
10:00

14:00 14:00

14:30 14:30

24：00　CLOSE

アクティブ系 ダンス コンディショニング・調整 ヨガ

21:00

0:00 0:00

22:30 22:30

23:00 23:00

23:30 23:30

RITMOS

21:00-22:00

土井　珠路
・初心者マークが付いた

　レッスンは初めての方でも

　はじめやすいレッスンです。

・インストラクターが

　サポート致しますので

　お気軽にご参加下さい。

・途中入室はレッスン開始

　10分まで可能です。

21:30

ZUMBA

21:20-22:20

小林　加奈

21:30
GG3D ウェーブリング

21:25-21:55

GGトレーナー 中級エアロ

21:30-22:30

杉山　希久子

22:00 22:00

ステップ45

22:00-22:45

大川　記之

中級エアロ

18:15-19:15

山崎　貴之

18:30 18:30

シェイプアップパワーヨガ

18:30-19:30

吉田　実加

アシュタンガヨガ

18:30-19:30

加藤　あい

19:00 19:00

ファンクショナルエアロ

18:55-19:55

佐藤　寿樹

ハタヨガ

19:00-20:00

太田　千絵

19:30 19:30

SHAKA DANCE®

19:25-20:10

杉野　千津子

キックボクシング

エクササイズ

19:30-20:30

太田　興

エンジョイエアロ

19:40-20:40

余吾　ゆかり

Group Power 60

19:40-20:45

GGトレーナー

20:00 20:00

Group Fight 60

20:05-21:05

GGトレーナー

ZUMBA

20:15-21:15

RIE

20:30 20:30

リフレッシュヨガ

20:25-21:10

小出　美由紀
21:00

RITMOS

20:50-21:50

大川　記之

15:00

　ダイナマイトシェイプ

＆ストレッチ

15:00-15:45

小野　慶子

ヴァリヤスヨガ

15:00-16:00

寺澤　美佳子

　RITMOS

15:05-16:05

遠藤　由紀子

15:30 15:30

16:00 16:00

やさしいパワーヨガ

16:00-17:00

寺澤　美佳子

フィットネスパワーヨガ

16:00-16:45

太田　興

16:30

燃焼エアロ

16:20-17:20

杉浦　友美

16:30

17:00 17:00

エンジョイステップ

17:00-18:00

山崎　貴之

17:30 17:30

Group　Power 30

17:40-18:15

トレーナー

18:00 18:00

コアトレシェイプ

18:00-18:45

佐藤　寿樹

Group　Power 30

18:10-18:45

GGトレーナー
初中級エアロ

18:15-19:15

牧野　智基

　ビギナーエアロ45

14:00-14:45

小野　慶子

Group Fight 45

14:00-14:45

GGトレーナーステップ＆シェイプ

14:15-15:15

坂田　浩子
フローヨガ

14:30-15:30

吉田　実加
バレトン

14:45-15:45

加藤　あい

ZUMBA

12:45-13:45

牧野　智基

13:00

15:00

フローヨガ

14:10-15:10

吉田　実加

ピラティス

13:00-14:00

湯川　総子

ベリーダンス

12:45-13:45

森　京子

13:00

RITMOS

13:00-14:00

宮下　恵

13:30 13:30

Group　Fight 30

13:30-14:00

GGトレーナー

フローヨガ

13:30-14:30

加藤　あい
Group Power 60

13:45-14:50

GGトレーナー

ボクシングエクササイズ

11:45-12:45

宮下　恵

12:00 12:00

　RITMOS

12:15-13:15

宮下　恵

12:30 12:30

Group　Power 45

12:25-13:15

GGトレーナー

リフレッシュヨガ

12:30-13:30

小出　美由紀

　SALSATION®

11:00-12:00

兼城　マリオ

　HIP　HOP

11:00-12:00

KANI

11:30 11:30

コアトレビューティー

11:30-12:30

佐藤　るみ

　ボクシングエクササイズ

11:30-12:30

牧野　智基

Group Fight 30

11:30-12:00

GGトレーナー

やさしいヨガ

10:15-11:15

北尾　千恵子

10:30 10:30

フローヨガ

10:30-11:30

加藤　あい

KAZE

10:30-11:15

佐藤　るみ

11:00 11:00
GG3D ウェーブリング

10:45-11:15

GGトレーナー

ストレッチヨガ

9:30-10:30

若山　実千代

9:309:30

フィットネスパワーヨガ

9:45-10:45

中山　律子

10:00

8:30 8:30

9:00 9:00

8:00 8:00

7:00 7:00

7:30 7:30

日（SUN)

