
10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

☞ご予約はこちら ☞ご予約はこちら

ピラティス
19：00～19：40

寺田　麻里

骨盤エクササイズ
19：00～19：40

坂本　陽子

☞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

エアロビクス＆筋トレ
19：30～20：10

上田　薫

ZUMBA
【有料】¥1,100(税込)

15：00～15：45
藤田　ひとみ

☞ご予約はこちら

ピラティス
【有料】¥1,100(税込)

16：30～17：15
小川　佐幸

☞ご予約はこちら

ZUMBA
20：00～20：40

 齋藤　翠

エアロウォーク初級
20：00～20：40

上田　薫
☞ご予約はこちら

☞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

☞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

ONLINE Fitness レッスンスケジュール
オンデマンド配信　2/22（月）～2/28（日）

ローラーリラックス20分
担当：関川

エアロウォーク初級30分
担当：平石

リンパストレッチ30分
担当：長南

エナジーBEAT30分
担当：森田

ピラティス
【有料】¥1,100(税込)

10：00～10：45
Kugu

☞視聴はこちら ☞視聴はこちら☞視聴はこちら ☞視聴はこちら

2/22（月） 2/24（水） 2/26（金） 2/27（土）
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

リラックスヨガ
10：00～10：30

風間

https://zoom.us/webinar/register/WN_n-jJQmGRSZWwC8jz7ub3NA
https://zoom.us/webinar/register/WN_KKP-YAEiQJi3cEGhvAx2fg
https://zoom.us/webinar/register/WN_kJ8_5rJJSDuEb4TafjurFw
https://zoom.us/webinar/register/WN_5-ieghjKSbuGpTTd3mGEtg
https://coubic.com/esforta-online-service/531244
https://coubic.com/esforta-online-service/628416
https://zoom.us/webinar/register/WN_hE6OKLRCRW6eXwwV2u6Yjw
https://coubic.com/esforta-online-service/687356
https://coubic.com/esforta-online-service/840721
https://zoom.us/webinar/register/WN_0GCuXlQRQ8uCL4n_ESOiRQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_6CndgYe7RHiyVRggRXz8HQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_IEW9QuSIQ6CndZMln8pNQw
https://coubic.com/esforta-online-service/549108
https://teachme.jp/81221/manuals/11034304
https://teachme.jp/81221/manuals/11034512
https://teachme.jp/81221/manuals/11034332
https://teachme.jp/81221/manuals/11034474


2.1～2.7

				ONLINE Fitness レッスンスケジュール

						オンデマンド配信　2/1(月)～2/7(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				リンパストレッチ30分
担当：長南 フン タントウ チョウナン				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				es'健康体操30分
担当：京極 ケンコウ タイソウ フン タントウ キョウゴク

						☞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



						2/1（月） ゲツ				2/2（火） カ				2/3(水) スイ				2/5(金) キン



				7:00







				8:00







				9:00







				10:00		ピラティス
【有料】¥1,100(税込)
10：00～10：45
Kugu ユウリョウ ゼイ コ				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				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

						☞ご予約はこちら

				11:00







				12:00







				13:00







				14:00







				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

				16:00







				17:00







				18:00										★節分ZUMBA★
【有料】¥550(税込)
18：00～18：45
藤田　ひとみ セツブン ユウリョウ ゼイ コ フジタ





														☞ご予約はこちら

				19:00						ピラティス
19：00～19：40
寺田　麻里 テラダ マリ				骨盤エクササイズ
19：00～19：40
坂本　陽子 サカモト ヨウコ				リフレッシュヨーガ
19：00～19：40
Mayumi

						リフレッシュヨーガ
19：15～19：55
美宅　玲子 ミタク レイコ



										☞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

				20:00		ZUMBA
20：10～20:50
 齋藤　翠								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





