
プール Fスタジオ Wスタジオ プール Fスタジオ Wスタジオ プール Fスタジオ Wスタジオ プール Fスタジオ Wスタジオ

ﾕｰﾊﾞｳﾝﾄﾞｴﾚﾒﾝﾄ　11：00～11：15

ﾕｰﾊﾞｳﾝﾄﾞ45
阿部幸香

11：15～12：00
※有料につき要予約※

【GW特別～ﾗﾃﾞｨｶﾙ祭り～】

ﾕｰﾊﾞｳﾝﾄﾞｴﾚﾒﾝﾄ　10：50～11：05

ﾘﾄﾓｽ
鈴木浩子

12：50～13：50

【GW特別ｲﾍﾞﾝﾄ】
ﾌｧｲﾄﾞｳMIX

鈴木浩子・山田未悠
14：10～15：10

のびのびﾎﾞﾃﾞｨ（ﾄｰﾀﾙ）
原田寿美恵

9：30～10：00 10:00

ご不明な点がございましたらお問合せください。
鷺沼店　電話０４４-８５３-０００１

　※　　は初心者･体力に自信のない方向けのレッスンです。
  ※　　は有料のレッスンです。
　※都度払いの有料レッスンはフロントにて承ります。
　※　　はWeb予約対象のレッスンです。

ﾍﾞｰｼｯｸｳｫｰｸ
原田寿美恵

13：30～14：00

ﾍﾞｰｼｯｸｱｸｱ
原田寿美恵

14：15～14：45

ｸﾛｰﾙ
原田寿美恵

15：00～15：30

ﾍﾞｰｼｯｸﾊﾞﾚｴ
片山葉子

10：30～11：30

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾖｶﾞ60
宇野真奈

15：30～16：30

太極拳（入門）
朱勤

10：00～11：00

【GW特別ｲﾍﾞﾝﾄ】
骨盤ﾖｶﾞ体験
藤山きよみ

11：15～12：15

11:00

ｶﾗﾀﾞひきしめ（お腹）
原田寿美恵

10：15～10：45

太極拳（上級）
朱勤

11：10～12：10

fiveﾌﾛｱｰｽﾄﾚｯﾁ
西村海

12：30～13：15
ﾘﾗｸｾｰｼｮﾝﾖｶﾞ
松木千枝

12：40～13：40

15:00

13:00

5月4日(火)

【GW特別～ﾗﾃﾞｨｶﾙ祭り～】
ﾌｧｲﾄﾞｳ45
斉藤裕子

12：20～13：05

16:00

【GW特別ｲﾍﾞﾝﾄ】
ﾎﾟﾙ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾗ45
竹ケ原佳苗

12：20～13：05

【GW特別ｲﾍﾞﾝﾄ】
Dance Fit
竹ケ原佳苗

13：25～14：25
※有料につき要予約※

【GW特別ｲﾍﾞﾝﾄ】
ﾏﾙﾏﾖｶﾞ75
石川香

14：55～16：10

12:00

【GW特別ｲﾍﾞﾝﾄ】
腰痛改善ｾﾐﾅｰ
村上和花

12：10～13：10

5月5日(水)GW特別～ﾗﾃﾞｨｶﾙ祭り～  【鷺沼店】

ﾍﾞｰｼｯｸｱｸｱ
じゅり

15：00～15：30

18:00

ﾍﾞｰｼｯｸﾊﾞﾚｴ
佐々木繭子

13：30～14：30
ﾘﾄﾓｽ

太田喜子
14：00～15：00

【GW特別ｲﾍﾞﾝﾄ】
ﾋﾟﾗﾃｨｽﾌﾛｰ
斉藤智史

15：20～16：20

【GW特別ｲﾍﾞﾝﾄ】
ﾊﾞﾗｴﾃｨｰｽﾃｯﾌﾟ～3104ver.～

斉藤智史
16：40～17：40

※有料につき要予約※

【GW特別ｲﾍﾞﾝﾄ】
ｱｸｱﾀﾞﾝｽ～TSUBASA style～
松浦翼　13：15～14：00
※有料につき要予約※

【GW特別ｲﾍﾞﾝﾄ】
経絡体操
富燦霞

15：00～16：00

14:00
のびのびﾎﾞﾃﾞｨ（ﾄｰﾀﾙ）

村上和花
13：30～14：00

10:00 10:00

11:00 11:00 11:00

太極拳（入門）
朱勤

9：40～10：40

【GW特別ｲﾍﾞﾝﾄ】
関節若返りﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

村上和花　10：55～11：40
※有料につき要予約※

健康36体操
田村成之

9：30～10：00

のびのびﾎﾞﾃﾞｨ（ﾄｰﾀﾙ）
田村成之

10：15～10：45

太極拳（初級）
朱勤

11：00～12：00

4月29日(木) 5月3日(月)

