
2021年4月27日（ 火） ～5月11日（ 火） の期間中、 30分無料でお試しいただけます。 　

10:00

　2021年4月27日（火）～5月2日（日）　　オンライン栄養カウンセリングスケジュール

26日(月 ) 27日(火) 28日（水） 29日（木） 30日（金） 1日（土） ２日（日）

11:00

10:15～10:45
大園

11:15～11:45

12:00

大園

栄養カウンセリング

13:00

12:15～12:45

14:00

14:15～14:45 14:15～14:45 14:15～14:45
栄養カウンセリング 栄養カウンセリング 栄養カウンセリング

15:00

藤原 大園 大園

栄養カウンセリング 栄養カウンセリング

16:00

大園 大園
15:15～15:45 15:15～15:45

栄養カウンセリング 栄養カウンセリング 栄養カウンセリング

藤原 大園 大園
16:15～16:45 16:15～16:45 16:15～16:45

17:00

栄養カウンセリング 栄養カウンセリング

18:00

大園 大園
17:15～17:45 17:15～17:45

栄養カウンセリング 栄養カウンセリング 栄養カウンセリング

19:00

藤原 大園 大園
18:15～18:45 18:15～18:45 18:15～18:45

20:00

栄養カウンセリング

栄養カウンセリング

大園



2021年4月27日（ 火） ～5月11日（ 火） の期間中、 30分無料でお試しいただけます。 　

10:00

　2021年５月3日（月）～5月9日（日）　　オンライン栄養カウンセリングスケジュール

3日(月 祝) 4日(火 祝) 5日(水 祝) 6日(木) 7日(金) ８日(土) ９日(日)

栄養カウンセリング
10:15～10:45 10:15～10:45

11:00

藤原 大園

栄養カウンセリング
11:15～11:45 11:15～11:45

12:00

藤原 大園

栄養カウンセリング 栄養カウンセリング

大園

13:00

12:15～12:45 12:15～12:45

14:00

栄養カウンセリング 栄養カウンセリング 栄養カウンセリング

15:00

藤原 藤原 大園
14:15～14:45 14:15～14:45 14:15～14:45

栄養カウンセリング 栄養カウンセリング 栄養カウンセリング

16:00

藤原 藤原 大園
15:15～15:45 15:15～15:45 15:15～15:45

栄養カウンセリング 栄養カウンセリング 栄養カウンセリング

17:00

藤原 藤原 大園
16:15～16:45 16:15～16:45 16:15～16:45

栄養カウンセリング 栄養カウンセリング 栄養カウンセリング

18:00

藤原 藤原 大園
17:15～17:45 17:15～17:45 17:15～17:45

栄養カウンセリング 栄養カウンセリング 栄養カウンセリング

19:00

藤原 藤原 大園
18:15～18:45 18:15～18:45 18:15～18:45

20:00

栄養カウンセリング

栄養カウンセリング

藤原



2021年4月27日（ 火） ～5月11日（ 火） の期間中、 30分無料でお試しいただけます。 　

10:00

　2021年５月10日（月）～5月11日（火）　　オンライン栄養カウンセリングスケジュール

10日(月 ) 11日(火)

栄養カウンセリング 栄養カウンセリング
10:15～10:45 10:15～10:45

11:00

藤原 大園

栄養カウンセリング
11:15～11:45

12:00

藤原

栄養カウンセリング 栄養カウンセリング

藤原 大園

13:00

12:15～12:45 12:15～12:45

14:00

栄養カウンセリング 栄養カウンセリング

15:00

藤原 堀口
14:15～14:45 14:15～14:45

栄養カウンセリング

16:00

藤原
15:15～15:45

栄養カウンセリング 栄養カウンセリング

17:00

藤原 堀口
16:15～16:45 16:15～16:45

栄養カウンセリング

18:00

藤原
17:15～17:45

栄養カウンセリング 栄養カウンセリング

19:00

藤原 堀口
18:15～18:45 18:15～18:45

20:00



栄養オンライン27日～



				　2021年4月27日（火）～5月2日（日）　　オンライン栄養カウンセリングスケジュール ニチ カ ガツ ニチ ニチ エイヨウ



				2021年4月27日（火）～5月11日（火）の期間中、30分無料でお試しいただけます。　 カ キカンチュウ プン ムリョウ タメ

						26日(月 ) ニチ ゲツ										27日(火) ニチ カ										28日（水） ニチ スイ										29日（木） ニチ モク										30日（金） ニチ キン										1日（土） ニチ ド										２日（日） ニチ ニチ



		10:00



																																														栄養カウンセリング（30） エイヨウ

																																														10:15～10:45

																																														大園 オオゾノ

		11:00





																																														栄養カウンセリング（30） エイヨウ

																																														11:15～11:45

																																														大園 オオゾノ

		12:00





																																														栄養カウンセリング（30） エイヨウ

																																														12:15～12:45

																																														大園 オオゾノ

		13:00











		14:00





																栄養カウンセリング（30） エイヨウ																				栄養カウンセリング（30） エイヨウ										栄養カウンセリング（30） エイヨウ

