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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45分
担当：長南

コンバットBEAT45分
担当：京極

リラックスヨガ30分
担当：風間

ピラティス30分
担当：井上

10/31（土）
ピラティス

【有料】¥1,100(税込)
10：00～10：45

小川　佐幸

ボディケア
【有料】¥1,100(税込)

10：00～10：45
森田　泰章

es'健康体操
10：00～10：30

京極

やさしいストレッチ
10：00～10：30

平石

10/26（月） 10/27（火） 10/28（水）

☞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
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

ボディケア
【有料】¥1,100(税込)

11：30～12：15
渋谷　輝幸

楽しく筋トレ
16：00～16：30

長南

☞ご予約はこちら

リラックスヨガ
17：00～17：30

打田

エアロウォーク初中級
【有料】¥1,100(税込)

17：00～17：45
小川　佐幸

リンパストレッチ
17：00～17：30

長南

☞ご予約はこちら

ZUMBA
【有料】¥1,100(税込)

18：00～18：45
藤田 ひとみ

☞ご予約はこちら

ボディケア
【有料】¥1,100(税込)

19：30～20：15
森田　泰章

☞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

楽しく筋トレ
16：00～16：30

平石

アライメントヨガ
【有料】¥1,100(税込)

13：30～14：15
NOB やさしいストレッチ

14：00～14：30
京極

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

☞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

楽しく筋トレ
15：00～15：30

京極

10/30（金）

☞ご予約はこちら

https://zoom.us/webinar/register/WN_t5Yp6IO5SQODIgi7FtFEDA
https://coubic.com/esforta-online-service/410623
https://coubic.com/esforta-online-service/453752
https://zoom.us/webinar/register/WN_yhjWX3m0TvuYc07AxhK3LA
https://zoom.us/webinar/register/WN_31fleokzTIubdCUEGVEQdA
https://zoom.us/webinar/register/WN_FVsdoLRESUq6oVNBWn0cAw
https://zoom.us/webinar/register/WN_-KpH_2cQRP2rEWWyYP5l0w
https://zoom.us/webinar/register/WN_omwEmR6wSkyLTf5J9gMtmQ
https://coubic.com/esforta-online-service/654609
https://coubic.com/esforta-online-service/998650
https://teachme.jp/81221/manuals/10065234
https://teachme.jp/81221/manuals/10064867
https://teachme.jp/81221/manuals/10065352
https://coubic.com/esforta-online-service/749641
https://coubic.com/esforta-online-service/921534
https://teachme.jp/81221/manuals/10064780
https://coubic.com/esforta-online-service/450446
https://zoom.us/webinar/register/WN_V4-9NdGeSZi5foqMluNsnA
https://zoom.us/webinar/register/WN_zTWRzmfTTLOit67uVZ6c_Q
https://zoom.us/webinar/register/WN_jxQkRLNKScivSE-0jzz3Og
https://coubic.com/esforta-online-service/965090
https://coubic.com/esforta-online-service/918765


10.6～10.10

						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				10/6（火） カ				10/7（水） スイ				8/6（木） モク				10/9（金） キン				10/10（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				リラックスヨガ
10：00～10：30
長南 チョウナン				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				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



																		☞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







				12:00







				13:00







				14:00		やさしいストレッチ
14：00～14：30
森田 モリタ												コンバットBEAT
14：00～14：30
関川 セキガワ				エナジーBEAT
14：00～14：30
小出 コイデ



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



				15:00







				16:00														エアロウォーク初級
16：00～16：30
平石 ショキュウ ヒライシ												栄養×運動 SPECIAL LIVE
16：00～16：30
平石・今城 エイヨウ ウンドウ ヒライシ イマジョウ				パワーヨガ
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
長南 ショキュウ 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://zoom.us/webinar/register/WN_5dM1YKfoTx-HmGaAivrKfghttps://zoom.us/webinar/register/WN_rY8SxMySR865LeYqeJNBughttps://zoom.us/webinar/register/WN_DfGFZCycRJScyEoMAG6WTQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_AbM3nk3OQKaGcDczUUqreAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_FHmhI438QmGkKyFrgy9WGwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_GqiCvsIqQ1ib1Xq2cfWBXwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_ccioeyYMQQa7BcqL59JLUAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_X_pNRuBLSBWOG_HP1VDfDAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_UbfIP1dgSWyD7RWGDU6GHAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_AKbj4pfhQgmBqszJ9wAVew

10.12～10.17

						ONLINE Fitness レッスンスケジュール

						10/12（月） ゲツ				8/2（日） ニチ				8/3（月） ゲツ				10/13（火） カ				10/14（水） スイ				8/6（木） モク				10/16（金） キン				10/17（土） ド



				7:00







				8:00







				9:00







				10:00		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				オンデマンド配信 ハイシン				オンデマンド配信 ハイシン				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				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												☞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 シブヤ テルユキ



				12:00

																														☞ご予約はこちら





				13:00







				14:00														コンバットBEAT
14：00～14：30
福富 フクトミ				エナジーBEAT
14：00～14：30
小出 コイデ



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



				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														エアロウォーク初級
16：00～16：30
平石 ショキュウ ヒライシ																栄養×運動 SPECIAL LIVE
16：00～16：30
今城・長南 エイヨウ ウンドウ イマジョウ チョウナン