12:00 12:00 12:00

13:00 13:00 13:00

ﾍﾞｰｼｯｸｱｸｱ
稲葉孝宏

11：20～11：50

10:00

18:00 18:00 18:00

14:00 14:00 14:00

15:00 15:00 15:00

【GW特別ｲﾍﾞﾝﾄ】
ﾌｨﾝｽｲﾐﾝｸﾞ
じゅり

15：45～16：45
※有料につき要予約※

16:00 16:00 16:00

17:00 17:00 17:00ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｽｲﾑ
じゅり

16：50～17：20

ｶﾗﾀﾞひきしめ（ﾄｰﾀﾙ）
藤山きよみ

15：15～15：45

のびのびﾎﾞﾃﾞｨ（ﾄｰﾀﾙ）
藤山きよみ

16：30～17：00

【GW特別ｲﾍﾞﾝﾄ】
ﾃﾞﾄｯｸｽﾌﾛｰ75
二井家直子

10：15～11：30

ﾘﾗｸｾｰｼｮﾝﾖｶﾞ
二井家直子

11：50～12：50

ﾋﾟﾗﾃｨｽ45
真砂史郎

13：10～13：55

【GW特別ｲﾍﾞﾝﾄ】
ﾋﾟﾗﾃｨｽwithｲｸｲｯﾌﾟﾒﾝﾄ

真砂史郎
14：10～15：10

※有料につき要予約※

ﾕｰﾊﾞｳﾝﾄﾞ45
角谷享宜

11：05～11：50
※有料につき要予約※

【GW特別ｲﾍﾞﾝﾄ】
ﾊﾟﾄﾞﾙで泳ごう！！
～ｸﾛｰﾙ・平泳ぎ～

松浦翼　14：20～15：20
※有料につき要予約※

ｳｫｰﾀｰ・ｲﾝ・ﾓｰｼｮﾝ
ﾌﾟﾗﾁﾅ30

渋谷亜樹　10：30～11：00

ﾂｰﾙでﾘｾｯﾄ
渋谷亜樹

11：15～11：45

【GW特別ｲﾍﾞﾝﾄ】
ｽｰﾊﾟｰｳｫｰﾀｰ・ｲﾝ・ﾓｰｼｮﾝ

～持久力と筋力欲張りｱｯﾌﾟ！～
山田未悠　13：30～14：15

背泳ぎ
原田寿美恵

14：30～15：00

19:00

20:00 20:00 20:00 20:00

【GW特別～ﾗﾃﾞｨｶﾙ祭り～】
X55 45

斉藤裕子
13：25～14：10

【GW特別～ﾗﾃﾞｨｶﾙ祭り～】
ﾊﾟﾜｰｶｰﾃﾞｨｵ45

角谷享宜
14：40～15：25

【GW特別～ﾗﾃﾞｨｶﾙ祭り～】
ﾌｧｲﾄﾞｳ

角谷享宜
15：45～16：45

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｽｲﾑ
松浦翼

15：30～16：00

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｽｲﾑ
松浦翼

16：05～16：35

4月29日（木）
■ﾕｰﾊﾞｳﾝﾄﾞ　　担当：阿部幸香
　ラディカルレッスンの中でも人気のユーバウンドがGW限定でアスリエにも登場！ミニトランポリンの上で跳ねる動きや走る動きを取り入れつつ心肺機能や体幹、下肢に筋力などを向上していき
　ます！パワフルな曲に合わせて、一緒に盛り上がりましょう！
　　予約：4月16日（金）11：00～（外部の方12：00～）　料金：550円(税込)（外部の方1,650円）

■ﾌｧｲﾄﾞｳMIX(60分)　　担当：鈴木浩子・山田未悠
　大人気インストラクターの鈴木浩子IRと山田によるファイドウのMIXバージョンレッスン！本日限りの特別なMIXナンバーとなります。皆様とインストラクター2名で熱く盛り上がりましょ
　う！！ご参加、お待ちしております。

5月3日（月）
■骨盤ﾖｶﾞ体験（60分）　　担当：藤山きよみ
　通常のレギュラーレッスンでは有料で行っている骨盤ヨガを無料で体験できます。骨盤を構成する関節を動かして緩め、骨盤の調整を行うレッスンです。初めての方も安心してご参加いただけ
　ます。

■ﾋﾟﾗﾃｨｽﾌﾛｰ（60分）　　担当：斉藤智史
　流れをあまり止めずに行うピラティスです。インナーマッスルとアウターマッスルの違いを感じ、しっかりとインナーマッスルを鍛えていきましょう！動きの強度を少しずつ上げ、基礎の
　ニュートラルから骨盤の後傾を意識できるようにしていきます。

■ﾌｨﾝｽｲﾐﾝｸﾞ（60分）有料　　定員：10名　　担当：じゅり
　フィンの正しい使い方を習得し、「泳ぐ」「遊ぶ」「泳力をつける」をテーマにスピード感を味わいながら泳ぎます。普段のレッスンとはちょっと違った水泳の楽しみ方を体験してください♪
　　予約：4月19日（月）11：00～（外部の方12：00～）　料金：1,100円(税込)（外部の方1,650円）

