
2021年4月27日（ 火） ～5月11日（ 火） の期間中は、 初回のみ30分無料・ 60分￥3, 300（ 税込） 【 3, 000 円（ 税別） 300 円（ 税率10%) 】

でご利用いただけます。 是非こ の機会にオンラ イ ンパーソ ナルト レ ーニングを お試し く ださ い。 　

2回目以降・ キャ ンペーン期間以降は、 通常価格の60分6, 600 円（ 税込） 【 6, 000 円（ 税別） 600 円（ 税率10%） 】 と なり ます。

10:00

　2021年4月27日（火）～5月2日（日）　　オンラインパーソナルトレーニングスケジュール

26日(月) 27日(火) 28日(水) 29日(木 祝) 30日(金) 1日(土) ２日(日)
オンラインPT

10:00～10:30（30） 10:00～10:30（30） 10:00～10:30（30） 10:00～10:30（30）
オンラインPT オンラインPT オンラインPT

or or or or
10:00～11:00（60） 10:00～11:00（60） 10:00～11:00（60）

11:00
渋谷　石井 六本木　佐々木 水道橋　廣田

10:00～11:00（60）

六本木　金森

オンラインPT
11:15～11:45（30） 11:15～11:45（30） 11:15～11:45（30） 11:15～11:45（30） 11:15～11:45（30）

オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT

12:00 水道橋　小谷野

or
11:15～12:15（60） 11:15～12:15（60） 11:15～12:15（60） 11:15～12:15（60） 11:15～12:15（60）

or or or or

横浜　下村 赤坂　大場 六本木　堀米 横浜　早坂

オンラインPT
12:30～13:00（30） 12:30～13:00（30） 12:30～13:00（30） 12:30～13:00（30）

13:00
or or

オンラインPT オンラインPT オンラインPT

or or
12:30～13:30（60） 12:30～13:30（60） 12:30～13:30（60） 12:30～13:30（60）

渋谷　石井 六本木　佐々木 水道橋　廣田 六本木　金森

14:00
オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT

13:45～14:15（30）
14:00～14:30（30） or or or or or

オンラインPT 13:45～14:15（30） 13:45～14:15（30） 13:45～14:15（30） 13:45～14:15（30）

13:45～14:45（60）
14:00～15:00（60）

or 13:45～14:45（60） 13:45～14:45（60） 13:45～14:45（60） 13:45～14:45（60）

オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT

横浜　早坂

15:00
市ヶ谷　森田

渋谷　小谷野 横浜　下村 赤坂　大場 六本木　堀米

15:00～15:30（30）
or or or or 15:15～15:45(30) or

15:00～15:30（30） 15:00～15:30（30） 15:00～15:30（30） 15:00～15:30（30） オンラインPT

16:00
赤坂　下原 渋谷　石井 六本木　佐々木 水道橋　廣田

15:00～16:00（60）15:00～16:00（60） 15:00～16:00（60） 15:00～16:00（60） 15:00～16:00（60） 六本木　堀米

六本木　金森
オンラインPT

オンラインPT
or 16:15～16:45（30） 16:15～16:45（30） 16:15～16:45（30） 16:15～16:45（30） 16:15～16:45（30）

16:00～16:30（30） オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT

17:00
市ヶ谷　森田
オンラインPT 水道橋　小谷野

or
16:15～17:15（60） 16:15～17:15（60） 16:15～17:15（60） 16:15～17:15（60） 16:15～17:15（60）

16:00～17:00（60） or or or or

or

横浜　下村 赤坂　大場 六本木　堀米 横浜　早坂
17:00～17:30（30）

18:00
赤坂　下原 or or or

オンラインPT
17:30～18:00（30） 17:30～18:00（30） 17:30～18:00（30） 17:30～18:00（30） 17:30～18:00（30）

17:00～18:00（60） オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT

or or
オンラインPT 17:30～18:30（60） 17:30～18:30（60） 17:30～18:30（60） 17:30～18:30（60） 17:30～18:30（60）

or 渋谷　石井 六本木　佐々木 水道橋　廣田 六本木　堀米 六本木　金森
18:00～18:30（30）

19:00
市ヶ谷　森田 オンラインPT オンラインPT オンラインPT

18:00～19:00（60）

オンラインPT オンラインPT
オンラインPT 18:45～19:15（30） 18:45～19:15（30） 18:45～19:15（30） 18:45～19:15（30） 18:45～19:15（30）

or
or 18:45～19:45（60） 18:45～19:45（60） 18:45～19:45（60） 18:45～19:45（60） 18:45～19:45（60）

