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13:45～14:00　GGX
（ストレッチポール）スタッフ

10:45～11:00
GGX（腹筋） スタッフ

18:05～18:20　GGX
（ストレッチポール）スタッフ

15:30～15:45
GGX（腹筋） スタッフ

21:30～21:45
GGX（腹筋） スタッフ

14:15～15:15
bodyART

トレーニング
(60)

松澤　泉美

15:30～16:30
コンディショニング

ストレッチ
(60)

松澤　泉美

12:30
12:30～13:15

颯爽シェイプコンディ
ショニング（45）

狩野　謙斗

11:45～12:30
エアロ初級

コンディショニング（45）

奈津美

15:30～16:30
エアロ初級

コンディショニング(60)
枝川　真奈美

15:30～16:30
フラダンス

(60)

mana

12:45～13:30
はじめてピラティス

(45)
石中　浩子

13:45～14:45
JAZZ

コンディショニング
(60)

石中　浩子

10:30～11:30
（60）

STRONG NATION
マリンコ

20:15～21:15
簡単ジャズダンス

(60)
MAHMI

13:30～14:30
エアロ初級+

トレ&ストレッチ15
(60)

浅見　公貴

12:00

10:30～11:00
スタートステップ(30)

今吉　誠一

11:15～12:15
ステップ初級

(60)
今吉　誠一

14:00

14:15～15:15
初級ゆっくりダンス

エアロ(60)
SaSAKI

14:15～15:15
ストリートダンス

(60)
SACHIKO

Astudio Bstudio
7:00

日

Astudio Bstudio Astudio Bstudio Astudio Bstudio Astudio Bstudio Astudio

月 火 水 木 金 土

10:00

Bstudio Astudio Bstudio

11:00 11:00

11:30 11:30

8:00 8:00
9:00

10:30 10:30

10:30～11:30
モムチャンフィットネス

(60)
川又　珠実

10:30～11:30
ダンスストレッチ

(60)
YASU-CHIN

10:30～11:30
美軸オロフェイシャル

(60)
畔上　さゆり

10:30～11:30
キックボクシング＆

ストレッチ(60)
高田　慶一

10:30～11:30
肩甲骨骨盤ストレッチ

ヨガ
(60)

つじせいこ

10:30～11:30
ヨガ
(60)

三船　麻里子

10:30～11:30
HOUSE

(60)
AKIRA

10:30～11:30
ZUMBA

（60）
マリンコ

9:00

10:00

11:15～12:15
姿勢改善＆

筋膜はがし（60）
狩野　謙斗12:00 11:45～12:45

HIPHOP
コンディショニング

(60)
安部　秀紀

11:45～12:45
ダンスMIX

(60)
YASU-CHIN

11:45～12:45
ボディストレングス&
コンディショニング

(60)
高田　慶一

11:45～12:45
ヴィンヤサヨガ

(60)
つじせいこ

11:45～12:45
やさしいバレエ

(60)
土居　葉子

11:45～12:45
ステップ入門

（60）
山口　優子

11:45～12:45
ボディメイクヨガ

(60)
三船　麻里子

11:45～12:15　GGX
（ストレッチポール）スタッフ

11:45～12:45
美軸ウォーキング

(60)
畔上　さゆり

11:45～12:15　GGX
（ストレッチポール）スタッフ

12:30

13:00～14:00
エアロコンディショニン

グ+トレ10(60)
松澤　泉美

13:00～14:00
ヨガ
(60)

NATSU

13:00～14:00
ステップ初級

（60）
山口　優子

13:30

14:30 14:30

13:00～14:00
K-POP

コンディショニング
(60)

安部　秀紀

13:00～14:00
ZUMBA

(60)
石丸　和美

15:00

13:00～14:00
エアロ初級

コンディショニング(60)
尾崎　全子

14:15～15:00
スタートステップ

（入門～初級）(45)
上野　さぎり

15:00

13:00 13:00

13:30

14:00

16:00 16:00

16:30

19:30

18:30～19:20
ステップ初級

(50)
片岡　千鶴

19:30～20:15
エアロ初級

(45)
片岡　千鶴

20:30～21:15
バレエ(45)