																14:15～14:45																				14:15～14:45										14:15～14:45

																藤原 フジワラ																				大園 オオゾノ										大園 オオゾノ

		15:00





																																				栄養カウンセリング（30） エイヨウ										栄養カウンセリング（30） エイヨウ

																																				15:15～15:45										15:15～15:45

																																				大園 オオゾノ										大園 オオゾノ

		16:00





																栄養カウンセリング（30） エイヨウ																				栄養カウンセリング（30） エイヨウ										栄養カウンセリング（30） エイヨウ

																16:15～16:45																				16:15～16:45										16:15～16:45

																藤原 フジワラ																				大園 オオゾノ										大園 オオゾノ

		17:00





																																				栄養カウンセリング（30） エイヨウ										栄養カウンセリング（30） エイヨウ

																																				17:15～17:45										17:15～17:45

																																				大園 オオ ソノ										大園 オオゾノ

		18:00





																栄養カウンセリング（30） エイヨウ																				栄養カウンセリング（30） エイヨウ										栄養カウンセリング（30） エイヨウ

																18:15～18:45																				18:15～18:45										18:15～18:45

																藤原 フジワラ																				大園 オオゾノ										大園 オオゾノ

		19:00











		20:00













































































栄養オンライ3日～



				　2021年５月3日（月）～5月9日（日）　　オンライン栄養カウンセリングスケジュール ニチ ゲツ ガツ ニチ ニチ エイヨウ



				2021年4月27日（火）～5月11日（火）の期間中、30分無料でお試しいただけます。　 カ キカンチュウ プン ムリョウ タメ

						3日(月 祝) ニチ ゲツ シュク										4日(火 祝) ニチ カ										5日(水 祝) ニチ スイ										6日(木) ニチ モク										7日(金) ニチ キン										８日(土) ニチ ド										９日(日) ニチ ニチ



		10:00



																栄養カウンセリング（30） エイヨウ																														栄養カウンセリング（30） エイヨウ

																10:15～10:45																														10:15～10:45

																藤原 フジワラ																														大園 オオゾノ

		11:00





																栄養カウンセリング（30） エイヨウ																														栄養カウンセリング（30） エイヨウ

																11:15～11:45																														11:15～11:45

																藤原 フジワラ																														大園 オオゾノ

		12:00





																栄養カウンセリング（30） エイヨウ																														栄養カウンセリング（30） エイヨウ

																12:15～12:45																														12:15～12:45

																藤原 フジワラ																														大園 オオゾノ

		13:00











		14:00





						栄養カウンセリング（30） エイヨウ										栄養カウンセリング（30） エイヨウ																														栄養カウンセリング（30） エイヨウ

						14:15～14:45										14:15～14:45																														14:15～14:45

						藤原 フジワラ										藤原 フジワラ																														大園 オオゾノ

		15:00





						栄養カウンセリング（30） エイヨウ										栄養カウンセリング（30） エイヨウ																														栄養カウンセリング（30） エイヨウ

						15:15～15:45										15:15～15:45																														15:15～15:45

						藤原 フジワラ										藤原 フジワラ																														大園 オオゾノ

		16:00





						栄養カウンセリング（30） エイヨウ										栄養カウンセリング（30） エイヨウ																														栄養カウンセリング（30） エイヨウ

						16:15～16:45										16:15～16:45																														16:15～16:45

						藤原 フジワラ										藤原 フジワラ																														大園 オオゾノ

		17:00





						栄養カウンセリング（30） エイヨウ										栄養カウンセリング（30） エイヨウ																														栄養カウンセリング（30） エイヨウ

						17:15～17:45										17:15～17:45																														17:15～17:45

						藤原 フジワラ										藤原 フジワラ																														大園 オオゾノ

		18:00





						栄養カウンセリング（30） エイヨウ										栄養カウンセリング（30） エイヨウ																														栄養カウンセリング（30） エイヨウ