19:00～19:30（30） or or or or

20:00
赤坂　下原

水道橋　小谷野 横浜　下村 赤坂　大場 六本木　堀米 横浜　早坂
19:00～20:00（60）

オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT
20:00～20:30（30）

市ヶ谷店　森田 渋谷　石井 六本木　佐々木 水道橋　廣田 六本木　堀米 六本木　金森
20:00～20:30（30） 20:00～20:30（30） 20:00～20:30（30） 20:00～20:30（30） 20:00～20:30（30）



2021年4月27日（ 火） ～5月11日（ 火） の期間中は、 初回のみ30分無料・ 60分￥3, 300（ 税込） 【 3, 000 円（ 税別） 300 円（ 税率10%) 】

でご利用いただけます。 是非こ の機会にオンラ イ ンパーソ ナルト レ ーニングを お試し く ださ い。 　

2回目以降・ キャ ンペーン期間以降は、 通常価格の60分6, 600 円（ 税込） 【 6, 000 円（ 税別） 600 円（ 税率10%） 】 と なり ます。

10:00

　2021年5月3日（月）～5月9日（日）　　オンラインパーソナルトレーニングスケジュール

3日(月 祝) 4日(火 祝) 5日(水 祝) 6日(木) 7日(金) ８日(土) ９日(日)
オンラインPT

10:00～10:30（30） 10:00～10:30（30） 10:00～10:30（30） 10:00～10:30（30） 10:00～10:30（30） 10:00～10:30（30） 10:00～10:30（30）
オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT

or
10:00～11:00（60） 10:00～11:00（60） 10:00～11:00（60） 10:00～11:00（60） 10:00～11:00（60） 10:00～11:00（60） 10:00～11:00（60）

or or or or or or

11:00
六本木　會田 赤坂　下原 水道橋　小谷野 六本木　佐々木 市ヶ谷　森田 渋谷　関川 赤坂　大場

オンラインPT
11:15～11:45（30） 11:15～11:45（30） 11:15～11:45（30） 11:15～11:45（30） 11:15～11:45（30） 11:15～11:45（30）

オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT

or
11:15～12:15（60） 11:15～12:15（60） 11:15～12:15（60） 11:15～12:15（60） 11:15～12:15（60） 11:15～11:45(30) 11:15～12:15（60）

or or or or or オンラインPT

六本木　堀米12:00
渋谷　関川

赤坂　近間 渋谷　関川 渋谷　石井 横浜　下村 水道橋　廣田

オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT

12:30～13:30（60） 12:30～13:30（60） 12:30～13:30（60） 12:30～13:30（60） 12:30～13:30（60） 12:30～13:30（60）

12:30～13:00（30）

13:00
or or or or or or or

12:30～13:30（60）

12:30～13:00（30） 12:30～13:00（30） 12:30～13:00（30） 12:30～13:00（30） 12:30～13:00（30） 12:30～13:00（30）

六本木　會田 赤坂　下原 水道橋　小谷野 六本木　佐々木 市ヶ谷　森田 渋谷　関川 赤坂　大場

13:45～14:15（30） 13:45～14:15（30） 13:45～14:15（30） 13:45～14:15（30） 13:45～14:15（30）14:00
オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT

13:45～14:15（30）
or

13:45～14:45（60） 13:45～14:45（60） 13:45～14:45（60） 13:45～14:45（60） 13:45～14:45（60） 13:45～14:45（60）
or or or or or

15:00

赤坂　近間 渋谷　関川 渋谷　石井 横浜　下村 水道橋　廣田 六本木　堀米

オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT
15:00～15:30（30）

or or or or or or or
15:00～15:30（30） 15:00～15:30（30） 15:00～15:30（30） 15:00～15:30（30） 15:00～15:30（30） 15:00～15:30（30）

16:00
六本木　會田 赤坂　下原 水道橋　小谷野 六本木　佐々木 市ヶ谷　森田

15:00～16:00（60）15:00～16:00（60） 15:00～16:00（60） 15:00～16:00（60） 15:00～16:00（60） 15:00～16:00（60） 15:00～16:00（60）

渋谷　関川 赤坂　大場

オンラインPT
16:15～16:45（30） 16:15～16:45（30） 16:15～16:45（30） 16:15～16:45（30） 16:15～16:45（30） 16:15～16:45（30）

オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT

or
16:15～17:15（60） 16:15～17:15（60） 16:15～17:15（60） 16:15～17:15（60） 16:15～17:15（60） 16:15～16:45（30) 16:15～17:15（60）

or or or or or オンラインPT

六本木　堀米17:00
渋谷　関川

赤坂　近間 渋谷　関川 渋谷　石井 横浜　下村 水道橋　廣田

オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT

17:30～18:30（60） 17:30～18:30（60） 17:30～18:30（60） 17:30～18:30（60） 17:30～18:30（60） 17:30～18:30（60）