ストレッチ・バーレッスン

延本　裕子

18:30 18:30

20:15～21:15
ヴィンヤサ

フローヨガ(60)
三宅　香織

19:15～19:30　GGX
（ストレッチポール）スタッフ

18:45～19:00
GGX（腹筋） スタッフ

18:30～18:45
GGX（腹筋） スタッフ

17:00 17:00

15:30～16:30
リトモス

(60)
SaSAKI

15:30～16:30
ゆる調整ヨガ

(60)
SACHIKO

15:30～16:30
エアロ初級+

トレ&ストレッチ15
(60)

浅見　公貴

17:30 17:30

18:00 18:00

15:30 15:15～16:15
ヨガ
(60)

上野　さぎり

23:00 23:00

23:30 23:30

00:00 00:00

21:30 21:30

21:00～22:00
ボクシング

コンディショニング
(60)

中井　良二

20:15～21:15
K－POP

コンディショニング
(60)

安部 秀紀

22:00 22:00

22:30 22:30

20:00～20:45
フロー＆リラックス

(45)
つじせいこ

20:00～20:45
おなか引締め塾（45）

狩野　謙斗

20:45～21:35（50）
ZUMBA

工藤　哲也

20:30 20:30

21:00 21:00

20:00 19:45～20:35（50）
K-1FITFIGHT
工藤　哲也

19：30～20:15
スレッチ＆体幹（45）

延本　裕子

19:00 19:00
19:00～19:45

颯爽シェイプコンディ
ショニング（45）

狩野　謙斗

18:30～19:00
GGX（筋トレ） スタッフ

19:00～20:00
ヨガ

～リラックス＆ブレス～
(60)

三宅　香織

19:00～20:00
エアロ初級

(60)
丸谷　陽佑

17:45～18:15
GGX（筋トレ） スタッフ

19:00～20:00
ステップlow

インテンシティ(60)
足立　晃子 【スタジオ利用上の注意】

・レッスン開始10分以降の入場、また、途中退出はお控え下さい。
・祝日はプログラムが変更になります。館内掲示やホームページで
ご確認ください。

【スタジオ空き時間のご利用】
・ストレッチエリアと同じ目的でご利用頂けます。
・音響デッキ、空調、照明の操作はご遠慮下さい。
・扉を開けたままご利用ください。
・常温でのご利用となります。
・レッスン開始15分前までに退出して下さい。