						☞ご予約はこちら								☞ご予約はこちら ヨヤク









				21:00







				22:00



https://coubic.com/esforta-online-service/976306https://teachme.jp/81221/manuals/10819672https://teachme.jp/81221/manuals/10819551https://coubic.com/esforta-online-service/668259https://zoom.us/webinar/register/WN_SnPw9tgvQvCpkyI4UkAtbwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_86Ojsmp3TTeMgebbD9wNzAhttps://coubic.com/esforta-online-service/671616https://zoom.us/webinar/register/WN_xAZlMXhiRMyDFuEWzG_swQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_pNOllpNOSJiRphXDDIyEhQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_oBEA4lLLT2iNVt1A2h4rGwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_975-LC3nRS6B9IzG29txOwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_rzO9FI2NQYSCc6xDY9eFXQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_KE4Z57G7R1qwsI9UCEQ9pghttps://zoom.us/webinar/register/WN_ihiLtdg-QqKVPLR3ZGrIsghttps://teachme.jp/81221/manuals/10819787https://teachme.jp/81221/manuals/10819742

2.８～2.14

						ONLINE Fitness レッスンスケジュール

						オンデマンド配信　2/8(月)～2/14(日) ハイシン ゲツ ニチ

						やさしいストレッチ30分
担当：平石 フン タントウ ヒライシ				パワーヨガ30分
担当：長南 フン タントウ チョウナン				コンバットBEAT30分
担当：橋本 フン タントウ ハシモト				エナジーBEAT30分
担当：小出 フン タントウ コイデ

						☞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



						2/8（月） ゲツ				2/9（火） カ				2/10(水) スイ				2/12(金) キン				2/13(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
Kugu ユウリョウ ゼイ コ				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				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







				14:00







				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

				16:00







				17:00







				18:00







				19:00		リフレッシュヨーガ
19：00～19：40
NORIKO				セルフケアヨガ
19：00～19：40
真季 マキ				骨盤エクササイズ
19：00～19：40
坂本　陽子 サカモト ヨウコ				リフレッシュヨーガ
19：00～19：40
Shuly





						☞ご予約はこちら ヨヤク				☞ご予約はこちら ヨヤク				☞ご予約はこちら ヨヤク				☞ご予約はこちら ヨヤク

				20:00		ZUMBA
20：00～20：40
 齋藤　翠								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





						☞ご予約はこちら								☞ご予約はこちら









				21:00																		21:00







				22:00



https://teachme.jp/81221/manuals/10875714https://zoom.us/webinar/register/WN_2X5h_abjTVGJj5HEO-kLdQhttps://coubic.com/esforta-online-service/747468https://zoom.us/webinar/register/WN_UBVfVk1yRt2ENJd_xN49Cwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_CHrg_6ueRXGqBVyzMtV6iQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_eR3PdfuYTX2czEaWw6aIWwhttps://coubic.com/esforta-online-service/731669https://zoom.us/webinar/register/WN_iQJIo_9HSdqN_0MSbizZHQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_TnxfVaGRQ4KmK6M5o7ZIEwhttps://teachme.jp/81221/manuals/10875637https://teachme.jp/81221/manuals/10875343https://teachme.jp/81221/manuals/10875021https://coubic.com/esforta-online-service/980669https://zoom.us/webinar/register/WN_zJM6ojDVQ5-WvpEP-8AcPQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_IFo1uo6nQI-iImwtoBsHxwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_nNLGFjy4Q0-CKFkTDIt9zAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_1YzOe3r-QrS31NUe9Qk6xQ

2.15～2.21

						ONLINE Fitness レッスンスケジュール

						オンデマンド配信　2/15(月)～2/21(日) ハイシン ゲツ ニチ

						やさしいストレッチ30分
担当：平石 フン タントウ ヒライシ				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				コンバットBEAT30分
担当：関川 フン タントウ セキカワ				エアロウォーク初級30分
担当：長南 ショキュウ 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



						2/15（月） ゲツ				2/16（火） カ				2/17(水) スイ				2/19(金) キン				2/20(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
Kugu ユウリョウ ゼイ コ				エアロウォーク初級
10：00～10：30
長南 ショキュウ チョウナン				やさしいストレッチ
10：00～10：30
京極 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