						18:15～18:45										18:15～18:45																														18:15～18:45

						藤原 フジワラ										藤原 フジワラ																														大園 オオゾノ

		19:00











		20:00













































































栄養オンライ10日～ 



				　2021年５月10日（月）～5月11日（火）　　オンライン栄養カウンセリングスケジュール ニチ ゲツ ガツ ニチ カ エイヨウ



				2021年4月27日（火）～5月11日（火）の期間中、30分無料でお試しいただけます。　 カ キカンチュウ プン ムリョウ タメ

						10日(月 ) ニチ ゲツ										11日(火) ニチ カ



		10:00



						栄養カウンセリング（30） エイヨウ										栄養カウンセリング（30） エイヨウ

						10:15～10:45										10:15～10:45

						藤原 フジワラ										大園 オオゾノ

		11:00





						栄養カウンセリング（30） エイヨウ

						11:15～11:45

						藤原 フジワラ

		12:00





						栄養カウンセリング（30） エイヨウ										栄養カウンセリング（30） エイヨウ

						12:15～12:45										12:15～12:45

						藤原 フジワラ										大園 オオゾノ

		13:00











		14:00





						栄養カウンセリング（30） エイヨウ										栄養カウンセリング（30） エイヨウ

						14:15～14:45										14:15～14:45

						藤原 フジワラ										堀口 ホリグチ

		15:00





						栄養カウンセリング（30） エイヨウ

						15:15～15:45

						藤原 フジワラ

		16:00





						栄養カウンセリング（30） エイヨウ										栄養カウンセリング（30） エイヨウ

						16:15～16:45										16:15～16:45

						藤原 フジワラ										堀口 ホリグチ

		17:00





						栄養カウンセリング（30） エイヨウ

						17:15～17:45

						藤原 フジワラ

		18:00





						栄養カウンセリング（30） エイヨウ										栄養カウンセリング（30） エイヨウ

						18:15～18:45										18:15～18:45

						藤原 フジワラ										堀口 ホリグチ

		19:00











		20:00













































































URLあり



		　2021年4月　　オンラインレッスンスケジュール



				月曜日 ゲツヨウビ										火曜日 カヨウビ										水曜日 スイヨウビ										木曜日 モクヨウビ				金曜日 キンヨウビ												土曜日 ドヨウビ										日曜日 ニチヨウビ



				【有料】ピラティス ユウリョウ										リラックスヨガ										es'健康体操										お休み ヤス				やさしいストレッチ												リラックスヨガ										お休み ヤス

				10:00～10:45　Kugu										10:00～10:30　長南 幸代 チョウナン サチヨ										10:00～10:30　京極 将城														10:00～10:30　平石 佳奈子 カナコ												10:00～10:30　風間 僚太 カザマ リョウタ

				５日 ニチ		12日 ニチ		19日 ニチ		26日 ニチ				6日		13日 ニチ		20日 ニチ		27日 ニチ				7日		14日 ニチ		21日 ニチ		28日 ニチ								2日 ニチ		9日 ニチ		16日 ニチ		23日 ニチ		30日 ニチ				3日		10日 ニチ		17日 ニチ		24日 ニチ



				【有料】ZUMBA ユウリョウ										【有料】ヴィンヤサ・ヨーガ										【有料】エアロウォーク初中級														【有料】ボディケア ユウリョウ

				15:00～15:45　藤田 ひとみ フジタ										12:30～13:15　Tetsuya										15:00～15:45　上田 薫														11:30～12:15　渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ

				5日のみ										6日		13日 ニチ		20日 ニチ		27日 ニチ				7日		14日 ニチ		21日 ニチ		28日 ニチ								隔週 カクシュウ		9日 ニチ		23日 ニチ



				ZUMBA										ピラティス										ZUMBA														【有料】ピラティス ユウリョウ

				20:00～20:40　齋藤 翠 サイトウ										19:00～19:40　寺田 麻里 テラダ マリ										20:00～20:40　Hiroko														16:00～16:45　小川 佐幸 オガワ サユキ

				5日		12日 ニチ		19日 ニチ		26日 ニチ				6日		13日 ニチ		20日 ニチ		27日 ニチ				7日		14日 ニチ		21日 ニチ		28日 ニチ								隔週 カクシュウ		2日 ニチ		16日 ニチ		30日 ニチ

				


