
10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

es'健康体操30分
担当：京極

☞視聴はこちら

3/30（火）
リラックスヨガ
10：00～10：30

長南

☞ご予約はこちら

ピラティス
19：00～19：40

寺田　麻里

☞ご予約はこちら

ヴィンヤサ・ヨーガ
【有料】¥1,100(税込)

12：30～13：15
Tetsuya

☞ご予約はこちら

エアロウォーク初級
19：30～20：10

 多田　啓子

☞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

骨盤エクササイズ
19：00～19：40

坂本　陽子

☞ご予約はこちら

ZUMBA
20：00～20：40

 齋藤　翠

ピラティス
【有料】¥1,100(税込)

16：00～16：45
小川　佐幸

☞ご予約はこちら

ZUMBA
20：00～20：40

 齋藤　翠

☞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 ☞視聴はこちら

3/29（月） 3/31（水） 4/2（金） 4/3（土）
ピラティス

【有料】¥1,100(税込)
10：00～10：45

Kugu

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

ONLINE Fitness レッスンスケジュール
オンデマンド配信　3/29（月）～4/4（日）

楽しく筋トレ30分
担当：平石

やさしいストレッチ30分
担当：平石

パワーヨガ30分
担当：長南

https://teachme.jp/81221/manuals/11390289
https://zoom.us/webinar/register/WN_mcYe0oKhREq7NbI0p9kpoQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_ybw8MbNUTmiIcZfsJ1Z4HQ
https://coubic.com/esforta-online-service/713636
https://coubic.com/esforta-online-service/561891
https://zoom.us/webinar/register/WN_jbC07uBZRR2JXVh44Mujtg
https://coubic.com/esforta-online-service/978630
https://zoom.us/webinar/register/WN_Q75AFd3XTym2zD5Zikr6Sg
https://coubic.com/esforta-online-service/439177
https://zoom.us/webinar/register/WN_RihqLdtfT_mcxGhBC1MRew
https://zoom.us/webinar/register/WN_iM03SkDSSVi4JhAs4-IXQA
https://zoom.us/webinar/register/WN_BvCh0BVXTNeYlzHQYWH5Xg
https://zoom.us/webinar/register/WN_GlZ_71VMSoawTdF3bTeW-Q
https://zoom.us/webinar/register/WN_pV2Ad5dYR9qWQQZ-RiWQLQ
https://teachme.jp/81221/manuals/11390239
https://teachme.jp/81221/manuals/11390316
https://teachme.jp/81221/manuals/11390334


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　3/8(月)～3/14(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：渋谷店 小出 フン タントウ シブヤテン 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



						3/8（月） ゲツ				３/9（火） カ				３/10(水) スイ				３/12(金) キン				３/13(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				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



				12:00

																		☞ご予約はこちら

										ヴィンヤサ・ヨーガ
【有料】¥1,100(税込)
12：30～13：15
Tetsuya ユウリョウ ゼイ コ



				13:00

										☞ご予約はこちら





				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										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						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				ピラティス
19：00～19：30
工藤　兼一 クドウ ケンイチ



																		☞ご予約はこちら

										☞ご予約はこちら				☞ご予約はこちら				エアロウォーク初級
19：45～20：25
 工藤　兼一 ショキュウ クドウ ケン イチ

				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/11166906https://zoom.us/webinar/register/WN_mujLMll1QG2yRdCaXm7jJQhttps://coubic.com/esforta-online-service/408657https://zoom.us/webinar/register/WN_eQjJHb2cSe66S7CkeZGfcAhttps://coubic.com/esforta-online-service/637425https://zoom.us/webinar/register/WN_tHDiFiegQGGWLeX8DqoJ5Ahttps://coubic.com/esforta-online-service/902928https://teachme.jp/81221/manuals/11166902https://teachme.jp/81221/manuals/11166899https://teachme.jp/81221/manuals/11166893https://coubic.com/esforta-online-service/961401https://zoom.us/webinar/register/WN_ertO8WcpRK--004c4Kik9Ahttps://zoom.us/webinar/register/WN_SrESLAp0QMiRPo-JjJCD0Ahttps://zoom.us/webinar/register/WN_6wVpMUYOR46jZGRzI5se9Qhttps://coubic.com/esforta-online-service/475900

3.15～3.21

						ONLINE Fitness レッスンスケジュール

						オンデマンド配信　3/15(月)～3/21(日) ハイシン ゲツ ニチ

						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				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				コンバットBEAT30分
担当：渋谷店 橋本 フン タントウ シブヤテン ハシモト				楽しく筋トレ30分
担当：平石 タノ キン 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



						3/15（月） ゲツ				3/16（火） カ				3/17(水) スイ				3/19(金) キン				3/20(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				es'健康体操
10：00～10：30
京極 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







				12:00



										ヴィンヤサ・ヨーガ
【有料】¥1,100(税込)
12：30～13：15
Tetsuya ユウリョウ ゼイ コ



				13:00

										☞ご予約はこちら





				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				ピラティス
19：00～19：30
工藤　兼一 クドウ ケンイチ