17:30～18:00（30）

18:00
or or or or or or

17:30～18:30（60）

17:30～18:00（30） 17:30～18:00（30） 17:30～18:00（30） 17:30～18:00（30） 17:30～18:00（30） 17:30～18:00（30）

六本木　會田 赤坂　下原 水道橋　小谷野 六本木　佐々木 市ヶ谷　森田 渋谷　関川 赤坂　大場

19:00
オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT

18:45～19:15（30） 18:45～19:15（30） 18:45～19:15（30） 18:45～19:15（30） 18:45～19:15（30） 18:45～19:15（30）
or

18:45～19:45（60） 18:45～19:45（60） 18:45～19:45（60） 18:45～19:45（60） 18:45～19:45（60） 19:15～19:45（30) 18:45～19:45（60）
or or or or or オンラインPT

20:00

赤坂　近間 渋谷　関川 渋谷　石井 横浜　下村 水道橋　廣田 六本木　堀米
渋谷　関川

オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT オンラインPT
20:00～20:30（30）

六本木　會田 赤坂　下原 水道橋　小谷野 六本木　佐々木 市ヶ谷　森田 渋谷　関川 赤坂　大場
20:00～20:30（30） 20:00～20:30（30） 20:00～20:30（30） 20:00～20:30（30） 20:00～20:30（30） 20:00～20:30（30）



2021年4月27日（ 火） ～5月11日（ 火） の期間中は、 初回のみ30分無料・ 60分￥3, 300（ 税込） 【 3, 000 円（ 税別） 300 円（ 税率10%) 】

でご利用いただけます。 是非こ の機会にオンラ イ ンパーソ ナルト レ ーニングを お試し く ださ い。 　

2回目以降・ キャ ンペーン期間以降は、 通常価格の60分6, 600 円（ 税込） 【 6, 000 円（ 税別） 600 円（ 税率10%） 】 と なり ます。

10:00

　2021年5月10日（月）～5月11日（火）　　オンラインパーソナルトレーニングスケジュール

10日(月 ) 11日(火)

or or
10:00～11:00（60） 10:00～11:00（60）

10:00～10:30（30） 10:00～10:30（30）
オンラインPT オンラインPT

11:00
六本木　金森 市ヶ谷店　森田

オンラインPT

11:15～11:45（30） or
or 11:00～12:00（60）

オンラインPT 11:00～11:30（30）

12:00
赤坂店　下原

赤坂　近間 オンラインPT

11:15～12:15（60）

12:00～12:30（30）
or

13:00
or 市ヶ谷店　森田

オンラインPT 12:00～13:00（60）

12:30～13:30（60） オンラインPT

12:30～13:00（30）

六本木　金森 or
13:00～13:30（30）

14:00
オンラインPT 赤坂店　下原

13:00～14:00（60）

or 14:00～14:30（30）
13:45～14:15（30） オンラインPT

14:00～15:00（60）
13:45～14:45（60） or

オンラインPT15:00
市ヶ谷　森田

オンラインPT

赤坂　近間

or or
15:00～15:30（30） 15:00～15:30（30）

16:00
六本木　金森 赤坂　下原

15:00～16:00（60） 15:00～16:00（60）

オンラインPT

16:15～16:45（30） or
オンラインPT 16:00～16:30（30）

16:15～17:15（60）
or 16:00～17:00（60）

赤坂　近間 オンラインPT17:00
市ヶ谷　森田

or
17:00～17:30（30）

18:00
or 赤坂　下原

17:30～18:00（30）
オンラインPT 17:00～18:00（60）

17:30～18:30（60） オンラインPT

六本木　金森 or
18:00～18:30（30）

19:00
オンラインPT 市ヶ谷　森田

18:00～19:00（60）

18:45～19:15（30） オンラインPT

18:45～19:45（60） or
or 19:00～19:30（30）

20:00
赤坂　下原

赤坂　近間
19:00～20:00（60）

オンラインPT オンラインPT

六本木　金森 市ヶ谷店　森田
20:00～20:30（30） 20:00～20:30（30）



オンラインPT4.26～



				　2021年4月27日（火）～5月2日（日）　　オンラインパーソナルトレーニングスケジュール ニチ カ ガツ ニチ ニチ



				2021年4月27日（火）～5月11日（火）の期間中は、初回のみ30分無料・60分￥3,300（税込）【3,000 円（税別）300 円（税率10%)】 カ キカンチュウ ショカイ プン ムリョウ プン ゼイコ