																																						エアロウォーク初級

																																						19:30～20:10　多田 啓子

																																						2日 ニチ		9日 ニチ		16日 ニチ		23日 ニチ		30日 ニチ





		※レッスンスケジュールは、社会情勢等を踏まえ変更となる場合がございます。





https://zoom.us/webinar/register/WN_GlZ_71VMSoawTdF3bTeW-Qhttps://zoom.us/webinar/register/WN_xJpv_nV3Tp2ERpdVUMh8Uwhttps://coubic.com/esforta-online-service/444760https://zoom.us/webinar/register/WN_xMmAtBqxQ3-26oehsPJQDwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Zc9cS0FESyiFi1O823Lwaghttps://coubic.com/esforta-online-service/725881https://zoom.us/webinar/register/WN_giOKpGG_S-iYbeY_n8ertwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_4ZTv7bt1RDeQe3T6nHBuPAhttps://coubic.com/esforta-online-service/671135https://zoom.us/webinar/register/WN_CCObSZHlQNCcsT0w-ug6Cwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Z_mEDhcTQ6qIaER5MxrBxwhttps://coubic.com/esforta-online-service/439177https://coubic.com/esforta-online-service/583760https://zoom.us/webinar/register/WN_mbgKQw5qShi2bFxhRI0ZXAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_ZXXpi36uQYqkSppMGW7XYAhttps://coubic.com/esforta-online-service/460827https://zoom.us/webinar/register/WN_cFoR-TTESRG0RUINuDoisQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_d4ubSM-PSIeUx6UZUYfXOwhttps://coubic.com/esforta-online-service/698805https://zoom.us/webinar/register/WN_aBnMY3q1QG2OyhXAWKoPbQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_ajfXcJhWRXerAfgW_6IGLwhttps://coubic.com/esforta-online-service/868730https://zoom.us/webinar/register/WN_iM03SkDSSVi4JhAs4-IXQAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_cJxTUWgfQwiWlN7-ibr6bQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_w-xVe3WtR2G26GV2LvDziAhttps://coubic.com/esforta-online-service/455789https://zoom.us/webinar/register/WN_bXD3gksQTFeElDvZiOJuighttps://zoom.us/webinar/register/WN_1Yg8n5ahQJmwpq380IxMCAhttps://coubic.com/esforta-online-service/819191https://zoom.us/webinar/register/WN_DyptreLSTqS7zY0B4ybX7whttps://zoom.us/webinar/register/WN_5Wcrh0MHQrGJYmJ8FCi_Ughttps://coubic.com/esforta-online-service/963404https://zoom.us/webinar/register/WN_BQOrIQ5xSLSW8B0ygeMVwAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_pV2Ad5dYR9qWQQZ-RiWQLQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_FfH6BYrdTACKXJTskc3Y4Ahttps://coubic.com/esforta-online-service/715778https://zoom.us/webinar/register/WN_yCxvaqmBSJa6029WzKsnrQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_3b_YAql8SHe8MPBOsLOOxghttps://coubic.com/esforta-online-service/609655https://zoom.us/webinar/register/WN_9f2FfI39TgmoRpnlGuBpHQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_1TVghDYPQ9iF3LLX4SG0jghttps://coubic.com/esforta-online-service/847931https://zoom.us/webinar/register/WN_qmq0LGsuRJiRAa9vZcAZpQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_P7OemJrGRDmo57cf2RWl4whttps://coubic.com/esforta-online-service/500165https://coubic.com/esforta-online-service/872590https://zoom.us/webinar/register/WN_OPpt018qR7SuGIoQAPca_ghttps://coubic.com/esforta-online-service/778203https://zoom.us/webinar/register/WN__16cAaCMT3W48gbNTtXdgAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_7cVrUxZ9SBmjTkqCKsvmcAhttps://coubic.com/esforta-online-service/459614https://zoom.us/webinar/register/WN_--P_U0r5TAKzVfUuz17gSg

URL無し



		　2021年4月　　オンラインレッスンスケジュール



				月曜日 ゲツヨウビ										火曜日 カヨウビ										水曜日 スイヨウビ										木曜日 モクヨウビ				金曜日 キンヨウビ												土曜日 ドヨウビ										日曜日 ニチヨウビ



				【有料】ピラティス ユウリョウ										リラックスヨガ										es'健康体操										お休み ヤス				やさしいストレッチ												リラックスヨガ										お休み ヤス

				10:00～10:45　Kugu										10:00～10:30　長南 幸代 チョウナン サチヨ										10:00～10:30　京極 将城 マサル シロ														10:00～10:30　平石 佳奈子 カナコ												10:00～10:30　風間 僚太 カザマ リョウタ

				５日 ニチ		12日 ニチ		19日 ニチ		26日 ニチ				6日		13日 ニチ		20日 ニチ		27日 ニチ				7日		14日 ニチ		21日 ニチ		28日 ニチ								2日 ニチ		9日 ニチ		16日 ニチ		23日 ニチ		30日 ニチ				3日		10日 ニチ		17日 ニチ		24日 ニチ



				【有料】ZUMBA ユウリョウ										【有料】ヴィンヤサ・ヨーガ										【有料】エアロウォーク初中級														【有料】ボディケア ユウリョウ

				15:00～15:45　藤田 ひとみ フジタ										12:30～13:15　Tetsuya										15:00～15:45　上田 薫														11:30～12:15　渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ

				５日のみ ニチ										6日		13日 ニチ		20日 ニチ		27日 ニチ				7日		14日 ニチ		21日 ニチ		28日 ニチ								隔週 カクシュウ		9日 ニチ		23日 ニチ



				ZUMBA										ピラティス										ZUMBA														【有料】ピラティス ユウリョウ

				20:00～20:40　齋藤 翠										19:00～19:40　寺田 麻里 テラダ マリ										20:00～20:40　Hiroko														16:00～16:45　小川 佐幸 オガワ サユキ

				５日		12日 ニチ		19日 ニチ		26日 ニチ				6日		13日 ニチ		20日 ニチ		27日 ニチ				7日		14日 ニチ		21日 ニチ		28日 ニチ								隔週 カクシュウ		２日 ニチ		16日 ニチ		30日 ニチ

				


