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ONLINE Fitness レッスンスケジュール
オンデマンド配信　1/18(月)～１/24(日)

エナジーBEAT30分
担当：小出

コンバットBEAT30分
担当：福冨

楽しく筋トレ30分
担当：京極

リンパヨガ30分
担当：長南

1/18（月） 1/19（火） 1/20(水) 1/22(金) 1/23(土)

☞視聴はこちら ☞視聴はこちら ☞視聴はこちら ☞視聴はこちら

☞19:45～20:15体験レッスン

楽しく筋トレ
14：00～14：30

知念

☞ご予約はこちら
やさしいストレッチ
14：45～15：15

知念

☞ご予約はこちら
エアロウォーク初中級

【有料】¥1,100(税込)
15：00～15：45

上田　薫

骨盤エクササイズ
【有料】¥1,100(税込)

19：00～19：45
坂本　陽子★リフレッシュヨーガ

美宅　玲子

☞19:30～19:40レッスン紹介

リラックスヨガ
10：00～10：30

長南

楽しく筋トレ
10：00～10：30

京極

やさしいストレッチ
10：00～10：30

平石

リラックスヨガ
10：00～10：30

風間

☞10:15～10:45体験レッスン ☞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

小顔&肩こり解消ヨガ
【有料】¥1,100(税込)

11：00～11：45
渡辺 美保

フロースタイルヨガ
【有料】¥1,100(税込)

16：30～17：15
成松　阿瑠奈

☞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
Kugu

☞10:00～10:10レッスン紹介

☞ご予約はこちら

骨盤エクササイズ
【有料】¥1,100(税込)

13：30～14：15
坂本　陽子

☞ご予約はこちら

ZUMBA
19:00～19:40

 Hiroko

☞ご予約はこちら

エアロウォーク初級
20:00～20:40

上田　薫

☞ご予約はこちら

シェイプアップォーク
20:00～20:40

上田　薫

☞ご予約はこちら

https://teachme.jp/81221/manuals/10722194
https://teachme.jp/81221/manuals/10721468
https://teachme.jp/81221/manuals/10722896
https://teachme.jp/81221/manuals/10721233
https://coubic.com/esforta-online-service/916788
https://zoom.us/webinar/register/WN_Fhc5teNRTZOpqG8GJ6rGbA
https://zoom.us/webinar/register/WN_xs41cXPNSAO4inao26zyqg
https://zoom.us/webinar/register/WN_Rsa4zrA6Q0eHCmTdkG4KHA
https://coubic.com/esforta-online-service/888504
https://zoom.us/webinar/register/WN_KtBMHrN9T_-xefnCA7_zwA
https://zoom.us/webinar/register/WN_2L_BqFhHRiKOZVmbtNYkUQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_m4eGhhQiRe6LBt9YYsmLWw
https://zoom.us/webinar/register/WN_P4snYo_cRa6m6a2mxqRMPQ
https://coubic.com/esforta-online-service/764425
https://coubic.com/esforta-online-service/747625
https://coubic.com/esforta-online-service/773275
https://zoom.us/webinar/register/WN_yjWNFXmJQha853HmHztuXw
https://coubic.com/esforta-online-service/984059
https://coubic.com/esforta-online-service/828239
https://zoom.us/webinar/register/WN_Tw-T1CQ5TjCHt9diD2HPnQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_2a8zMEraRbqHB4f7g7mhPg
https://zoom.us/webinar/register/WN_SbXkU9-LSta58xKZL_S6eQ


1.9～1.16

						ONLINE Fitness レッスンスケジュール

						オンデマンド配信　1/11(月)～１/17(日) ハイシン ゲツ ニチ

						リラックスヨガ30分
担当：風間 フン タントウ カザマ				やさしいストレッチ30分
担当：京極 フン タントウ キョウゴク				エアロウォーク初級30分
担当：平石 ショキュウ フン タントウ ヒライシ				楽しく筋トレ30分
担当：長南 タノ キン フン タントウ チョウナン

