
10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

☞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

☞視聴はこちら ☞視聴はこちら

コンバットBEAT30分
担当：橋本

☞視聴はこちら

ONLINE Fitness レッスンスケジュール
オンデマンド配信

エアロウォーク初中級40分
担当：長南

エナジーBEAT30分
担当：森田

es'健康体操30分
担当：京極

☞ご予約はこちら

リンパヨガ
17：00～17：30

長南

☞視聴はこちら

ZUMBA
【有料】¥1,100(税込)

15：00～15：45
藤田　ひとみ

エアロウォーク初中級
【有料】¥1,100(税込)

15：00～15：45
上田　薫

楽しく筋トレ
16：00～16：30

長南

11/9（月） 11/10（火） 11/11（水） 11/13（金） 11/14（土）
ボディケア

【有料】¥1,100(税込)
10：00～10：45

森田　泰章

免疫力アップ腸活ヨガ
【有料】¥1,100(税込)

10：00～10：45
渡辺　美保

やさしいストレッチ
10：00～10：30

平石

https://zoom.us/webinar/register/WN_hyNMMnC2QB6kAoDCjcxFZA
https://coubic.com/esforta-online-service/627401
https://coubic.com/esforta-online-service/651580
https://coubic.com/esforta-online-service/931893
https://coubic.com/esforta-online-service/932648
https://zoom.us/webinar/register/WN_3_CXI2KeR9aDmtCujZ-xog
https://teachme.jp/81221/manuals/10190632
https://teachme.jp/81221/manuals/10191118
https://teachme.jp/81221/manuals/10190504
https://zoom.us/webinar/register/WN_4lFLygiFTuebc8UF-kY0GA
https://teachme.jp/81221/manuals/10190745


11.3～11.7

						ONLINE Fitness レッスンスケジュール

						オンデマンド配信 ハイシン



						エアロウォーク初級30分
担当：平石				エナジーBEAT30分
担当：小出								ピラティス30分
担当：井上				やさしいストレッチ30分
担当：井上

						☞視聴はこちら				☞視聴はこちら								☞視聴はこちら				☞視聴はこちら



						11/3（火） カ				11/4（水） スイ				11/5（火） カ				11/6（金） キン				11/7（土） ド



				7:00







				8:00







				9:00







				10:00		やさしいストレッチ
10：00～10：30
京極				楽しく筋トレ
10：00～10：30
京極 タノ キン												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



				11:00



																		ボディケア
【有料】¥1,100(税込)
11：30～12：15
渋谷　輝幸 ユウリョウ ゼイ コ



				12:00

																		☞ご予約はこちら





				13:00







				14:00		楽しく筋トレ
14：00～14：30
平石 タノ キン ヒライシ



						☞ご予約はこちら



				15:00







				16:00																		楽しく筋トレ
16：00～16：30
長南 タノ キン チョウナン



																						☞ご予約はこちら



				17:00																		リンパヨガ
17：00～17：30
長南 チョウナン



																						☞ご予約はこちら



				18:00







				19:00







				20:00











				21:00																		21:00







				22:00



https://teachme.jp/81221/manuals/10132798https://zoom.us/webinar/register/WN_hdzL1taUTHa2eQ8RvZNeUQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_uP8FjXPcQIehmBqxF7m22Qhttps://teachme.jp/81221/manuals/10132808https://teachme.jp/81221/manuals/10132777https://teachme.jp/81221/manuals/10132791https://zoom.us/webinar/register/WN_0Vh0fSyOSVmwXH3E0oGGnghttps://zoom.us/webinar/register/WN_Uvk06QDcSnWUPK6sWiewaQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_20Q-UqRtQna_1YfSQnhY_ghttps://coubic.com/esforta-online-service/609947https://zoom.us/webinar/register/WN_KIim78ATQx23Ips0rQKkbA

11.9～11.14

						ONLINE Fitness レッスンスケジュール

						オンデマンド配信 ハイシン

						エアロウォーク初中級40分
担当：長南 ショ チュウキュウ フン タントウ チョウナン				エナジーBEAT30分
担当：森田				コンバットBEAT30分
担当：橋本				es'健康体操30分
担当：京極																☞視聴はこちら

						☞視聴はこちら				☞視聴はこちら				☞視聴はこちら				☞視聴はこちら																☞ご予約はこちら



						11/9（月） ゲツ				11/10（火） カ				11/11（水） スイ				11/13（金） キン				11/14（土） ド



				7:00







				8:00







				9:00







				10:00						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				免疫力アップ腸活ヨガ　
【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				やさしいストレッチ
10：00～10：30
平石 ヒライシ



																		☞ご予約はこちら

										☞ご予約はこちら				☞ご予約はこちら

				11:00







				12:00







				13:00







				14:00







				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								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





						☞ご予約はこちら								☞ご予約はこちら

				16:00																		楽しく筋トレ
16：00～16：30
長南 タノ キン チョウナン



																						☞ご予約はこちら



				17:00																		リンパヨガ
17：00～17：30
長南 チョウナン



																						☞ご予約はこちら



				18:00







				19:00







				20:00











				21:00																		21:00







				22:00



https://teachme.jp/81221/manuals/10190504https://zoom.us/webinar/register/WN_hyNMMnC2QB6kAoDCjcxFZAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_4lFLygiFTuebc8UF-kY0GAhttps://teachme.jp/81221/manuals/10190632https://teachme.jp/81221/manuals/10190745https://teachme.jp/81221/manuals/10191118https://coubic.com/esforta-online-service/627401https://coubic.com/esforta-online-service/651580https://coubic.com/esforta-online-service/931893https://coubic.com/esforta-online-service/932648https://zoom.us/webinar/register/WN_3_CXI2KeR9aDmtCujZ-xog

11.16～11.21

						ONLINE Fitness レッスンスケジュール

						オンデマンド配信 ハイシン



						☞視聴はこちら				☞視聴はこちら				☞視聴はこちら				☞視聴はこちら



						11/16（月） ゲツ				11/17（火） カ				11/18（水） スイ				11/20（金） キン				11/21（土） ド



				7:00







				8:00







				9:00







				10:00						リラックスヨガ
10：00～10：30
長南 チョウナン				免疫力アップ腸活ヨガ　
【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				やさしいストレッチ
10：00～10：30
平石 ヒライシ				リラックスヨガ
10：00～10：30
風間 カザマ







				11:00



																		ボディケア
【有料】¥1,100(税込)
11：30～12：15
渋谷　輝幸 ユウリョウ ゼイ コ



				12:00







				13:00







				14:00







				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								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







				16:00		アライメントヨガ
【有料】¥1,100(税込)
16：00～16：45
NOB ユウリョウ ゼイ コ								ピラティス
【有料】¥1,100(税込)
16：00～16：45
chelcy ユウリョウ ゼイ コ								楽しく筋トレ
16：00～16：30
長南 タノ キン チョウナン







				17:00																		リンパヨガ
17：00～17：30
長南 チョウナン







				18:00										ZUMBA
【有料】¥1,100(税込)
18：00～15：45
藤田　ひとみ ユウリョウ ゼイ コ







				19:00







				20:00











				21:00																		21:00







				22:00





image1.png