																																						エアロウォーク初級

																																						19:30～20:10　多田 啓子

																																						2日 ニチ		9日 ニチ		16日 ニチ		23日 ニチ		30日 ニチ





		※レッスンスケジュールは、社会情勢等を踏まえ変更となる場合がございます。







①木日表記カレンダーURL入り



		　2021年4月　　オンラインレッスンスケジュール



				月曜日 ゲツヨウビ										火曜日 カヨウビ										水曜日 スイヨウビ										木曜日 モクヨウビ				金曜日 キンヨウビ										土曜日 ドヨウビ										日曜日 ニチヨウビ



																																		1日				2日										3日										4日



				無料レッスン ムリョウ																														お休み ヤス				やさしいストレッチ										リラックスヨガ										お休み ヤス

				どなたでもご参加いただけます。
レッスン名をクリックし、ご予約ください。 サンカ メイ ヨヤク																																		10:00～10:30　平石 ヒライシ										10:00～10:30　風間 カザマ



				有料レッスン ユウリョウ																																		【有料】ピラティス ユウリョウ

				１レッスン\1,100円(税込)
レッスン名をクリックし、ご予約ください。 エン ゼイコ メイ ヨヤク																																		16:00～16:45　小川 佐幸 オガワ サユキ



																																						エアロウォーク初級 ショキュウ

																																						19:30～20:10　多田 啓子 タダ ケイコ



				5日										6日										7日										8日				9日										10日										11日



				【有料】ピラティス ユウリョウ										リラックスヨガ										es'健康体操 ケンコウ タイソウ										お休み ヤス				やさしいストレッチ										リラックスヨガ										お休み ヤス

				10:00～10:45　Kugu										10:00～10:30　長南 チョウナン										10:00～10:30　京極 キョウゴク														10:00～10:30　平石 ヒライシ										10:00～10:30　風間 カザマ



				【有料】ZUMBA ユウリョウ										【有料】ヴィンヤサ・ヨーガ										【有料】エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ														【有料】ボディケア ユウリョウ

				15:00～15:45　藤田 ひとみ フジタ										12:30～13:15　Tetsuya										15:00～15:45　上田 薫 ウエダ カオル														11:30～12:15　渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ



				ZUMBA										ピラティス										ZUMBA														エアロウォーク初級 ショキュウ

				20:00～20:10　斎藤 翠 サイトウ ミドリ										19:00～19:40　寺田 麻里 テラダ マリ										20:00～20:10　Hiroko														19:30～20:10　多田 啓子 タダ ケイコ



				12日										13日										14日										15日				16日										17日										18日



				【有料】ピラティス ユウリョウ										リラックスヨガ										es'健康体操 ケンコウ タイソウ										お休み ヤス				やさしいストレッチ										リラックスヨガ										お休み ヤス

				10:00～10:45　Kugu										10:00～10:30　長南 チョウナン										10:00～10:30　京極 キョウゴク														10:00～10:30　平石 ヒライシ										10:00～10:30　風間 カザマ



				ZUMBA										【有料】ヴィンヤサ・ヨーガ										【有料】エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ														【有料】ピラティス ユウリョウ

				20:00～20:10　斎藤 翠 サイトウ ミドリ										12:30～13:15　Tetsuya										15:00～15:45　上田 薫 ウエダ カオル														16:00～16:45　小川 佐幸 オガワ サユキ



														ピラティス										ZUMBA														エアロウォーク初級 ショキュウ

														19:00～19:40　寺田 麻里 テラダ マリ										20:00～20:10　Hiroko														19:30～20:10　多田 啓子 タダ ケイコ



				19日										20日										21日										22日				23日										24日										25日



				【有料】ピラティス ユウリョウ										リラックスヨガ										es'健康体操 ケンコウ タイソウ										お休み ヤス				やさしいストレッチ										リラックスヨガ										お休み ヤス

				10:00～10:45　Kugu										10:00～10:30　長南 チョウナン										10:00～10:30　京極 キョウゴク														10:00～10:30　平石 ヒライシ										10:00～10:30　風間 カザマ



				ZUMBA										【有料】ヴィンヤサ・ヨーガ										【有料】エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ														【有料】ボディケア ユウリョウ

				20:00～20:10　斎藤 翠 サイトウ ミドリ										12:30～13:15　Tetsuya										15:00～15:45　上田 薫 ウエダ カオル														11:30～12:15　渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ



														ピラティス										ZUMBA														エアロウォーク初級 ショキュウ

														19:00～19:40　寺田 麻里 テラダ マリ										20:00～20:10　Hiroko														19:30～20:10　多田 啓子 タダ ケイコ



				26日										27日										28日										29日				30日



				【有料】ピラティス ユウリョウ										リラックスヨガ										es'健康体操 ケンコウ タイソウ										お休み ヤス				やさしいストレッチ

				10:00～10:45　Kugu										10:00～10:30　長南 チョウナン										10:00～10:30　京極 キョウゴク														10:00～10:30　平石 ヒライシ