7:00 OPEN OPEN 24 HOURS OPEN 24 HOURS OPEN 24 HOURS OPEN 24 HOURS OPEN 24 HOURS 20:00  CLOSE

月（MON) 火（TUE) 水（WED) 木（THU) 金（FRI) 土（SAT)

名古屋金山 2019年11月～

初めてスタジオに

参加される方へ

NEW

NEW



ビギナーエアロ45 45 ★☆☆☆☆/★☆☆☆☆ ○ ○ ○

エンジョイエアロ 60 ★★★☆☆/★★★★☆ ○ ○ ○ ○

ファンクショナルエアロ 60 ★★★☆☆/★★★☆☆ ○ ○ ○

中級エアロ 60 ★★★★☆/★★★★☆ ○ ○ ○ ○

燃焼エアロ 60 ★★★☆☆/★★★☆☆ ○ ○ ○

ストレッチヨガ 60 ★☆☆☆☆/★☆☆☆☆ ○ ○ ○

ヴィンヤサヨガ 60 ★★★☆☆/★★★☆☆ ○ ○ ○ ○

コアトレ・シェイプ45 45 ★☆☆☆☆/★☆☆☆☆ ○ ○ ○ フローヨガ 60 ★☆☆☆☆/★☆☆☆☆ ○ ○ ○

コアトレ45 45 ★☆☆☆☆/★☆☆☆☆ ○ ○ ○ ヴァリヤスヨガ 60 ★★☆☆☆/★★☆☆☆ ○ ○ ○

コアトレビューティー 60 ★☆☆☆☆/★☆☆☆☆ ○ ○ ○ パワーヨガ 60 ★★★☆☆/★★★☆☆ ○ ○ ○ ○

ダイナマイトシェイプ 45 ★★☆☆☆/★☆☆☆☆ ○ ○ ○ ○ ハタヨガ 60 ★☆☆☆☆/★★☆☆☆ ○ ○ ○

Group　Power 30～
60

★★★☆☆/★★☆☆☆ ○ ○ ○ ○ やさしいパワーヨガ 60 ★☆☆☆☆/★★☆☆☆ ○ ○ ○ ○

ダイナマイトシェイプ＆ストレッチ 45 ★★☆☆☆/★☆☆☆☆ ○ ○ ○ ○ 骨盤調整ヨガ® 60 ★☆☆☆☆/★☆☆☆☆ ○ ○ ○

KAZE 45 ★☆☆☆☆/★☆☆☆☆ ○ ○ ○ (やさしい)ヨガ 60 ★☆☆☆☆/★☆☆☆☆ ○ ○ ○

ＧＧ3Dウェーブリング 30 ★☆☆☆☆/★☆☆☆☆ 〇 〇 リフレッシュヨガ 60 ★☆☆☆☆/★☆☆☆☆ ○ ○ ○

アシュタンガヨガ 60 ★★★★☆/★★★★☆ ○ ○ ○ ○

バレトン 60 ★★☆☆☆/★★☆☆☆ ○ ○ ○ ステップ45 45 ★★☆☆☆/★★☆☆☆ ○ ○ ○ ○

ZUMBA 60 ★★☆☆☆/★★★☆☆ ○ ○ ○ ○ エンジョイステップ 60 ★★★☆☆/★★★★☆ ○ ○ ○ ○

RITMOS 60 ★★☆☆☆/★★★☆☆ ○ ○ ○ ○ ステップ＆シェイプ 60 ★★☆☆☆/★☆☆☆☆ ○ ○ ○ ○

SALSATION® 60 ★★☆☆☆/★★☆☆☆ ○ ○ ○ ○

ベリーダンス 60 ★☆☆☆☆/★★☆☆☆ ○ ○ ○

SHAKA DANCE® 60 ★☆☆☆☆/★★☆☆☆ ○ ○ ○

Group　Fight 30～
60

★★★☆☆/★★☆☆☆ ○ ○ ○ ○

ボクシングエクササイズ 60 ★★☆☆☆/★★☆☆☆ ○ ○ ○ ○

HIPHOP 60 ★★☆☆☆/★★☆☆☆ ○ ○ ○ Simple＆HardBox 60 ★★☆☆☆/★★☆☆☆ ○ ○ ○ ○パンチやキックの動作で全身を動かしていきます。