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



						1/9（土） ド				1/12（火） カ				1/13(水) スイ				1/15(金) キン				1/16(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				リラックスヨガ
10：00～10：30
長南 チョウナン				楽しく筋トレ
10：00～10：30
京極 タノ キン キョウゴク				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				☞ご予約はこちら				☞ご予約はこちら								☞視聴はこちら



				11:00										★小顔&肩こり解消ヨガ
渡辺美保 ワタナベ ミホ

														☞11:00～11:10レッスン紹介

														☞11:15～11:45体験レッスン				★ボディケア
渋谷　輝幸 シブヤ

																		☞11:30～11:40レッスン紹介

				12:00														☞11:45～12:15体験レッスン







				13:00



																		骨盤エクササイズ
【有料】¥1,100(税込)
13：30～14：15
坂本　陽子 コツバン ユウリョウ ゼイ コ サカモト ヨウコ



				14:00						楽しく筋トレ
14：00～14：30
知念 タノ キン チネン

																		☞ご予約はこちら

										☞ご予約はこちら

										やさしいストレッチ
14：45～15：15
知念 チネン

				15:00										★エアロウォーク初中級
上田　薫 ショ チュウキュウ ウエダ カオル

										☞ご予約はこちら				☞15:00～15:10レッスン紹介

														☞15:15～15:45体験レッスン



				16:00



						フロースタイルヨガ
【有料】¥1,100(税込)
16：30～17：15
成松　阿瑠奈 ユウリョウ ゼイ コ ナリマツ ア ルナ																★フロースタイルヨガ
成松　阿瑠奈 ナリマツ ア ルナ

																						☞16:30～16:40レッスン紹介

				17:00																		☞16:45～17:15体験レッスン

						☞ご予約はこちら





				18:00										★ZUMBA
藤田　ひとみ フジタ				☝イベントレッスンの参加方法 サンカ ホウホウ

														☞18:00～18:10レッスン紹介				星印のついたレッスン対象★ ホシ ジルシ タイショウ

														☞18:15～18:45体験レッスン				有料レッスンが無料でご体験いただけます！ ユウリョウ ムリョウ タイケン

																		この機会にぜひご参加ください！！ キカイ サンカ

				19:00										★骨盤エクササイズ
坂本　陽子 コツバン サカモト ヨウコ				☞レッスン紹介の予約方法はこちら

														☞19:00～19:10レッスン紹介

														☞19:15～19:45体験レッスン				☞体験レッスンの予約方法はこちら



				20:00











				21:00																		21:00







				22:00



https://zoom.us/webinar/register/WN_AdQiLvrIQ9WGN1ZICCBurghttps://coubic.com/esforta-online-service/759059https://zoom.us/webinar/register/WN_KypyvUHyTk6oDW4ZrFVAnwhttps://coubic.com/esforta-online-service/495376https://zoom.us/webinar/register/WN_3Ol783C9QCyupzTBZ1-9NQhttps://coubic.com/esforta-online-service/972888https://zoom.us/webinar/register/WN_G01LDwuYSOyAU29DRZzFCghttps://zoom.us/webinar/register/WN_19B9MytaQfy_G2AtvimIBAhttps://coubic.com/esforta-online-service/862337https://coubic.com/esforta-online-service/939897https://zoom.us/webinar/register/WN_q-BVJf-XR_SpEU2BJ-J3FQhttps://coubic.com/esforta-online-service/881193https://zoom.us/webinar/register/WN_JCHH8_wmRoKxRRvCsMTo2whttps://coubic.com/esforta-online-service/898225https://teachme.jp/81221/manuals/10578423https://teachme.jp/81221/manuals/10684326https://teachme.jp/81221/manuals/10684752https://teachme.jp/81221/manuals/10721468https://teachme.jp/81221/manuals/10684565https://teachme.jp/81221/manuals/10691223https://zoom.us/webinar/register/WN_9D8q6T0lRKenRBNtdPcWVAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_l5luVp9JSmClMIza4y6hXQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_4CJaEhy2QnqykFoVhyp30Qhttps://zoom.us/webinar/register/WN_lr5ZXW5jRiWxqJmgJvQk_whttps://zoom.us/webinar/register/WN_AT0d9TGAQOK7BFZn1gxqHAhttps://coubic.com/esforta-online-service/918062https://zoom.us/webinar/register/WN_WJDYPdDaSfOPsspyHl5-yA