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



				17:00		リラックスヨーガ
17：00～17：30
打田 ウチダ																								エアロウォーク初中級
【有料】¥1,100(税込)
17：00～17：30
小川　佐幸 ユウリョウ ゼイ コ オガワ サ サチ				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																		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



						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/507576https://coubic.com/esforta-online-service/440918https://coubic.com/esforta-online-service/938683https://zoom.us/webinar/register/WN_PUHcg3Y6Sw6r_9KtXqMUFQhttps://coubic.com/esforta-online-service/470276https://zoom.us/webinar/register/WN_S2KoEfUVQYO7rYADDXrmoghttps://zoom.us/webinar/register/WN_Vy071Po_SKiSWFni_Ye3iQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Q8e-XX4MTmSi1NVjjKGHNwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_0WvxFOKKTb2NqOjehhE_nQhttps://coubic.com/esforta-online-service/845464https://coubic.com/esforta-online-service/586594https://zoom.us/webinar/register/WN_v3drKH5kTDec_JqQv3FkMwhttps://coubic.com/esforta-online-service/715281https://coubic.com/esforta-online-service/994753https://zoom.us/webinar/register/WN_5mHoV5GWRWuRRQpcf7z7Fwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_AFjx1mfWTxy-pBLufDi3gAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_N4A20UTKTCaj5lGlBeVhRghttps://zoom.us/webinar/register/WN_LQokaKrPSDav-9EfHTmDuQ

10.19～10.24

						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												コンバットBEAT30分
担当：橋本				リラックスヨガ30分
担当：長南								ピラティス30分
担当：井上

						☞視聴はこちら シチョウ												☞視聴はこちら シチョウ				☞視聴はこちら シチョウ								☞視聴はこちら シチョウ



						10/19（月） ゲツ				8/2（日） ニチ				8/3（月） ゲツ				10/20（火） カ				10/21（水） スイ				8/6（木） モク				10/23（金） キン				10/24（土） ド



				7:00







				8:00







				9:00







				10:00						オンデマンド配信 ハイシン				オンデマンド配信 ハイシン								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				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



																		チェアヨガ
【有料】¥1,100(税込)
10：30～11：15
渡辺　美保 ユウリョウ ゼイ コ ワタナベ ミホ				☞ご予約はこちら								☞ご予約はこちら				☞ご予約はこちら



				11:00

																		☞ご予約はこちら





				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 フジタ																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																														栄養×運動 SPECIAL LIVE
16：00～16：30
今城・長南 エイヨウ ウンドウ イマジョウ チョウナン



																																		☞ご予約はこちら



				17:00																										エアロウォーク初中級
【有料】¥1,100(税込)
17：00～17：45
上田 薫 ユウリョウ ゼイ コ ウエダ カオル				パワーヨガ
17：00～17：30
長南 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



						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/994753https://coubic.com/esforta-online-service/910444https://zoom.us/webinar/register/WN_fO7xgtH2RT-S86XSbhvFVwhttps://coubic.com/esforta-online-service/495856https://coubic.com/esforta-online-service/751821https://zoom.us/webinar/register/WN_Z6Y26b9jR6e56wFBsuviwQhttps://coubic.com/esforta-online-service/980724https://zoom.us/webinar/register/WN_2i7aXlevSdSb7_T0vFdqUghttps://zoom.us/webinar/register/WN_wOwXtLfWR9iptoiAQ1_JFAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_ieeNE6ViQ-iYKx14VRZdtAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_5mHoV5GWRWuRRQpcf7z7Fwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_AFjx1mfWTxy-pBLufDi3gAhttps://teachme.jp/81221/manuals/9946895/https://teachme.jp/81221/manuals/9948475/https://teachme.jp/81221/manuals/9320941/https://teachme.jp/81221/manuals/9948458/https://coubic.com/esforta-online-service/809756https://coubic.com/esforta-online-service/849852

10.26～10.31

						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45分
担当：長南 チュウ チョウナン												コンバットBEAT45分
担当：京極 キョウゴク				リラックスヨガ30分
担当：風間 カザマ								ピラティス30分
担当：井上 イノウエ

						☞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



						10/26（月） ゲツ				8/2（日） ニチ				8/3（月） ゲツ				10/27（火） カ				10/28（水） スイ				8/6（木） モク				10/30（金） キン				10/31（土） ド







				10:00		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				オンデマンド配信 ハイシン				オンデマンド配信 ハイシン				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				オンデマンド配信 ハイシン				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



																						☞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)
11：30～12：15
渋谷　輝幸 ユウリョウ ゼイ コ



				12:00

																														☞ご予約はこちら





				13:00



						アライメントヨガ
【有料】¥1,100(税込)
13：30～14：15
NOB ユウリョウ ゼイ コ



				14:00														やさしいストレッチ
14：00～14：30
京極 キョウゴク

						☞ご予約はこちら

																		☞ご予約はこちら



				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								楽しく筋トレ
15：00～15：30
京極 タノ キン



																														☞ご予約はこちら

						☞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
平石 タノ キン ヒライシ																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																☞ご予約はこちら



				17:00		リラックスヨガ
17：00～17：30
打田 ウチダ																								エアロウォーク初中級
【有料】¥1,100(税込)
17：00～17：45
小川　佐幸 ユウリョウ ゼイ コ オガワ サ サチ				リンパストレッチ
17：00～17：30
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

				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



						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
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