18:00～19:00
ゆる調整ヨガ

(60)
SACHIKO

15:15～15:45
GGX（筋トレ） スタッフ

15:00～16:00
ジャズバレエ

(60)
延本　裕子

16:15～17:00
バレトン コンディショ

ニング（45）

土居　葉子

17:15～18:15
やさしいバレエ

(60)
土居　葉子

15:30

15:55～16:55
ZUMBA

(60)
TAKAKO

17:05～17:50
FIGURE8

(45)
TAKAKO

19:30

20:00

16:30

14:45～15:45
バレエ

(60)
田中　絵梨

19:00～19:45
パワーヨガ

(45)
つじせいこ

19:00～20:00
リラックスヨガ

(60)
矢吹　周子

17:00～17:45
姿勢改善ヨガ

(45)
SACHIKO

14:15～15:15
ラテンエアロ

(60)
浅見　公貴

14:15～15:15
リラックスヨガ

(60)
Ryoko

14:30～15:15　GGX
（ストレッチポール）スタッフ

7:00 OPEN 7:00 OPEN

23：00 CLOSE 23：00 CLOSE 23：00 CLOSE 23：00 CLOSE 23：00 CLOSE 23：00 CLOSE

7:00 OPEN7:00 OPEN

21：00 CLOSE

7:30 OPEN 7:30 0OPEN 7:30 OPEN

休館日
毎月 第３月曜日

始めての方でも気軽にご参加頂ける内容となっております。 アクティブ コンディショニング・調整系 ヨガ・リラクゼーション系 ダンス系色分け早見表

聖蹟桜ヶ丘東京SEISEKI SAKURAGAOKA ２０２０年７月～

7:30 OPEN 7:30 OPEN 7:30 OPEN 7:30 OPEN

ゴールドジム聖蹟桜ヶ丘東京店

〒 206-0011

東京都多摩市関戸4-72 聖蹟桜ヶ丘
OPA6F

042-311-5151

7月のみ

7月のみ

７月のみ

FIA（一般社団法人 日本フィットネス産業協会）からのガイドラインを踏まえ、

飛沫感染リスクへの対策徹底のため、しばらくの間、以下の対応をさせていただきます。

皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解、ご協力宜しくお願い致します。

全てのレッスンを強度の低い息の上がらない穏やかなレッスンに変更させていただきます。

・人数制限は継続させていただきます。

・レッスン中も含め、マスクの完全着用のご協力をお願い致します。

・過度な大きさ・頻繁の声だしはお控えいただきますようお願い致します。

・ハイタッチや握手等のスキンシップはお控えいただきますようお願い致します。

7月26日（日）のみ

鈴木選手セミナー開催の為、

下記内容に変更致します。

10：30～11：30

『背骨ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸ』ﾞ

担当：マリンコ

スタジオ：Bスタジオ

7月26日（日）のみ

鈴木選手セミナー開催の為、

下記内容に変更致します。

11：45～12：30

『ヨガ』

担当：奈津美

スタジオ：Bスタジオ

変更



曜日 スタジオ 時間 クラス名 インストラクター名 シューズ 運動強度 難易度 クラス内容・説明
A 10：30～11：30 モムチャンフィットネス 川又　珠美 あり ★★★ ★★ 自分の体重を負荷に、ウエイト、背中、ヒップ、太ももなどをターゲットに筋トレを行い、しなやかでメリハリのあるボディラインを作ることが出来ます。

A 11：45～12：45 ダンスエアロ yumiiko あり ★～★★ ★～★★★★ ダンスの要素を取り入れたスタイリッシュな動きで運動効果を高めていくエアロビクスのクラスです
A 13：00～14：00 リトモス yumiiko あり ★～★★ ★～★★★★ ラテンやヒップホップ、レゲトンなどの様々なダンススタイルで動いていくダンス系プレコリオプログラムです
A 14：15～15：00 スタートステップ（入門～初級） 上野　さぎり あり ★★ ★★ 音感に合わせて、ステップ台の昇降運動を繰り返す有酸素運動のクラスです。どなたでも参加して頂けます。
A 19：00～19：45 脂肪燃焼シェイプ 狩野　謙斗 あり ★★★★ ★ たった45分で最大350kcalの消費と 運動後の脂肪燃焼、アフターバーンが望める“身体の引き締め“と”脂肪燃焼”、”たっぷり汗が流せる“脂肪燃焼のクラスです。

A 20：00～20：45 おなか引締め塾 狩野　謙斗 あり ★★★★ ★ 短時間で体幹とお腹を集中して引締めたい方におすすめ。１人だとなかなか続かない筋トレを効率よく一緒にやりましょう。
A 21：00～22：00 ボクシングエクササイズ 中井　良二 あり ★★★ ★★ ボクシングのパンチ・防御等の動きを音楽に合わせて行うシェイプアップクラス。
B 15：15～16：15 ヨガ 上野　さぎり なし ★ ★ 呼吸に合わせながら、ひとつひとつのポーズをゆったり行い、心て身体を調和させよりリラックスした状態にさせていきます。どなたでもご参加いただけます。

B 19：00～19：45 パワーヨガ つじせいこ なし ★★★ ★★★ アシュタンガヨガをベースに太陽礼拝で身体を温め、呼吸に合わせてポーズを取ります。運動量は多く、呼吸を深め、筋力と柔軟性を高めます。ヨガに慣れて来た方向きです。