				12:00







				13:00







				14:00







				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

				16:00







				17:00







				18:00







				19:00						ピラティス
19：00～19：40
寺田　麻里 テラダ マリ				骨盤エクササイズ
19：00～19：40
坂本　陽子 サカモト ヨウコ				リフレッシュヨーガ
19：00～19：40
Mayumi

						リフレッシュヨーガ
19：15～19：55
美宅　玲子 ミタク レイコ



										☞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

				20:00		ZUMBA
20：10～20:50
 齋藤　翠								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





						☞ご予約はこちら								☞ご予約はこちら ヨヤク









				21:00																		21:00







				22:00



https://teachme.jp/81221/manuals/10980852https://coubic.com/esforta-online-service/844413https://zoom.us/webinar/register/WN_8Sb_ecPLTBiKtpfYQVDfSwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_7nxnMaULQjS1qC9-exhSrwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_AIab9IstQF-mTWobH02aNwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_HpXWDaRTQU-Pi-VkTpMSighttps://zoom.us/webinar/register/WN_fMZIIwNkTESkaDVZ2tU0eghttps://coubic.com/esforta-online-service/793521https://teachme.jp/81221/manuals/10980980https://teachme.jp/81221/manuals/10981307https://teachme.jp/81221/manuals/10981444https://zoom.us/webinar/register/WN_ohMqyaBHTqyDTszIVaUvYwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_b-KKxKZ8QYO4vTxtWriECghttps://zoom.us/webinar/register/WN_hTUTebZ8Ru6c3xq3LDZ7vwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_aydvm0R3ShiM_RvIPWqsjwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_nlNEnpWoQRyHDfL_i4j1OQ

2.22～2.28

						ONLINE Fitness レッスンスケジュール

						オンデマンド配信　2/22（月）～2/28（日） ハイシン ゲツ ニチ

						ローラーリラックス20分
担当：関川 フン タントウ セキカワ				リンパストレッチ30分
担当：長南 フン タントウ チョウナン				エナジーBEAT30分
担当：森田 フン タントウ モリタ				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

						☞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



						2/22（月） ゲツ				2/24（水） スイ				2/26（金） キン				2/27（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
Kugu ユウリョウ ゼイ コ				es'健康体操
10：00～10：30
京極 ケンコウ タイソウ 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

				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







				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 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



														ピラティス
【有料】¥1,100(税込)
16：30～17：15
小川　佐幸 ユウリョウ ゼイ コ オガワ サユキ



				17:00

														☞ご予約はこちら





				18:00







				19:00		ピラティス
19：00～19：40
寺田　麻里 テラダ マリ				骨盤エクササイズ
19：00～19：40
坂本　陽子 サカモト ヨウコ



														エアロビクス＆筋トレ
19：30～20：10
上田　薫 キン ウエダ カオル

						☞ご予約はこちら ヨヤク				☞ご予約はこちら ヨヤク

				20:00		ZUMBA
20：00～20：40
 齋藤　翠				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

														☞ご予約はこちら



						☞ご予約はこちら				☞ご予約はこちら









				21:00														21:00







				22:00



https://teachme.jp/81221/manuals/11034474https://zoom.us/webinar/register/WN_5-ieghjKSbuGpTTd3mGEtghttps://zoom.us/webinar/register/WN_KKP-YAEiQJi3cEGhvAx2fghttps://zoom.us/webinar/register/WN_6CndgYe7RHiyVRggRXz8HQhttps://coubic.com/esforta-online-service/687356https://coubic.com/esforta-online-service/628416https://zoom.us/webinar/register/WN_hE6OKLRCRW6eXwwV2u6Yjwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_IEW9QuSIQ6CndZMln8pNQwhttps://teachme.jp/81221/manuals/11034304https://teachme.jp/81221/manuals/11034332https://teachme.jp/81221/manuals/11034512https://coubic.com/esforta-online-service/549108https://coubic.com/esforta-online-service/531244https://zoom.us/webinar/register/WN_kJ8_5rJJSDuEb4TafjurFwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_n-jJQmGRSZWwC8jz7ub3NAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_0GCuXlQRQ8uCL4n_ESOiRQhttps://coubic.com/esforta-online-service/840721

image1.png