1.18～1.23

						ONLINE Fitness レッスンスケジュール

						オンデマンド配信　1/18(月)～１/24(日) ハイシン ゲツ ニチ

						エナジーBEAT30分
担当：小出 フン タントウ コイデ				コンバットBEAT30分
担当：福冨 フン タントウ フクトミ				楽しく筋トレ30分
担当：京極 タノ キン フン タントウ キョウゴク				リンパヨガ30分
担当：長南 フン タントウ チョウナン

						☞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



						1/18（月） ゲツ				1/19（火） カ				1/20(水) スイ				1/22(金) キン				1/23(土) ド



				7:00







				8:00







				9:00







				10:00		★ピラティス
Kugu				リラックスヨガ
10：00～10：30
長南 チョウナン				楽しく筋トレ
10：00～10：30
京極 タノ キン キョウゴク				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

						☞10:00～10:10レッスン紹介																								☞ご予約はこちら

						☞10:15～10:45体験レッスン				☞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								☞視聴はこちら

																														☞10:15～10:45体験レッスン

				11:00										小顔&肩こり解消ヨガ
【有料】¥1,100(税込)
11：00～11：45
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

				12:00







				13:00



																		骨盤エクササイズ
【有料】¥1,100(税込)
13：30～14：15
坂本　陽子 コツバン ユウリョウ ゼイ コ サカモト ヨウコ



				14:00						楽しく筋トレ
14：00～14：30
知念 タノ キン チネン

																		☞ご予約はこちら

										☞ご予約はこちら

										やさしいストレッチ
14：45～15：15
知念 チネン

				15:00										エアロウォーク初中級
【有料】¥1,100(税込)
15：00～15：45
上田　薫 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



																						フロースタイルヨガ
【有料】¥1,100(税込)
16：30～17：15
成松　阿瑠奈 ユウリョウ ゼイ コ ナリマツ ア ルナ



				17:00

																						☞ご予約はこちら





				18:00







				19:00										骨盤エクササイズ
【有料】¥1,100(税込)
19：00～19：45
坂本　陽子 ユウリョウ ゼイ コ サカモト ヨウコ								ZUMBA
19:00～19:40
 Hiroko



						★リフレッシュヨーガ
美宅　玲子 ミタク レイコ

						☞19:30～19:40レッスン紹介 ショウカイ								☞ご予約はこちら								☞ご予約はこちら

				20:00		☞19:45～20:15体験レッスン タイケン								エアロウォーク初級
20:00～20:40
上田　薫 ショキュウ ウエダ カオル				シェイプアップォーク
20:00～20:40
上田　薫 ウエダ カオル





														☞ご予約はこちら				☞ご予約はこちら









				21:00																		21:00







				22:00

																https://zoom.us/webinar/register/WN_Tw-T1CQ5TjCHt9diD2HPnQ



https://zoom.us/webinar/register/WN_yjWNFXmJQha853HmHztuXwhttps://coubic.com/esforta-online-service/747625https://coubic.com/esforta-online-service/773275https://zoom.us/webinar/register/WN_m4eGhhQiRe6LBt9YYsmLWwhttps://coubic.com/esforta-online-service/828239https://zoom.us/webinar/register/WN_P4snYo_cRa6m6a2mxqRMPQhttps://coubic.com/esforta-online-service/984059https://zoom.us/webinar/register/WN_Fhc5teNRTZOpqG8GJ6rGbAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_xs41cXPNSAO4inao26zyqghttps://teachme.jp/81221/manuals/10721233https://teachme.jp/81221/manuals/10721468https://coubic.com/esforta-online-service/918062https://teachme.jp/81221/manuals/10722194https://teachme.jp/81221/manuals/10722896https://zoom.us/webinar/register/WN_2a8zMEraRbqHB4f7g7mhPghttps://zoom.us/webinar/register/WN_SbXkU9-LSta58xKZL_S6eQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Tw-T1CQ5TjCHt9diD2HPnQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Tw-T1CQ5TjCHt9diD2HPnQhttps://coubic.com/esforta-online-service/888504https://zoom.us/webinar/register/WN_Rsa4zrA6Q0eHCmTdkG4KHAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Rsa4zrA6Q0eHCmTdkG4KHAhttps://coubic.com/esforta-online-service/916788https://zoom.us/webinar/register/WN_KtBMHrN9T_-xefnCA7_zwAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_2L_BqFhHRiKOZVmbtNYkUQhttps://coubic.com/esforta-online-service/764425

