぎのスタジオ参加は
ご遠慮いただきます

スケジュールは変更することがございます。ご了承くださいませ。　　　　　変更
はWEBサイト,館内掲示でご案内致します。



エアロビクスダンス系プログラム 2018・4

クラス名 クラス内容 強　度 難易度

ビギナーエアロ エアロビクスの基本歩く動作と丁寧なストレッチのクラス・初めてスタジオに参加する方、基本を楽しみたい方、トレーニング前後に最適です。 ★～ ☆～

ビギナーロ－ 「歩く」程度の動作＝ローインパクトの基本動作を習得しシンプルな有酸素運動を楽しむクラス。 ★～ ☆～

ビギナーウオーク 「歩く」程度の動作＝ローインパクトの基本動作を習得ちょっと変化する動きも楽しむ有酸素運動クラス。 ★★～ ☆☆～

初中級エアロ 初級～ビギナーに少し慣れたら是非ご参加ください。コリオ(振付)を楽しむクラスです。 ★★～ ☆☆☆～

初中級ミッド＆ロー 中級エアロビクスで、軽く弾む動作と歩く動きで構成されたコリオを楽しむクラス ★★～ ☆☆☆～

ミッド＆ロー 中級レベル、エアロビクスがもっと上手くなりたい方にお勧めです！ ★★～ ☆☆☆～

レギュラーエアロ バリエーション豊富なローインパクトで、しっかり体を使うクラスです。スパイス的にミッド＆ハイインパクト、ダンスぽい動きも入ります。 ★★★★ ☆☆☆☆

脂肪燃焼エアロ シンプルなエアロビクスの基本を行い脂肪燃焼を目的に大きく心地よく動けるクラスです。 ★★★★★ ☆☆☆☆☆

ステップ系プログラム

クラス名 クラス内容 強　度 難易度

ベーシックステップ ステップの基本を行う、楽しむクラス、方向の変化がないので正確に昇降運動を楽しめます。 ★★ ☆☆

ラーニングステップ 初級～中級レベルのステップクラスステップの基本と展開（動きの変化）をお楽しみください。動作の向き（面）変えもチャレンジしましょう！ ★★ ☆☆☆

レギュラーステップ 中級　ラーニングステップに慣れてきた方を対象に色々な動作を組み合わせたコンビネーションを楽しむクラスです。 ★★★★ ☆☆☆☆

オリジナルステップ インストラクターオリジナルクラス、基本からコリオ完成までテンポよく進めます。楽しい刺激的なコンビネーションを楽しむクラスです。 ★★★★ ☆☆☆☆

コンディショニング系プログラム 基本動作

クラス名 クラス内容 強　度 難易度

ボディメンテナンス トレーニングの疲労回復に、身体の歪みや、各部位の痛みが気になるかたに最適です。身体のお手入れをしましょう。

宮野式からだ改造塾 ボディービルダーがフィットネス愛好家の皆さまに向けてトレーニングを本気でお伝えします。かっこいいフォームできたえましょう！マイぺスで重さ設定できます。 ★★～ ☆☆

ボディコンシャス 正しい骨格を意識しながら体幹の筋肉を整え骨格の歪みや筋力不足による体調不良を改善し、しなやかで美しい身体作りを目指します。 ★～ ☆☆

ぺルビックストレッチ 骨盤調整系のｴｸｻサイズを行います。マット上で行うので、マイペースで行えて、姿勢改善に効果的です。 ★★～ ☆☆～
ストレッチポール＆

ﾎﾞｰﾙ ボールやｽﾄﾚｯﾁﾎﾟｰﾙを使って行うｽﾄﾚｯﾁクラス、背骨回りをツールで動かし大きな筋肉のｽﾄﾚｯﾁに繋げます。呼吸や姿勢も整います。 ★ ☆
メンテナンス　　　　　　　

　　ストレッチ 身体調整を目的としてクラスをすすめます。姿勢を整えた方、アンバランスが気になる方、背骨のラインが整うと動きは向上します。

ｓｔｒｏｎｇ　ｂｙ 　　　　Ｚ
ＵＭＢＡ

trongbyZUMBAは音楽と効果音が織り成す新感覚のインターバルトレーニングです。 他のグループエクササイズとは異なり、音に合わせて強
度変換をしていく特徴があり、自重を効果的に使いながら全身を鍛える系レッスンです。

