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ONLINE Fitness レッスンスケジュール
9/14（月） 9/15（火） 9/16（水） 9/18（金） 9/19（土）

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

☞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

ピラティス
【有料】¥1,100(税込)

10：00～10：45
小川　佐幸

チェアヨガ
【有料】¥1,100(税込)

10：00～10：45
渡辺　美保

es'健康体操
10：00～10：30

平石

☞ご予約はこちら

ボディケア
【有料】¥1,100(税込)

11：15～12：00
渋谷　輝幸

☞ご予約はこちら

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
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

エアロウォーク初級
17：00～17：30

長南

☞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

ZUMBA
【有料】¥1,100(税込)

15：00～15：45
藤田 ひとみ

エアロウォーク初級
18：00～18：30

平石

ボディケア
【有料】¥1,100(税込)

19：30～20：15
森田　泰章

エアロウォーク初中級
【有料】¥1,100(税込)

16：00～1６：45
上田 薫

エナジーBEAT
15：00～15：30

鈴木

エアロウォーク初中級
【有料】¥1,100(税込)

15：00～15：45
上田 薫

コンバットビート
15：00～15：30

関川

☞ご予約はこちら ☞ご予約はこちら

☞ご予約はこちら

リラックスヨガ
17：00～17：30

長南

☞ご予約はこちら

https://zoom.us/webinar/register/WN_QQ8O9939ROuF9WlX5eBz9A
https://zoom.us/webinar/register/WN_eV9n3VSKTLi8yLDNZIF6YQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_URVJx4jDQg-JP4vtlZ1akw
https://coubic.com/esforta-online-service/877184
https://coubic.com/esforta-online-service/750097
https://coubic.com/esforta-online-service/961148
https://coubic.com/esforta-online-service/489028
https://zoom.us/webinar/register/WN_fpRGLLMOSHqTponbMHjK4Q
https://coubic.com/esforta-online-service/956991
https://coubic.com/esforta-online-service/454789
https://zoom.us/webinar/register/WN_ekVS8xr8TgCzrPxxIhl6OA
https://zoom.us/webinar/register/WN_iPU_gFZ7TLuSic37TaIEFQ
https://zoom.us/webinar/register/WN__xWntjHiSyy35uBFpZ_KhA
https://zoom.us/webinar/register/WN_E2hxubWHQfGIoRXUGz7Yhw
https://zoom.us/webinar/register/WN_o8pmma2jSOaym3OS2CbHdg
https://zoom.us/webinar/register/WN_jRNjZQefRzCevM5AyZmfvQ
https://coubic.com/esforta-online-service/742281
https://zoom.us/webinar/register/WN_ORtRsTDxRbyJblVuwZYmzA


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





9.14～9.19

						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				9/14（月） ゲツ				9/15（火） カ				9/16（水） スイ				9/18（金） キン				9/19（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				ピラティス
【有料】¥1,100(税込)
10：00～10：45
小川　佐幸 ユウリョウ ゼイ コ オガワ サユキ				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
平石 ケンコウ タイソウ ヒライシ				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







				15:00														ZUMBA
【有料】¥1,100(税込)
15：00～15：45
藤田 ひとみ ユウリョウ ゼイ コ フジタ				エナジーBEAT
15：00～15：30
鈴木 スズキ				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				コンバットビート
15：00～15：30
関川 セキカワ



																						☞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

				16:00																										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				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

				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				リラックスヨガ
17：00～17：30
長南 チョウナン								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								☞ご予約はこちら



				18:00																						エアロウォーク初級
18：00～18：30
平石 ショキュウ ヒライシ



																										☞ご予約はこちら



				19:00



																		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



				20:00

																		☞ご予約はこちら









				21:00																														21:00







				22:00



https://coubic.com/esforta-online-service/877184https://zoom.us/webinar/register/WN_ORtRsTDxRbyJblVuwZYmzAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_E2hxubWHQfGIoRXUGz7Yhwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_eV9n3VSKTLi8yLDNZIF6YQhttps://coubic.com/esforta-online-service/489028https://zoom.us/webinar/register/WN_jRNjZQefRzCevM5AyZmfvQhttps://coubic.com/esforta-online-service/956991https://zoom.us/webinar/register/WN_URVJx4jDQg-JP4vtlZ1akwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_fpRGLLMOSHqTponbMHjK4Qhttps://zoom.us/webinar/register/WN_iPU_gFZ7TLuSic37TaIEFQhttps://coubic.com/esforta-online-service/742281https://zoom.us/webinar/register/WN__xWntjHiSyy35uBFpZ_KhAhttps://coubic.com/esforta-online-service/454789https://coubic.com/esforta-online-service/750097https://zoom.us/webinar/register/WN_o8pmma2jSOaym3OS2CbHdghttps://zoom.us/webinar/register/WN_ekVS8xr8TgCzrPxxIhl6OAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_QQ8O9939ROuF9WlX5eBz9Ahttps://coubic.com/esforta-online-service/961148