				ZUMBA										【有料】ヴィンヤサ・ヨーガ										【有料】エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ														【有料】ピラティス ユウリョウ

				20:00～20:10　斎藤 翠 サイトウ ミドリ										12:30～13:15　Tetsuya										15:00～15:45　上田 薫 ウエダ カオル														16:00～16:45　小川 佐幸 オガワ サユキ



														ピラティス										ZUMBA														エアロウォーク初級 ショキュウ

														19:00～19:40　寺田 麻里 テラダ マリ										20:00～20:10　Hiroko														19:30～20:10　多田 啓子 タダ ケイコ





		※レッスンスケジュールは、社会情勢等を踏まえ変更となる場合がございます。



https://zoom.us/webinar/register/WN_iM03SkDSSVi4JhAs4-IXQAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Zc9cS0FESyiFi1O823Lwaghttps://zoom.us/webinar/register/WN_giOKpGG_S-iYbeY_n8ertwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_4ZTv7bt1RDeQe3T6nHBuPAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_CCObSZHlQNCcsT0w-ug6Cwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Z_mEDhcTQ6qIaER5MxrBxwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_mbgKQw5qShi2bFxhRI0ZXAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_ZXXpi36uQYqkSppMGW7XYAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_cFoR-TTESRG0RUINuDoisQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_d4ubSM-PSIeUx6UZUYfXOwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_aBnMY3q1QG2OyhXAWKoPbQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_GlZ_71VMSoawTdF3bTeW-Qhttps://zoom.us/webinar/register/WN_ajfXcJhWRXerAfgW_6IGLwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_bXD3gksQTFeElDvZiOJuighttps://zoom.us/webinar/register/WN_1Yg8n5ahQJmwpq380IxMCAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_DyptreLSTqS7zY0B4ybX7whttps://zoom.us/webinar/register/WN_5Wcrh0MHQrGJYmJ8FCi_Ughttps://zoom.us/webinar/register/WN_BQOrIQ5xSLSW8B0ygeMVwAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_FfH6BYrdTACKXJTskc3Y4Ahttps://zoom.us/webinar/register/WN_yCxvaqmBSJa6029WzKsnrQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_3b_YAql8SHe8MPBOsLOOxghttps://zoom.us/webinar/register/WN_9f2FfI39TgmoRpnlGuBpHQhttps://coubic.com/esforta-online-service/439177https://zoom.us/webinar/register/WN_1TVghDYPQ9iF3LLX4SG0jghttps://zoom.us/webinar/register/WN_qmq0LGsuRJiRAa9vZcAZpQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_P7OemJrGRDmo57cf2RWl4whttps://zoom.us/webinar/register/WN_OPpt018qR7SuGIoQAPca_ghttps://coubic.com/esforta-online-service/500165https://coubic.com/esforta-online-service/459614https://coubic.com/esforta-online-service/444760https://coubic.com/esforta-online-service/725881https://coubic.com/esforta-online-service/671135https://coubic.com/esforta-online-service/583760https://zoom.us/webinar/register/WN_pV2Ad5dYR9qWQQZ-RiWQLQhttps://coubic.com/esforta-online-service/460827https://coubic.com/esforta-online-service/698805https://coubic.com/esforta-online-service/868730https://coubic.com/esforta-online-service/455789https://coubic.com/esforta-online-service/819191https://coubic.com/esforta-online-service/963404https://coubic.com/esforta-online-service/715778https://coubic.com/esforta-online-service/609655https://coubic.com/esforta-online-service/847931https://coubic.com/esforta-online-service/872590https://zoom.us/webinar/register/WN__16cAaCMT3W48gbNTtXdgAhttps://coubic.com/esforta-online-service/778203https://zoom.us/webinar/register/WN_cJxTUWgfQwiWlN7-ibr6bQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_w-xVe3WtR2G26GV2LvDziAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_7cVrUxZ9SBmjTkqCKsvmcAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_--P_U0r5TAKzVfUuz17gSghttps://zoom.us/webinar/register/WN_xJpv_nV3Tp2ERpdVUMh8Uwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_xMmAtBqxQ3-26oehsPJQDw

①木日表記カレンダーURLなし



		　2021年4月　　オンラインレッスンスケジュール



				月曜日 ゲツヨウビ										火曜日 カヨウビ										水曜日 スイヨウビ										木曜日 モクヨウビ				金曜日 キンヨウビ										土曜日 ドヨウビ										日曜日 ニチヨウビ



																																		1日				2日										3日										4日



				無料レッスン ムリョウ																														お休み ヤス				やさしいストレッチ										リラックスヨガ										お休み ヤス

				どなたでもご参加いただけます。
レッスン名をクリックし、ご予約ください。 サンカ メイ ヨヤク																																		10:00～10:30　平石 ヒライシ										10:00～10:30　風間 カザマ