B 20：00～20：45 フロー＆リラックス つじせいこ なし ★ ★ 前半は１日の疲れをほぐし、身体、心のリラックスの時間です。優しいポーズのみを行い、呼吸を整えます。後半はごろ寝ポーズを多く伸ばし、緩めます。

A 10：30～11：30 ダンスストレッチ YASU－CHIN なし ★ ★★ ジャズダンスのエクササイズ・ストレッチで柔軟性と基礎力を高めて行きます。運動前後のウォーミングアップ・クールダウンにも適してます。

A 11：45～12：45 ダンスMIX YASU－CHIN あり ★★ ★★ 最初はダンサブルにウォーミングアップ。メインパートはラテンダンスミックスで踊りながら振付を完成して行きます。有酸素系のダンスプログラムです。

A 13：00～14：00 シェイプエアロ+トレ10 松澤　泉美 あり ★★★ ★★ 初中級のエアロ60分中に、合計10分のトレーニングパートを盛りこんだクラス。有酸素運動+筋力トレーニング+ストレッチと、大変バランスの良いプログラムです。

A 14：15～15：15 bodyARTトレーニング 松澤　泉美 なし ★★★ ★★ ドイツ発祥のマットエクササイズです。流れるように全身を動かしながら、体幹・筋力・柔軟性・安定性の強化と、有酸素的効果も狙います。ヨガやピラティスよりもう少し強度を求める方へ。

A 15：30～16：30 エアロ初中級 枝川　真奈美 あり ★★ ★★ エアロビクスの基本な動作にターンやリズムチェンジを加えたクラスになります。(少しエアロが慣れた方がオススメです)
A 19：45～20：35 K-1FIT FIGHT 工藤　哲也 あり ★★★★ ★★★★ K-1ルールにもとづき、攻撃・防御動作などのコンビネーションを楽しむ脂肪燃焼エクササイズです。K-1ファイターをめざしましょう！

A 20：45～21：35 ＺＵＭＢＡ 工藤　哲也 あり ★★★★ ★★★ シンプルなフットパターンで楽しめるラテンダンスエクササイズです。開放的な気分で楽しめます。
B 10：30～11：30 美軸オロフェイシャル 畔上　さゆり なし ★ ★ お顔やお口の中の筋肉・筋膜を緩める事で頬骨や顎の歪みを改善し、頭を安定させて全身の調整を可能にしていくクラスとなっております。

B 11：45～12：45 美軸ウォーキング 畔上　さゆり なし ★ ★ 体の中にある軸を感じ、関節をしなやかに動かして、美しく歩く事を目的としたウォーキングエクササイズです。
B 15：30～16：30 コンディショニングストレッチ 松澤　泉美 なし ★ ★ 身体の調整を目的としたストレッチのクラスです。疲労回復やケガの予防・柔軟性の向上、そしてトレーニング前後の準備や整理体操としてもご活用ください。

B 19：00～20：00 ヨガ～リラックス＆ブレス～ 三宅　香織 なし ★★ ★★★ しなやかさ、伸びやかさといった柔軟性にフォーカスし、深い呼吸の波に乗ってゆっくりポーズをとっていきます。
B 20：15～21：15 ヴィンヤサフローヨガ 三宅　香織 なし ★★★★ ★★★★ 様々なヨガのポーズを連続的に繋いで、呼吸に合わせて早いテンポで動いていくパワフルなクラスです。
A 10：30～11：30 カーディオキックボクシング 高田　慶一 あり ★★★★ ★★ 空手・キックボクシングなど格闘技の動作や技をシェイプアップエクササイズにアレンジしたクラスです。
A 11：45～12：45 ボディストレングス&コンディショニング 高田　慶一 なし ★ ★★★ 自重やトレーニングツールを使い、筋力、柔軟性、バランス感覚、機能等の向上を図ると共に、美しいボディラインを目指すクラスです。

A 13：00～14：00 エアロ初中級 尾崎　全子 あり ★★★ ★★★ 軽快な音楽に合わせて身体を動かすエアロビクス（有酸素運動）のクラスになります。まずは音楽にあわせて身体を動かし慣れてきたらリズムを変えたり面を変えたりとしてチャレンジしていきます。