																		☞ご予約はこちら

										☞ご予約はこちら				☞ご予約はこちら				エアロウォーク初級
19：45～20：25
 工藤　兼一 ショキュウ クドウ ケン イチ

				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 ヨヤク









				21:00																		21:00







				22:00



https://teachme.jp/81221/manuals/11201418https://zoom.us/webinar/register/WN_KlNGpLXeRSGP-RUE-tuf7ghttps://zoom.us/webinar/register/WN_nFqN41-OReyblcd2RLdPLghttps://coubic.com/esforta-online-service/746151https://coubic.com/esforta-online-service/488323https://coubic.com/esforta-online-service/743153https://coubic.com/esforta-online-service/955206https://zoom.us/webinar/register/WN_9S15CMeTThyGjVEuJcY_zwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_udR-WQIUScq6dbLJjLi81Ahttps://zoom.us/webinar/register/WN_rdpiF2s_Tw6EVRZkR-W_iwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_-FrmZcOVRfCZkG2By1EpAQhttps://teachme.jp/81221/manuals/11201410https://teachme.jp/81221/manuals/11201372https://teachme.jp/81221/manuals/11201388https://zoom.us/webinar/register/WN_VbjKVCkJSB-n79id1jYS1whttps://zoom.us/webinar/register/WN_cdl7vnlsREy4BTGcXiHmlghttps://zoom.us/webinar/register/WN_K2U3Vmk5QayLbF20p27jjQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_DmEotlEGS1Sxthn74vOUUwhttps://coubic.com/esforta-online-service/501830

3.22～3.28

						ONLINE Fitness レッスンスケジュール

						オンデマンド配信　3/22(月)～3/28(日) ハイシン ゲツ ニチ

						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				ピラティス30分
担当：井上 フン タントウ イノウエ				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				エナジーBEAT30分
担当：市ヶ谷店 森田 フン タントウ イチガヤ テン モリタ

						☞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



						3/22（月） ゲツ				3/23（火） カ				3/24(水) スイ				3/26(金) キン				3/27(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				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				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



				12:00

																		☞ご予約はこちら

										ヴィンヤサ・ヨーガ
【有料】¥1,100(税込)
12：30～13：15
Tetsuya ユウリョウ ゼイ コ



				13:00

										☞ご予約はこちら





				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				ピラティス
19：00～19：30
工藤　兼一 クドウ ケンイチ



																		☞ご予約はこちら

										☞ご予約はこちら				☞ご予約はこちら				エアロウォーク初級
19：45～20：25
 工藤　兼一 ショキュウ クドウ ケン イチ

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



																		☞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/11201424https://coubic.com/esforta-online-service/416291https://coubic.com/esforta-online-service/492238https://zoom.us/webinar/register/WN_l1EjC3BzSU-LZxNxtMic4ghttps://zoom.us/webinar/register/WN_LojqY9-4TkC2NFJQ-deAVwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_BJEAIBp0SZWZ_x2Ywt7-PQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_xSBOOCiyRQm8vzNPy_0n9whttps://zoom.us/webinar/register/WN_S0RHdQMgS7qZ4Z9uWbPXighttps://zoom.us/webinar/register/WN_7OOH9G8ISUefR_SJlzdzLAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_GupOA0c2RCWoWo7zdA2SMwhttps://teachme.jp/81221/manuals/11201479https://zoom.us/webinar/register/WN_IMw-aCD_TYSlgjXrtYmfcAhttps://coubic.com/esforta-online-service/988315https://teachme.jp/81221/manuals/11201472https://teachme.jp/81221/manuals/11201440https://zoom.us/webinar/register/WN_COESt0j4RlOEDqEnD3QbTwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_wu-R_xauRYi3urPnwcNg1Ahttps://coubic.com/esforta-online-service/689070

3.29～4.4

						ONLINE Fitness レッスンスケジュール

						オンデマンド配信　3/29（月）～4/4（日） ハイシン ゲツ ニチ

						楽しく筋トレ30分
担当：平石 タノ キン フン タントウ ヒライシ				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				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

						☞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



						3/29（月） ゲツ				3/30（火） カ				3/31（水） スイ				4/2（金） キン				4/3（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







				12:00



										ヴィンヤサ・ヨーガ
【有料】¥1,100(税込)
12：30～13：15
Tetsuya ユウリョウ ゼイ コ



				13:00

										☞ご予約はこちら





				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														ピラティス
【有料】¥1,100(税込)
16：00～16：45
小川　佐幸 ユウリョウ ゼイ コ オガワ サユキ





																		☞ご予約はこちら

				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



																		エアロウォーク初級
19：30～20：10
 多田　啓子 ショキュウ タダ ケイコ

										☞ご予約はこちら				☞ご予約はこちら

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

																		☞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/11390239https://coubic.com/esforta-online-service/439177https://zoom.us/webinar/register/WN_RihqLdtfT_mcxGhBC1MRewhttps://zoom.us/webinar/register/WN_iM03SkDSSVi4JhAs4-IXQAhttps://coubic.com/esforta-online-service/978630https://zoom.us/webinar/register/WN_mcYe0oKhREq7NbI0p9kpoQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_BvCh0BVXTNeYlzHQYWH5Xghttps://zoom.us/webinar/register/WN_GlZ_71VMSoawTdF3bTeW-Qhttps://zoom.us/webinar/register/WN_pV2Ad5dYR9qWQQZ-RiWQLQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_jbC07uBZRR2JXVh44Mujtghttps://coubic.com/esforta-online-service/561891https://teachme.jp/81221/manuals/11390289https://zoom.us/webinar/register/WN_ybw8MbNUTmiIcZfsJ1Z4HQhttps://teachme.jp/81221/manuals/11390316https://teachme.jp/81221/manuals/11390334https://coubic.com/esforta-online-service/713636https://zoom.us/webinar/register/WN_Q75AFd3XTym2zD5Zikr6Sg
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