				有料レッスン ユウリョウ																																		【有料】ピラティス ユウリョウ

				１レッスン\1,100円(税込)
レッスン名をクリックし、ご予約ください。 エン ゼイコ メイ ヨヤク																																		16:00～16:45　小川 佐幸 オガワ サユキ



																																						エアロウォーク初級 ショキュウ

																																						19:30～20:10　多田 啓子 タダ ケイコ



				5日										6日										7日										8日				9日										10日										11日



				【有料】ピラティス ユウリョウ										リラックスヨガ										es'健康体操 ケンコウ タイソウ										お休み ヤス				やさしいストレッチ										リラックスヨガ										お休み ヤス

				10:00～10:45　Kugu										10:00～10:30　長南 チョウナン										10:00～10:30　京極 キョウゴク														10:00～10:30　平石 ヒライシ										10:00～10:30　風間 カザマ



				【有料】ZUMBA ユウリョウ										【有料】ヴィンヤサ・ヨーガ										【有料】エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ														【有料】ボディケア ユウリョウ

				15:00～15:45　藤田 ひとみ フジタ										12:30～13:15　Tetsuya										15:00～15:45　上田 薫 ウエダ カオル														11:30～12:15　渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ



				ZUMBA										ピラティス										ZUMBA														エアロウォーク初級 ショキュウ

				20:00～20:10　斎藤 翠 サイトウ ミドリ										19:00～19:40　寺田 麻里 テラダ マリ										20:00～20:10　Hiroko														19:30～20:10　多田 啓子 タダ ケイコ



				12日										13日										14日										15日				16日										17日										18日



				【有料】ピラティス ユウリョウ										リラックスヨガ										es'健康体操 ケンコウ タイソウ										お休み ヤス				やさしいストレッチ										リラックスヨガ										お休み ヤス

				10:00～10:45　Kugu										10:00～10:30　長南 チョウナン										10:00～10:30　京極 キョウゴク														10:00～10:30　平石 ヒライシ										10:00～10:30　風間 カザマ



				ZUMBA										【有料】ヴィンヤサ・ヨーガ										【有料】エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ														【有料】ピラティス ユウリョウ

				20:00～20:10　斎藤 翠 サイトウ ミドリ										12:30～13:15　Tetsuya										15:00～15:45　上田 薫 ウエダ カオル														16:00～16:45　小川 佐幸 オガワ サユキ



														ピラティス										ZUMBA														エアロウォーク初級 ショキュウ

														19:00～19:40　寺田 麻里 テラダ マリ										20:00～20:10　Hiroko														19:30～20:10　多田 啓子 タダ ケイコ



				19日										20日										21日										22日				23日										24日										25日



				【有料】ピラティス ユウリョウ										リラックスヨガ										es'健康体操 ケンコウ タイソウ										お休み ヤス				やさしいストレッチ										リラックスヨガ										お休み ヤス

				10:00～10:45　Kugu										10:00～10:30　長南 チョウナン										10:00～10:30　京極 キョウゴク														10:00～10:30　平石 ヒライシ										10:00～10:30　風間 カザマ



				ZUMBA										【有料】ヴィンヤサ・ヨーガ										【有料】エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ														【有料】ボディケア ユウリョウ

				20:00～20:10　斎藤 翠 サイトウ ミドリ										12:30～13:15　Tetsuya										15:00～15:45　上田 薫 ウエダ カオル														11:30～12:15　渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ



														ピラティス										ZUMBA														エアロウォーク初級 ショキュウ

														19:00～19:40　寺田 麻里 テラダ マリ										20:00～20:10　Hiroko														19:30～20:10　多田 啓子 タダ ケイコ



				26日										27日										28日										29日				30日



				【有料】ピラティス ユウリョウ										リラックスヨガ										es'健康体操 ケンコウ タイソウ										お休み ヤス				やさしいストレッチ

				10:00～10:45　Kugu										10:00～10:30　長南 チョウナン										10:00～10:30　京極 キョウゴク														10:00～10:30　平石 ヒライシ



				ZUMBA										【有料】ヴィンヤサ・ヨーガ										【有料】エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ														【有料】ピラティス ユウリョウ

				20:00～20:10　斎藤 翠 サイトウ ミドリ										12:30～13:15　Tetsuya										15:00～15:45　上田 薫 ウエダ カオル														16:00～16:45　小川 佐幸 オガワ サユキ



														ピラティス										ZUMBA														エアロウォーク初級 ショキュウ

														19:00～19:40　寺田 麻里 テラダ マリ										20:00～20:10　Hiroko														19:30～20:10　多田 啓子 タダ ケイコ





		※レッスンスケジュールは、社会情勢等を踏まえ変更となる場合がございます。





木日表記無し



		　2021年4月　　オンラインレッスンスケジュール



				月曜日 ゲツヨウビ										火曜日 カヨウビ										水曜日 スイヨウビ										金曜日 キンヨウビ										土曜日 ドヨウビ