A 14：15～15：15 ダンスエアロ SaSAKI あり ★★★ ★★★ エアロをベースに、ダンス要素を加えたプログラムです。緩急・ウェーブ・ターンなどのアクセントも付けてカッコよく動きましょう！エアロ好きの方、ダンス好きの方、どなたにもお勧めです！初心者もＯＫ！

A 15：30～16：30 リトモス SaSAKI あり ★★★ ★★★ ヒップホップ・ラテン・レゲトン・その他様々なダンスにより構成されたプログラムで、日本中で同じ振り付けを踊り、3ヶ月ごとに更新される人気レッスンです。まずはお気軽に楽しんで動きましょう！

A 19：00～20：00 エアロ中級 丸谷　陽佑 あり ★★★ ★★★★ エアロビクスに少し慣れてきた方を対象とした60分のクラスです。様々な動きのバリエーションやコンビネーションにチャレンジしていただける内容となっています。

A 20：15～21：15 K-POP 安部　秀紀 あり ★★ ★★★ KーPOPの完コピクラスです。ダンスの基本的も絡めて練習していきます。ダンス初めての方も慣れた方も一緒に頑張りましょう。
B 10：30～11：30 肩甲骨骨盤ストレッチヨガ つじせいこ なし ★ ★ 肩回りをゆっくりほぐし、優しいポーズで股関節回りをじっくり伸ばします。無理なく呼吸が深まり身体が温まります。ヨガが初めての方、身体が硬い方でも安心してご参加いただけます。

B 11：45～12：45 ヴィンヤサヨガ つじせいこ なし ★★ ★★ 呼吸に合わせて太陽礼拝を行い身体を温めてから、立位を行い呼吸を深めます。心拍数を安定させたまま、ゆっくりポーズを取ります。ヨガを深めたい方、動きたい方に向いています。

B 13：00～14：00 ヨガ NATSU なし ★ ★ 呼吸と姿勢を意識しながら １つ１つのポーズをゆっくり行っていきます。ヨガが初めての方も 身体が硬い方もお気軽にご参加下さい。
B 19：00～20：00 リラックスヨガ 矢吹　周子 なし ★ ★ 座位や仰向けのポーズを多く取り入れ、呼吸を深めながら心と身体をリラックスさせていきます。リハビリ目的の方にも効果的です。
A 10：30～11：30 HOUSE AKIRA あり ★★ ★★★ 主に足のステップを中心にしたストリートダンスで、流れのある動きのダンスになります。
A 11：45～12：45 バレエ 土居　葉子 バレエシューズ ★ ★★ 本格的なクラシックバレエを、初めての方にもわかりやすく丁寧に指導していくクラスです。体が硬くても、経験がなくても大丈夫！誰でも最初は「初めて」です。お気軽にご参加ください！

A 13：00～14：00 ＺＵＭＢＡ 石丸　和美 あり ★★ ★★★ 初めての方も慣れてる方も老若男女自分のペースで様々な音楽を楽しみながらみんなでステップを踏んで盛り上がりましょう。
A 14：15～15：15 ストリートダンス SACHIKO あり ★★ ★★ ダンス→ ストレッチ、リズム取り、コンビネーション(振付)の流れで行います。流行の曲に合わせて踊りましょう！
A 15：30～16：30 フラダンス mana なし ★ ★★ ハワイの音楽に癒されながらリズムに合わせて体を動かし、体幹はもちろん腕や足の筋肉も鍛えられ女性らしい体を目指します。又3ヶ月に1曲のぺースでハワイの素敵な曲もレッスンしていきます。