★★～ ☆☆

ボディメイク 自重やツールを使って筋トレを行いますきちんと鍛えたい方！一緒にキレイな身体作りをしましょう！マイペースで楽しめます！ ★★ ☆☆☆

格闘技系プログラム

クラス名 クラス内容 強　度 難易度

マーシャルアーツ 格闘技の動きを音楽に合わせて行う有酸素トレーニングです。はじめての方も格闘技好きな方も一緒に楽しめます。 ★★★～ ☆☆☆～

音楽に合わせてキック・パンチを行ないます。ジャンプ系が少ないのに強い打撃のために全身を使うので、心地よい汗を流せます。

ストレス解消に最適です。集中して強打を打つ皆さんはカッコ良い！男女年齢を問わず、初心者～キックの選手まで一緒に楽しめます

ダンスエ系プログラム

クラス名 クラス内容 強　度 難易度

バレエ バレエの基本を楽しみながら素晴らしいコアコンディショニングが出来ます。キレイな動きと体作りをしたい方にお勧めです！ ★★★ ☆☆☆

ダンスの基礎と振付を覚え踊る楽しさが味わえるクラスです。みなさんが集中して踊る姿は美しいです！！

初めての方から上級者まで楽しんで頂けるクラス内容です。是非一度スタジオにおいでください！

HIP HOP 基本ウォーミングアップ丁寧に行います。ぜひ体の隅々に酸素を送るストレッチをお試しください。 ★★～ ☆☆～

ストリートダンス 平日夜はダンスの基礎をじっくり行います。初めての方・男女問わずどなたでも楽しめる振り付けを行ないます。皆様どうぞふるってご参加下さい!!★★★★ ☆☆☆☆

ナニアロハ ハワイの伝統的なフラダンスにフィットネスを融合したプログラムで。安全に効果的にフラダンスが楽しめます。 ★★～ ☆☆～

ラテンエアロ ラテンの音楽ステップを基本にしたエアロビクス。初めての方も基本のステップを学びたい方も是非ご参加ください。 ★ ☆

ZUMBA GOLD 通常のZUMBAではちょっときついと感じる方、ZUMBAを試してみたい方に向けた、ちょっとソフトタッチなZUMBAです。是非お試しください。 ★ ☆

ZUMBA
ラテンの音楽にあわせてクラスを行います。１曲毎に動きが変化します。集中して踊りましょう。終了後の心地よい汗と爽快感をお楽しみくだ
さい！ ★★～★★★★ ☆☆～☆☆☆☆

リラクゼーション系プログラム

クラス名 クラス内容

呼吸法と全身を調整するＹＯＧＡはバランス能力向上、体調を整え、心身のストレスを解消する健康法です。

呼吸、バランス、柔軟性、集中力、精神力を高めて行きます。男性女性に関わらずどなたでもご参加頂けます。

YOGA 呼吸法と全身を調整するＹＯＧＡはバランス能力向上、体調を整え、心身のストレスを解消する健康法です。 ★

リンパフロー セルフケア―とストレッチで身体を整える調整系のクラスです。マイペースで楽しめます。

パワーヨガ ヨガのポーズを連続で流れるように動きます。関節可動域アップ、と筋肉を整え鍛えます。メンタル面も整える効果があります。筋肉鍛える系のヨガです。
★★～

ハタヨガ
ヨガの王道、動と静の対局の組あせ。ストレッチをメインにしたポーズを取り入れてクラスを行います。トレーニング前のストレッチ、集中力アップにご参加ください。
柔軟性向上に効果的。 ★

リラックスヨガ ヨガのポーズを通してここいちょい呼吸も行い身体を開放し、リラックス効果を味わえるクラスです。
★

ヨガ

★

ビート＆キックス ★★★～ ☆☆～

ジャズダンス ★★～ ☆☆～

ゴールドジム浦安千葉TEL 047-304-2828

詳細は担当インストラクターにお気軽にお問合せください。皆様のご参加をお待ちしています


