
10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

楽しく筋トレ
19：00～19：30

京極

☞ご予約はこちら

☞ご予約はこちら

☞ご予約はこちら

☞ご予約はこちら ☞ご予約はこちら

☞ご予約はこちら

☞ご予約はこちら

☞ご予約はこちら

☞ご予約はこちら

☞ご予約はこちら

☞ご予約はこちら

☞ご予約はこちら

☞ご予約はこちら

☞ご予約はこちら

エアロウォーク初級
17：00～17：30

長南

エアロウォーク初中級
【有料】¥1,100(税込)

18：00～18：45
上田 薫

ZUMBA
【有料】¥1,100(税込)

18：00～18：45
藤田 ひとみ

☞ご予約はこちら

エナジーBEAT
14：00～14：30

森田

エナジーBEAT
15：00～15：30

小出

エアロウォーク初中級
【有料】¥1,100(税込)

15：00～15：45
上田 薫

やさしいストレッチ
15：00～15：30

京極

リラックスヨガ
16：00～16：30

長南

エアロウォーク初中級
【有料】¥1,100(税込)

16：00～1６：45
小川　佐幸

リラックスヨガ
16：00～16：30

長南

☞ご予約はこちら

☞ご予約はこちら

エアロウォーク初級
10：00～10：30

平石

リラックスヨガ
10：00～10：30

風間

ボディケア
【有料】¥1,100(税込)

11：15～12：00
渋谷　輝幸

es'健康体操
10：00～10：30

京極

☞ご予約はこちら☞ご予約はこちら☞ご予約はこちら

アライメントヨガ
【有料】¥1,100(税込)

10：00～10：45
NOB

ボディケア
【有料】¥1,100(税込)

10：00～10：45
森田　泰章

リラックスヨガ
17：00～17：30

打田

エアロウォーク初級
17：00～17：30

平石

ボディケア
【有料】¥1,100(税込)

19：30～20：15
森田　泰章

ONLINE Fitness レッスンスケジュール
9/7（月） 9/8（火） 9/9（水） 9/11（金） 9/12（土）

https://coubic.com/esforta-online-service/544639
https://zoom.us/webinar/register/WN_KEB77PiCSIW7b_NKG8Rm7g
https://coubic.com/esforta-online-service/402375
https://coubic.com/esforta-online-service/920799
https://coubic.com/esforta-online-service/623896
https://zoom.us/webinar/register/WN_D0bGhrfSSdKZ7HsFNO-a8g
https://zoom.us/webinar/register/WN_JmxnNWE6RD6a2e8a4VmHJA
https://coubic.com/esforta-online-service/647464
https://zoom.us/webinar/register/WN_3VjgCbt5Rgqfe59GGHtOCQ
https://coubic.com/esforta-online-service/955371
https://zoom.us/webinar/register/WN_FRcRWbFER0mdzEPkE7gHNQ
https://coubic.com/esforta-online-service/521194
https://zoom.us/webinar/register/WN_5D_fJisPTn6E_9iN6BdKRw
https://coubic.com/esforta-online-service/647568
https://zoom.us/webinar/register/WN_X5EknO6uSkaO3n06yzqetA
https://zoom.us/webinar/register/WN_-Y1Cusg5Raa-BWk0TaI24Q
https://zoom.us/webinar/register/WN_vdgi9WksTfabSbDbqj8v2w
https://zoom.us/webinar/register/WN_CmnGnTeiRm6oKXe4GZugQQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_x7qinadURfGUgmc1_36RpA
https://zoom.us/webinar/register/WN_sBvh_P7kSzmMwmG61viL2w


9.1～9.5 

						ONLINE Fitness レッスンスケジュール

						8/1（土） ド				8/2（日） ニチ				8/3（月） ゲツ				9/1（火） カ				9/2（水） スイ				8/6（木） モク				9/4（金） キン				9/5（土） ド



				7:00







				8:00







				9:00







				10:00		リラックスヨガ
10：00～10：30
風間 カザマ				オンデマンド配信 ハイシン				オンデマンド配信 ハイシン				チェアヨガ
【有料】¥1,100(税込)
10：00～10：45
渡辺 美保 ユウリョウ ゼイ コ ワタナベ ミホ				es'健康体操
10：00～10：30
京極 ケンコウ タイソウ キョウゴク				オンデマンド配信 ハイシン				エアロウォーク初級
10：00～10：30
平石 ショキュウ ヒライシ				リラックスヨガ
10：00～10：30
風間 カザマ



																						☞ご予約はこちら								☞ご予約はこちら				☞ご予約はこちら

																		☞ご予約はこちら

				11:00

																														ボディケア
【有料】¥1,100(税込)
11：15～12：00
渋谷 輝幸 ユウリョウ ゼイ コ シブヤ テルユキ





				12:00																										☞ご予約はこちら







				13:00







				14:00		やさしいストレッチ
14：00～14：30
森田 モリタ																												エナジーBEAT
14：00～14：30
森田 モリタ



																																		☞ご予約はこちら



				15:00														エナジーBEAT
15：00～15：30
小出 コイデ				エアロウォーク初中級
【有料】¥1,100(税込)
15：00～15：45
上田 薫 ショ チュウキュウ ユウリョウ ゼイ コ ウエダ カオル								コンバットBEAT
15：00～15：30
佐々木 ササキ



																		☞ご予約はこちら												☞ご予約はこちら

																						☞ご予約はこちら

				16:00																		リラックスヨガ
16：00～16：30
長南 チョウナン								エアロウォーク初中級
【有料】¥1,100(税込)
16：00～1６：45
上田 薫 ショ チュウキュウ ユウリョウ ゼイ コ ウエダ カオル				リラックスヨガ
16：00～16：30
長南 チョウナン