A 19：00～20：00 ステップ初中級 足立　晃子 あり ★★★ ★★★ STEP台を利用し様々なバリエーションを楽しみます。
A 20：15～21：15 ジャズダンス　 MAHMI あり ★ ★～★★★ 楽しく踊りながら体の使い方や柔軟性、筋力UPなど心がけていきたいです
B 10：30～11：30 ヨガ 三船　麻里子 なし ★ ★ 心と体、内側と外側のバランスをとり、自分をさらに好きになる穏やかな時間。
B 11：45～12：45 ボディメイクヨガ 三船　麻里子 なし ★ ★ 男性女性の皆様のための、メリハリのあるVシェイプ(背中が広く、ウエストが締まり、かっこいいお尻のスタイル)の体を目指して、筋肉を意識して動かすパワー系のアクティブヨガです。

B 15：30～16：30 ゆる調整ヨガ SACHIKO なし ★ ★★ 身体をユルませ、インナーマッスルを安定させる事で、ボディバランスを整えます。ユルめる動きを加えながら基本的なポーズを行うので、初心者の方、身体の痛み・歪みを予防・改善させたい方などにお勧めです

A 10：30～11：30 エアロ初中級 青木　美緒 あり ★★ ★★★ 基本的な動きから更に動きをプラスしたコンビネーションを楽しめるクラスです。
A 11：45～12：45 ステップ初級 山口　優子 あり ★★ ★★★ ステップ台を使用する有酸素運動エクササイズです。初級のクラスではステップ動作名など覚えて少しずつコンビネーションを作りながら動くクラスになります。「基本的なステップ動作以上ができる方が対象です。」

A 13：00～14：00 ステップ初中級 山口　優子 あり ★★★ ★★★★ 初中級では、初級からステップアップしてさらに技やコンビネーションを組み合わせて音楽合わせて動くクラスになります。
A 14：15～15：15 ラテンエアロ 浅見　公貴 あり ★★ ★★★ ノリの良いラテンの音楽に合わせて、初心者の方でも楽しく出来ます。
A 15：30～16：30 エアロ初級+トレ＆ストレッチ15 浅見　公貴 あり ★ ★★ 初心者の方が安心して参加出来るクラスです。有酸素運動と、簡単なトレーニングと疲労回復のストレッチが一緒ににできます。
A 18：30～19：20 ステップ初中級 片岡　千鶴 あり ★★★ ★★★★ ステップに少し慣れてきた方、バリエーションを増やしたい方向けのレッスンになりす。一緒に少しずつ慣れていきましょう。
A 19：30～20：15 エアロ中級 片岡　千鶴 あり ★★★ ★★★★ エアロに慣れてる方向けのレッスンになります。少し個性的かもしれませんが是非一度、ご参加してみては如何でしょうか。
A 20：30～21：15 コンテンポラリーバレエ 延本　裕子 あり ★★ ★★ バレエ要素の入ったコンテンポラリーダンスのクラスです。全身を使って体幹を鍛えながら音楽性、表現力も培えます。初心者から上級者までお受けいただけます。

B 14：15～15：15 ヨガ Ryoko なし ★★★ ★★ 『今』のご自身を知り、その状態に合わせながらほぐしていき、優しく、時に強く身体を動かしながら心身共に整えていきます。
B 19：30～20：15 ストレッチ＆体幹 延本　裕子 なし ★ ★ 足指ほぐし〜全身をくまなく伸ばしていき、全ての運動に大切な体幹を鍛えるトレーニングを行います。怪我なくパフォーマンスを上げる為のコンディショニングクラスです。

A 10：30～11：00 スタートステップ 今吉　誠一 あり ★★ ★★ これからステップを始めたい方はもちろん、エアロビクスのみ経験有りな方も、ステップの基本動作、ベーシックなフットパターンを楽しみながら有酸素運動をしましょう。慣れてる方もどうぞ遊びに来て下さい。

A 11：15～12：15 ステップ初中級 今吉　誠一 あり ★★ ★★★ ステップ台を跨いだりターンしたり様々な動きのコンビネーションを楽しむ初中級のクラスです。
A 12：30～13：15 脂肪燃焼シェイプ 狩野　謙斗 あり ★★★★ ★ このクラスは、たった45分で最大350kcalの消費と 運動後の脂肪燃焼、アフターバーンが望める“身体の引き締め“と”脂肪燃焼”、”たっぷり汗が流せる“脂肪燃焼のクラスです。