■ﾊﾞﾗｴﾃｨｰｽﾃｯﾌﾟ～3104ver.～（60分）有料　　 担当：斉藤智史
　複数のステップ台を使って行う、新感覚ステップレッスン。ぜひチャレンジしてみませんか？
　　予約：4月19日（月）13：00～（外部の方14：00～）　料金：2,200円(税込)（外部の方2,750円）

5月4日（火）
■関節若返りﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(45分)有料　　担当：村上和花
　関節に着目し、その周辺の筋肉を動かしていくレッスンです。今よりも若々しい関節を目指して一緒に運動しませんか？
　　予約：4月20日（火）11：00～（外部の方12：00～）　料金：550円(税込)（外部の方1,100円）

■腰痛改善ｾﾐﾅｰ（60分）　　 担当：村上和花
　腰痛の原因やメカニズムを詳しく解説し、改善の為のストレッチやトレーニングをご案内していきます！

■ﾎﾟﾙ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾗ45（45分）　　　担当：竹ケ原佳苗
　立つピラティスとも呼ばれており、インナーマッスルを使う事で体幹も鍛えられるポル・ド・ブラのレッスンです。マスタートレーナーの竹ケ原佳苗IRが教える、特別な45分間♪

■ｱｸｱﾀﾞﾝｽ～TSUBASA style～（45分）有料　　 担当：松浦翼
　大人気インストラクターの松浦翼IRによる1日限定のダンススタイルで行うアクアビクス！
　　予約：4月20日（火）13：00～（外部の方14：00～）　料金：550円(税込)（外部の方1,100円）

■Dance Fit（60分）有料　　担当：竹ケ原佳苗
　ダンスエアロビクスよりもダンスに近い要素満載♪「ダンスに対して苦手意識を取り払ってもっとダンスを楽しんでもらいたい！」という思いから生まれたフリースタイルのクラスです。
　　予約：4月20日（火）15：00～（外部の方16：00～）　料金：1,650円(税込)（外部の方2,200円）

■ﾊﾟﾄﾞﾙで泳ごう！！～ｸﾛｰﾙ・平泳ぎ～（60分）有料　　定員：15名　　担当：松浦翼
　パドルを使って水をかく感覚をつかみ、テクニックの向上を行うクラスです。
　　予約：4月20日（火）13：00～（外部の方14：00～）　料金：1,650円(税込)（外部の方2,200円）

■ﾏﾙﾏﾖｶﾞ75（75分）　　担当：石川香
　「マルマ」とは人体における「急所」のことを言います。ヨガのポーズの時に特定のマルマあるいはナーディー(脈管)に意識を集中させることで、全身の「つまり」や「滞り」をとり、「ココ
　ロ」と「カラダ」の両方を浄化していきます。初心者の方でも無理なく始められる、シンプルですが奥深いヨガです。

■経絡体操（60分）　　担当：富燦霞
　鷺沼店で大人気の祝日限定イベントレッスンです。古くから受け継がれる中国医学の伝統思想に基づき、經絡を流れる「氣」の循環を効果的に行います。身体の不調を改善したい方、身体を温
　めほぐしたい方にオススメです。イスを使って様々な動きを行い、どなたでも安心してご参加いただけます。

5月5日（水）
■ﾃﾞﾄｯｸｽﾌﾛｰ75（75分）　　担当：二井家直子
　身体と心が軽やかで快適な毎日のためには、不要なものは手放していくことが大切です。ヨガのフローでデトックスをしていく75分間です。

■ﾕｰﾊﾞｳﾝﾄﾞ　　担当：角谷享宜
　ラディカルレッスンの中でも人気のユーバウンドがGW限定でアスリエにも登場！ミニトランポリンの上で跳ねる動きや走る動きを取り入れつつ心肺機能や体幹、下肢に筋力などを向上していき
　ます！パワフルな曲に合わせて、一緒に盛り上がりましょう！
　　予約：4月20日（火）17：00～（外部の方18：00～）　料金：550円(税込)（外部の方1,650円）

■X55 45（45分）　　担当：斉藤裕子
　下半身を中心に徹底的にトレーニングしながらシェイプアップ効果を発揮するラディカルの人気レッスン、X55。高い効果に加えて、抜群の達成感を味わえます！！
　
■ｽｰﾊﾟｰｳｫｰﾀｰ・ｲﾝ・ﾓｰｼｮﾝ～持久力と筋力欲張りｱｯﾌﾟ！～（45分）　　担当：山田未悠
　本日限り！ウォーター・イン・モーションのスペシャルバージョンレッスン♪持久力と筋力をどちらも欲張りにアップしていきます！ポップなナンバーに合わせて、一緒に楽しくアクアビクス
　をしましょう！！

19:00 19:00 19:00

17:00
ｵﾘｼﾞﾅﾙｼﾞｬｽﾞﾀﾞﾝｽ

宇野真奈
16：50～17：50

【GW特別ｲﾍﾞﾝﾄ】
ﾋﾟﾗﾃｨｽwithｲｸｲｯﾌﾟﾒﾝﾄ

真砂史郎
16：30～17：30

※有料につき要予約※