																																		2日										3日



				無料レッスン ムリョウ																														やさしいストレッチ										リラックスヨガ

				どなたでもご参加いただけます。
レッスン名をクリックし、ご予約ください。 サンカ メイ ヨヤク																														10:00～10:30　平石 ヒライシ										10:00～10:30　風間 カザマ



				有料レッスン ユウリョウ																														【有料】ピラティス ユウリョウ

				１レッスン\1,100円(税込)
レッスン名をクリックし、ご予約ください。 エン ゼイコ メイ ヨヤク																														16:00～16:45　小川 佐幸 オガワ サユキ



																																		エアロウォーク初級 ショキュウ

																																		19:30～20:10　多田 啓子 タダ ケイコ



				5日										6日										7日										9日										10日



				【有料】ピラティス ユウリョウ										リラックスヨガ										es'健康体操 ケンコウ タイソウ										やさしいストレッチ										リラックスヨガ

				10:00～10:45　Kugu										10:00～10:30　長南 チョウナン										10:00～10:30　京極 キョウゴク										10:00～10:30　平石 ヒライシ										10:00～10:30　風間 カザマ



				【有料】ZUMBA ユウリョウ										【有料】ヴィンヤサ・ヨーガ										【有料】エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ										【有料】ボディケア ユウリョウ

				15:00～15:45　藤田 ひとみ フジタ										12:30～13:15　Tetsuya										15:00～15:45　上田 薫 ウエダ カオル										11:30～12:15　渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ



				ZUMBA										ピラティス										ZUMBA										エアロウォーク初級 ショキュウ

				20:00～20:10　斎藤 翠 サイトウ ミドリ										19:00～19:40　寺田 麻里 テラダ マリ										20:00～20:10　Hiroko										19:30～20:10　多田 啓子 タダ ケイコ



				12日										13日										14日										16日										17日



				【有料】ピラティス ユウリョウ										リラックスヨガ										es'健康体操 ケンコウ タイソウ										やさしいストレッチ										リラックスヨガ

				10:00～10:45　Kugu										10:00～10:30　長南 チョウナン										10:00～10:30　京極 キョウゴク										10:00～10:30　平石 ヒライシ										10:00～10:30　風間 カザマ



				ZUMBA										【有料】ヴィンヤサ・ヨーガ										【有料】エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ										【有料】ピラティス ユウリョウ

				20:00～20:10　斎藤 翠 サイトウ ミドリ										12:30～13:15　Tetsuya										15:00～15:45　上田 薫 ウエダ カオル										16:00～16:45　小川 佐幸 オガワ サユキ



														ピラティス										ZUMBA										エアロウォーク初級 ショキュウ

														19:00～19:40　寺田 麻里 テラダ マリ										20:00～20:10　Hiroko										19:30～20:10　多田 啓子 タダ ケイコ



				19日										20日										21日										23日										24日



				【有料】ピラティス ユウリョウ										リラックスヨガ										es'健康体操 ケンコウ タイソウ										やさしいストレッチ										リラックスヨガ

				10:00～10:45　Kugu										10:00～10:30　長南 チョウナン										10:00～10:30　京極 キョウゴク										10:00～10:30　平石 ヒライシ										10:00～10:30　風間 カザマ



				ZUMBA										【有料】ヴィンヤサ・ヨーガ										【有料】エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ										【有料】ボディケア ユウリョウ

				20:00～20:10　斎藤 翠 サイトウ ミドリ										12:30～13:15　Tetsuya										15:00～15:45　上田 薫 ウエダ カオル										11:30～12:15　渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ



														ピラティス										ZUMBA										エアロウォーク初級 ショキュウ

														19:00～19:40　寺田 麻里 テラダ マリ										20:00～20:10　Hiroko										19:30～20:10　多田 啓子 タダ ケイコ



				26日										27日										28日										30日



				【有料】ピラティス ユウリョウ										リラックスヨガ										es'健康体操 ケンコウ タイソウ										やさしいストレッチ

				10:00～10:45　Kugu										10:00～10:30　長南 チョウナン										10:00～10:30　京極 キョウゴク										10:00～10:30　平石 ヒライシ



				ZUMBA										【有料】ヴィンヤサ・ヨーガ										【有料】エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ										【有料】ピラティス ユウリョウ

				20:00～20:10　斎藤 翠 サイトウ ミドリ										12:30～13:15　Tetsuya										15:00～15:45　上田 薫 ウエダ カオル										16:00～16:45　小川 佐幸 オガワ サユキ



														ピラティス										ZUMBA										エアロウォーク初級 ショキュウ

														19:00～19:40　寺田 麻里 テラダ マリ										20:00～20:10　Hiroko										19:30～20:10　多田 啓子 タダ ケイコ





		※レッスンスケジュールは、社会情勢等を踏まえ変更となる場合がございます。
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