ベースはアフロ・ダンスホール・ヒップホップ。音楽とシンクロ
し、有酸素運動効果、筋力向上が得られます。

プログラム 時間 強度/難易度 プログラム内容

格闘技とボクシングの動きを取り入れたレッスンです。
身体にメリハリを付けると共にストレス発散もして行きましょう！

パンチやキックの動作で全身を動かしていきます。

初めての方、男女問わず、ダンスが好きな方にオススメなレッ
スンです。

目的・効果

【ダンス系プログラム】

プログラム 時間 強度/難易度 プログラム内容
目的・効果

ｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟ効果は抜群です！踊りながら美しい体を手に入れ
ましょう。 【格闘技系プログラム】

時間 強度/難易度 プログラム内容

世界中の音楽を楽しみながらダンスをするクラスです。 上級者向けのステップのクラスです。

いろいろなダンスの要素を含み、初心者から上級者までお楽
しみいただけるレッスンです。

ステップ台を使い、基本の足運びで昇降運動を繰り返します。

多種のリズム、文化、ダンス、フィットネスをミックスしたプログ
ラムです。

目的・効果

フィットネス・バレエ・ヨガの要素を取り入れ柔軟性、
心肺機能の向上を行います。

ステップ台を使い、基本の足運びで昇降運動を繰り返します。

【ダンスフィットネス系プログラム】 【ステップ系プログラム】

プログラム 時間 強度/難易度 プログラム内容
目的・効果

プログラム

柔らかくきれいな筋膜を作り、本来持っている人の動きの可
能性を引き出すプログラムです。

ストレッチと呼吸法を使って心身の調和を図ります。

ウェーブリングを使って、前後・上下・左右に心地よく
身体を動かしていきます。

ゆったりとした呼吸にのせて、体も心もリフレッシュできます。

運動量が多いクラスです。世界共通の内容をここでお楽しみいた
だけます。

自体重やプレート、バーベルを用いたグループエクササイ
ズ。

アーサナ（ヨガのポーズ）と呼吸を組み合わせたヨガです。

バーベルを用いたグループエクササイズ。
想像を超える「楽しさ」「効果」「安全性」をお約束します。

初心者向けの難易度を下げたパワーヨガです。

自体重やプレート、バーベルを用いたグループエクササイ
ズ。

骨盤周りの柔軟性の向上、姿勢改善に繋がるヨガです。初心者向
けです。

チューブやボールを使った全身のレジスタンストレーニングで
す。

ストレッチと呼吸法を使って心身の調和を図ります。

コア（腹筋群）と股関節周りを中心に動かすトレーニングで
す。

筋肉に効かせて発散し代謝促進を進めます。

お腹周りをシェイプアップしたい方にオススメです。
筋肉に効かせて発散し代謝促進を進めます。やや強度が高めの
ヨガです。

プログラム 時間 強度/難易度 プログラム内容
目的・効果 ストレッチと呼吸法を使って心身の調和を図ります。

初級に比べて少し運動量が多いクラスです。

プログラム 時間 強度/難易度 プログラム内容
目的・効果

【コンディショニング・調整系プログラム】

エアロビクスが初めての方にオススメのクラスです。

弾む・跳ねるなどを多く取り入れた中上級クラスです。

エアロビクスの基本ステップを中心に全身を動かすクラスで
す。

弾む・跳ねるなどを多く取り入れた中上級クラスです。

基本ステップを組み合わせをながらレベルアップを目的とした
クラスです。 【ヨガ・リラクゼーション系プログラム】

目的・効果

【エアロビクス系プログラム】

プログラム 時間 強度/難易度 プログラム内容 『痩せたい』という方に適しています。 『リラックスしたい』という方に適しています。

身体を『引き締めたい』という方に適しています。 『身体を柔らかくしたい』という方に適しています。

『体力をつけたい』という方に適しています。 『このプログラムが上手くなりたい』という方に適しています。

『筋力をつけたい』という方に適しています。

目的から自分に合ったプログラムを選択できます。

ご不明な点がございましたら、スタッフまでお気軽にお尋ねください。