1.25～1.30

						ONLINE Fitness レッスンスケジュール

						オンデマンド配信　1/25(月)～１/31(日) ハイシン ゲツ ニチ



						👉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



						1/25（月） ゲツ				1/26（火） カ				1/27(水) スイ				1/29(金) キン				1/30(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
柊野　智美 ユウリョウ ゼイ コ ヒイラギ ノ トモミ				リラックスヨガ
10：00～10：30
長南 チョウナン				楽しく筋トレ
10：00～10：30
京極 タノ キン キョウゴク				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				☞ご予約はこちら								☞視聴はこちら

						☞ご予約はこちら																								☞10:15～10:45体験レッスン

				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



																		骨盤エクササイズ
【有料】¥1,100(税込)
13：30～14：15
坂本　陽子 コツバン ユウリョウ ゼイ コ サカモト ヨウコ



				14:00						楽しく筋トレ
14：00～14：30
知念 タノ キン チネン

																		☞ご予約はこちら

										☞ご予約はこちら

										やさしいストレッチ
14：45～15：15
知念 チネン

				15:00		ZUMBA
【有料】¥1,100(税込)
15：00～15：45
藤田　ひとみ 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 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								☞ご予約はこちら

				16:00



																		★エアロウォーク初中級
小川　佐幸 ショ チュウキュウ オガワ サユキ				フロースタイルヨガ
【有料】¥1,100(税込)
16：30～17：15
成松　阿瑠奈 ユウリョウ ゼイ コ ナリマツ ア ルナ

																		👉16:30～16:40レッスン紹介 ショウカイ

				17:00														👉16:45～17:15体験レッスン タイケン

																						☞ご予約はこちら





				18:00



																		☝イベントレッスンの参加方法 サンカ ホウホウ

																		星印のついたレッスン対象★ ホシ ジルシ タイショウ

				19:00										骨盤エクササイズ
【有料】¥1,100(税込)
19：00～19：45
坂本　陽子 ユウリョウ ゼイ コ サカモト ヨウコ				有料レッスンが無料でご体験いただけます！ ユウリョウ ムリョウ タイケン

																		この機会にぜひご参加ください！！ キカイ サンカ

																		☞レッスン紹介の予約方法はこちら

														☞ご予約はこちら

				20:00														☞体験レッスンの予約方法はこちら











				21:00																		21:00







				22:00



https://teachme.jp/81221/manuals/10578423https://zoom.us/webinar/register/WN_vlzVBugTT4SqIFQi2tXUYAhttps://coubic.com/esforta-online-service/418672https://zoom.us/webinar/register/WN_IyP48qT8RGynOmZQJZFweghttps://zoom.us/webinar/register/WN_DQs9R9QyQIenA4KOU29viAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_4xFWmsSqRbqMj8poSVIiCAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_LLrj88sFR6WiNhAQJsN-bQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_xj796KzkQ7elTgJaIh58SQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_d_30KAwHRBiEEWAIOgAMkwhttps://coubic.com/esforta-online-service/705329https://teachme.jp/81221/manuals/10691223https://coubic.com/esforta-online-service/918062https://coubic.com/esforta-online-service/875824https://coubic.com/esforta-online-service/719929https://coubic.com/esforta-online-service/420910https://coubic.com/esforta-online-service/595408https://coubic.com/esforta-online-service/944786https://coubic.com/esforta-online-service/464899
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