																						☞ご予約はこちら												☞ご予約はこちら

																														☞ご予約はこちら

				17:00		エナジーBEAT
17：00～17：30
小出 コイデ												エアロウォーク初級
17：00～17：30
平石 ショキュウ ヒライシ																エアロウォーク初級
17：00～17：30
長南 ショキュウ チョウナン



																		☞ご予約はこちら																☞ご予約はこちら



				18:00																		ZUMBA
【有料】¥1,100(税込)
18：00～18：45
藤田 ひとみ ユウリョウ ゼイ コ フジタ





																						☞ご予約はこちら

				19:00																										楽しく筋トレ
19：00～19：30
京極 タノ キン キョウゴク



																														☞ご予約はこちら



				20:00











				21:00																														21:00







				22:00





9.7～9.12

						ONLINE Fitness レッスンスケジュール

						8/1（土） ド				8/2（日） ニチ				8/3（月） ゲツ				9/7（月） ゲツ				9/8（火） カ				9/9（水） スイ				9/11（金） キン				9/12（土） ド



				7:00







				8:00







				9:00







				10:00		リラックスヨガ
10：00～10：30
風間 カザマ				オンデマンド配信 ハイシン				オンデマンド配信 ハイシン				アライメントヨガ
【有料】¥1,100(税込)
10：00～10：45
NOB ユウリョウ ゼイ コ				ボディケア
【有料】¥1,100(税込)
10：00～10：45
森田　泰章 ユウリョウ ゼイ コ モリタ ヤスアキ				es'健康体操
10：00～10：30
京極 ケンコウ タイソウ キョウゴク				エアロウォーク初級
10：00～10：30
平石 ショキュウ ヒライシ				リラックスヨガ
10：00～10：30
風間 カザマ



																										☞ご予約はこちら				☞ご予約はこちら				☞ご予約はこちら

																		☞ご予約はこちら				☞ご予約はこちら

				11:00

																														ボディケア
【有料】¥1,100(税込)
11：15～12：00
渋谷　輝幸 ユウリョウ ゼイ コ シブヤ テルユキ





				12:00																										☞ご予約はこちら







				13:00







				14:00		やさしいストレッチ
14：00～14：30
森田 モリタ																												エナジーBEAT
14：00～14：30
森田 モリタ



																																		☞ご予約はこちら



				15:00																		エナジーBEAT
15：00～15：30
小出 コイデ				エアロウォーク初中級
【有料】¥1,100(税込)
15：00～15：45
上田 薫 ショ チュウキュウ ユウリョウ ゼイ コ ウエダ カオル				やさしいストレッチ
15：00～15：30
京極 キョウゴク



																						☞ご予約はこちら								☞ご予約はこちら

																										☞ご予約はこちら

				16:00																						リラックスヨガ
16：00～16：30
長南 チョウナン				エアロウォーク初中級
【有料】¥1,100(税込)
16：00～1６：45
小川　佐幸 ショ チュウキュウ ユウリョウ ゼイ コ オガワ サ サチ				リラックスヨガ
16：00～16：30
長南 チョウナン



																										☞ご予約はこちら								☞ご予約はこちら

																														☞ご予約はこちら

				17:00		エナジーBEAT
17：00～17：30
小出 コイデ												リラックスヨガ
17：00～17：30
打田 ウチダ				エアロウォーク初級
17：00～17：30
平石 ショキュウ ヒライシ												エアロウォーク初級
17：00～17：30
長南 ショキュウ チョウナン



																		☞ご予約はこちら				☞ご予約はこちら												☞ご予約はこちら



				18:00																		エアロウォーク初中級
【有料】¥1,100(税込)
18：00～18：45
上田 薫 ショ チュウキュウ ユウリョウ ゼイ コ				ZUMBA
【有料】¥1,100(税込)
18：00～18：45
藤田 ひとみ ユウリョウ ゼイ コ フジタ





																						☞ご予約はこちら				☞ご予約はこちら

				19:00																										楽しく筋トレ
19：00～19：30
京極 タノ キン キョウゴク



																		ボディケア
【有料】¥1,100(税込)
19：30～20：15
森田　泰章 ユウリョウ ゼイ コ モリタ ヤスアキ												☞ご予約はこちら



				20:00

																		☞ご予約はこちら









				21:00																														21:00







				22:00



https://coubic.com/esforta-online-service/544639https://zoom.us/webinar/register/WN_JmxnNWE6RD6a2e8a4VmHJAhttps://coubic.com/esforta-online-service/623896https://zoom.us/webinar/register/WN_x7qinadURfGUgmc1_36RpAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_3VjgCbt5Rgqfe59GGHtOCQhttps://coubic.com/esforta-online-service/647464https://zoom.us/webinar/register/WN_5D_fJisPTn6E_9iN6BdKRwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_CmnGnTeiRm6oKXe4GZugQQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_vdgi9WksTfabSbDbqj8v2whttps://zoom.us/webinar/register/WN_-Y1Cusg5Raa-BWk0TaI24Qhttps://zoom.us/webinar/register/WN_X5EknO6uSkaO3n06yzqetAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_KEB77PiCSIW7b_NKG8Rm7ghttps://coubic.com/esforta-online-service/647568https://coubic.com/esforta-online-service/402375https://coubic.com/esforta-online-service/521194https://zoom.us/webinar/register/WN_FRcRWbFER0mdzEPkE7gHNQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_D0bGhrfSSdKZ7HsFNO-a8ghttps://coubic.com/esforta-online-service/920799https://zoom.us/webinar/register/WN_sBvh_P7kSzmMwmG61viL2whttps://coubic.com/esforta-online-service/955371

