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ONLINE Fitness レッスンスケジュール

ZUMBA
20：00～20：40

 齋藤　翠

☞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

楽しく筋トレ30分
担当：京極

コンバットBEAT30分
担当：六本木店 佐々木

ストレッチポール～ほぐし30分
担当：渋谷店 小出

食事の効果を高めるコツ！
担当：市ヶ谷店 風間

オンデマンド配信　3/1（月）～3/7（日）

☞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

骨盤エクササイズ
19：00～19：40
坂本　陽子

★ひな祭りZUMBA★
【有料】\550(税込)
18：00～18：45

斎藤　翠

☞ご予約はこちら

☞視聴はこちら ☞視聴はこちら ☞視聴はこちら ☞視聴はこちら

3/1（月） 3/2（火） 3/3（水） 3/6（土）
ピラティス

【有料】\1,100(税込)
10：00～10：45

Kugu

エアロウォーク初級
10：00～10：30

長南

楽しく筋トレ
10：00～10：30

京極

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

リラックスヨガ30分
担当：市ヶ谷店 風間

☞視聴はこちら

3/5（金）
エアロウォーク初級
10：00～10：30

平石

☞ご予約はこちら

エアロビクス＆筋トレ
19：30～20：10

上田　薫

☞ご予約はこちら

☞ご予約はこちら

エナジーBEAT
19：00～19：30

小出

☞ご予約はこちら

コンバットBEAT
19：00～19：30

関川

☞ご予約はこちら

ピラティス
19：45～20：25
寺田　麻里

https://zoom.us/webinar/register/WN_9kM3r0NyS9GJwIj-FDPmJA
https://zoom.us/webinar/register/WN_8AnzWQGjQIGiCoyO2XcpQg
https://coubic.com/esforta-online-service/416648
https://zoom.us/webinar/register/WN_f0O1u06GR2SaGZ6zBdlKwA
https://coubic.com/esforta-online-service/916237
https://teachme.jp/81221/manuals/11139309
https://teachme.jp/81221/manuals/11139347
https://teachme.jp/81221/manuals/11139198
https://teachme.jp/81221/manuals/11143400/
https://zoom.us/webinar/register/WN_gbQSQDScQKS-5dfuT5HCBQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_0BVzgN7HTOuBHdWWILpNuw
https://zoom.us/webinar/register/WN_aBr_0a-ERZ6fSJcjilK3Xg
https://coubic.com/esforta-online-service/420863
https://teachme.jp/81221/manuals/11139151
https://zoom.us/webinar/register/WN_O81l1MkdSj-elpAF0bI83A
https://zoom.us/webinar/register/WN_uoFERudwTtm7drx_bEY67A
https://zoom.us/webinar/register/WN_7F6zcxfDQL2PZYDg0hEiBw
https://zoom.us/webinar/register/WN_fwXgllSpSXOoFcX9_F-FtA
https://zoom.us/webinar/register/WN_Ay6PgM1-T16qIAJIH5gDbw


3.1～3.7

				ONLINE Fitness レッスンスケジュール

						オンデマンド配信　3/1(月)～3/7(日) ハイシン ゲツ ニチ

						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：六本木店 佐々木 フン タントウ ロッポンギ テン ササキ				ストレッチポール～ほぐし30分
担当：渋谷店 小出 フン タントウ シブヤテン コイデ				リラックスヨガ30分
担当：市ヶ谷店 風間 フン タントウ イチガヤ テン カザマ				食事の効果を高めるコツ！
担当：市ヶ谷店 風間 ショクジ コウカ タカ タントウ イチガヤ テン カザマ

						☞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				☞視聴はこちら シチョウ



						3/1（月） ゲツ				3/2（火） カ				3/3（水） スイ				3/5（金） キン				3/6（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				楽しく筋トレ
10：00～10：30
京極 タノ キン キョウゴク				エアロウォーク初級
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







				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										★ひな祭りZUMBA★
【有料】¥550(税込)
18：00～18：45
斎藤　翠 マツ ユウリョウ ゼイ コ サイトウ ミドリ





														☞ご予約はこちら

				19:00		エナジーBEAT
19：00～19：30
小出 コイデ				コンバットBEAT
19：00～19：30
関川 セキカワ				骨盤エクササイズ
19：00～19：40
坂本　陽子 サカモト ヨウコ



						☞ご予約はこちら				☞ご予約はこちら								エアロビクス＆筋トレ
19：30～20：10
上田　薫 キン ウエダ カオル

										ピラティス
19：45～20：25
寺田　麻里 テラダ マリ				☞ご予約はこちら

				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								☞ご予約はこちら ヨヤク









				21:00







				22:00



https://teachme.jp/81221/manuals/11139198https://zoom.us/webinar/register/WN_9kM3r0NyS9GJwIj-FDPmJAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_8AnzWQGjQIGiCoyO2XcpQghttps://coubic.com/esforta-online-service/416648https://coubic.com/esforta-online-service/916237https://zoom.us/webinar/register/WN_O81l1MkdSj-elpAF0bI83Ahttps://zoom.us/webinar/register/WN_fwXgllSpSXOoFcX9_F-FtAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Ay6PgM1-T16qIAJIH5gDbwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_7F6zcxfDQL2PZYDg0hEiBwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_uoFERudwTtm7drx_bEY67Ahttps://zoom.us/webinar/register/WN_aBr_0a-ERZ6fSJcjilK3Xghttps://teachme.jp/81221/manuals/11139347https://teachme.jp/81221/manuals/11139309https://teachme.jp/81221/manuals/11139151https://teachme.jp/81221/manuals/11143400/https://coubic.com/esforta-online-service/420863https://zoom.us/webinar/register/WN_f0O1u06GR2SaGZ6zBdlKwAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_gbQSQDScQKS-5dfuT5HCBQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_0BVzgN7HTOuBHdWWILpNuw

3.８～3.14

						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				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				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				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/11166906https://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/11166902https://teachme.jp/81221/manuals/11166899https://teachme.jp/81221/manuals/11166893https://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

3.15～3.21

						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://teachme.jp/81221/manuals/10980980https://teachme.jp/81221/manuals/10981307https://teachme.jp/81221/manuals/10981444https://zoom.us/webinar/register/WN_pNOllpNOSJiRphXDDIyEhQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_b-KKxKZ8QYO4vTxtWriECghttps://zoom.us/webinar/register/WN_ihiLtdg-QqKVPLR3ZGrIsghttps://zoom.us/webinar/register/WN_aydvm0R3ShiM_RvIPWqsjwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_xAZlMXhiRMyDFuEWzG_swQ

3.22～3.28

						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



						☞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						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
髙橋　則子？ タカハシ ノリコ				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
本田　和恵 ホンダ カズエ





						☞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://teachme.jp/81221/manuals/10875637https://teachme.jp/81221/manuals/10875343https://teachme.jp/81221/manuals/10875021

3.29～4.4

						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



						☞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						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
髙橋　則子？ タカハシ ノリコ				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
本田　和恵 ホンダ カズエ





						☞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://teachme.jp/81221/manuals/10875637https://teachme.jp/81221/manuals/10875343https://teachme.jp/81221/manuals/10875021
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