A 13：30～14：30 エアロ初中級 浅見　公貴 あり ★★★ ★★★ 音楽に合わせて、全身を動かす有酸素運動のクラスです。
A 14：45～15：45 バレエ 田中　絵梨 バレエシューズ ★★★★ ★★★★ バレエの動きをより深めるクラスです。「パ」から「パ」への動きをスムーズにする練習。軸の取り方などを深めます。
A 15：55～16：55 ＺＵＭＢＡ TAKAKO あり ★★ ★★★ 世界中の音楽に合わせて気持ち良く体を動かすプログラムです。運動初心者の方でも楽しく運動ができます。
A 17：05～17：50 FIGURE8FITNESS TAKAKO あり ★★ ★★ ラテンの爽快なリズムに合わせてお腹まわりを動かす腹筋エクササイズ。
B 11：45～12：15 姿勢改善＆筋膜はがし60 狩野　謙斗 あり ★★ ★ 硬くなった肩甲骨や骨盤を短時間でほぐして身体をスッキリさせる60分のクラスです。
B 17：00～17：45 姿勢改善ヨガ SACHIKO なし ★★ ★★ 身体をユルませる動きを加えながら基本的なポーズをじっくり行い、深部の筋肉(インナーマッスル)を安定させる事でボディバランスを整えます。

B 18：00～19：00 ゆる調整ヨガ SACHIKO なし ★ ★★ 身体をユルませ、インナーマッスルを安定させる事で、ボディバランスを整えます。ユルめる動きを加えながら基本的なポーズを行うので、初心者の方、身体の痛み・歪みを予防・改善させたい方などにお勧めです

A 10：30～11：30 STRONGNATION マリンコ あり ★★★★ ★★ 低強度と高強度の動きを音楽と効果音に合わせて行うHIIT、高強度インターバルトレーニングのクラスです

A 11：45～12：30 エアロ初級 奈津美 あり ★★ ★★ エアロビクスの基本的な動きを展開していくクラスです。初心者の方も安心してご参加いただけます。

A 13：45～14：45 JAZZ 石中　浩子 あり ★★～★★★★ ★★～★★★★ ダンスに必要なウォームアップ、軸づくり、ターン練習などをし、曲に合わせて振付を練習します。前半は、毎週繰り返して身体を作るので、初心者の方も続けて受けて頂けたら慣れます。

A 15：00～16：00 ジャズバレエ 延本　裕子 あり ★★ ★★ バレエ要素の入ったミュージカルやテーマパーク系など多ジャンル音楽に乗せたダンスクラスです。楽しく踊りましょう。（ジャズシューズ又はバレエシューズ）

A 16：15～17：00 サーキットトレーニング（バレトン） 土居　葉子 なし ★ ★★ フィットネス（筋トレ）・バレエ・ヨガのそれぞれの良い部分をつなぎ合わせたシンプルで楽しいエクササイズです。動きは簡単なのに、効果は抜群！跳んだり走ったりという動きがないので、体力に自信のない方でも安心してご参加いただけるプログラムです。

A 17：15～18：15 バレエ 土居　葉子 バレエシューズ ★ ★★ 本格的なクラシックバレエを、初めての方にもわかりやすく丁寧に指導していくクラスです。体が硬くても、経験がなくても大丈夫！誰でも最初は「初めて」です。お気軽にご参加ください！

B 12：45～13：30 はじめてピラティス 石中　浩子 なし ★～★★ ★～★★ 呼吸、エロンゲーション(伸び)などを大切に進めていきます。初めての方も、ご自分の身体に意識を向けられるよう、ゆっくりと。小さなムーブメントの中にも、ご身体の状態を見つめ、変化を楽しみましょう。

GGX スタッフ あり ★ ★ ゴールドジムのトレーナーが行う筋トレとコンディショニング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。
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