				でご利用いただけます。是非この機会にオンラインパーソナルトレーニングをお試しください。　

				2回目以降・キャンペーン期間以降は、通常価格の60分6,600 円（税込）【6,000 円（税別）600 円（税率10%）】となります。 カイメイコウ キカン イコウ ツウジョウ カカク

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



		10:00																								オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

																				オンラインPT



																										10:00～10:30（30）										10:00～10:30（30）										10:00～10:30（30）																				10:00～10:30（30）

																										or										or										or																				or

																										10:00～11:00（60）										10:00～11:00（60）										10:00～11:00（60）																				10:00～11:00（60）



		11:00																								渋谷　石井 シブヤ イシイ										六本木　佐々木 ロッポンギ ササキ										水道橋　廣田 スイドウバシ ヒロタ																				六本木　金森 ロッポンギ カナモリ



																										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT



																										11:15～11:45（30）										11:15～11:45（30）										11:15～11:45（30）										11:15～11:45（30）										11:15～11:45（30）

																										or										or										or										or										or

																										11:15～12:15（60）										11:15～12:15（60）										11:15～12:15（60）										11:15～12:15（60）										11:15～12:15（60）

		12:00

																										水道橋　小谷野 スイドウバシ コヤノ										横浜　下村 ヨコハマ シモムラ										赤坂　大場 アカサカ オオバ										六本木　堀米 ロッポンギ ホリゴメ										横浜　早坂 ヨコハマ ハヤサカ





																										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

																				オンラインPT



																										12:30～13:00（30）										12:30～13:00（30）										12:30～13:00（30）																				12:30～13:00（30）

		13:00																								or										or										or																				or

																										12:30～13:30（60）										12:30～13:30（60）										12:30～13:30（60）																				12:30～13:30（60）



																										渋谷　石井 シブヤ イシイ										六本木　佐々木 ロッポンギ ササキ										水道橋　廣田 スイドウバシ ヒロタ																				六本木　金森 ロッポンギ カナモリ





		14:00																								オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT



																オンラインPT

										13:45～14:15（30）										13:45～14:15（30）										13:45～14:15（30）										13:45～14:15（30）										13:45～14:15（30）

																14:00～14:30（30）										or										or										or										or										or

																or										13:45～14:45（60）										13:45～14:45（60）										13:45～14:45（60）										13:45～14:45（60）										13:45～14:45（60）

																14:00～15:00（60）

																										渋谷　小谷野 シブヤ コヤノ										横浜　下村 ヨコハマ シモムラ										赤坂　大場 アカサカ オオバ										六本木　堀米 ロッポンギ ホリゴメ										横浜　早坂 ヨコハマ ハヤサカ

		15:00														市ヶ谷　森田 イチガヤ モリタ

																オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

																				オンラインPT



																15:00～15:30（30）										15:00～15:30（30）										15:00～15:30（30）										15:00～15:30（30）										オンラインPT

										15:00～15:30（30）

																or										or										or										or										15:15～15:45(30)										or

																15:00～16:00（60）										15:00～16:00（60）										15:00～16:00（60）										15:00～16:00（60）										六本木　堀米 ロッポンギ ホリゴメ										15:00～16:00（60）



		16:00														赤坂　下原 アカサカ シモハラ										渋谷　石井 シブヤ イシイ										六本木　佐々木 ロッポンギ ササキ										水道橋　廣田 スイドウバシ ヒロタ																				六本木　金森 ロッポンギ カナモリ

																オンラインPT



																16:00～16:30（30）										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT



																or										16:15～16:45（30）										16:15～16:45（30）										16:15～16:45（30）										16:15～16:45（30）										16:15～16:45（30）

																16:00～17:00（60）										or										or										or										or										or

																										16:15～17:15（60）										16:15～17:15（60）										16:15～17:15（60）										16:15～17:15（60）										16:15～17:15（60）

		17:00														市ヶ谷　森田 イチガヤ モリタ

																オンラインPT

										水道橋　小谷野 スイドウバシ コヤノ										横浜　下村 ヨコハマ シモムラ										赤坂　大場 アカサカ オオバ										六本木　堀米 ロッポンギ ホリゴメ										横浜　早坂 ヨコハマ ハヤサカ

																17:00～17:30（30）

																or

																17:00～18:00（60）										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT



																										17:30～18:00（30）										17:30～18:00（30）										17:30～18:00（30）										17:30～18:00（30）										17:30～18:00（30）

		18:00														赤坂　下原 アカサカ シモハラ										or										or										or										or										or

																オンラインPT

										17:30～18:30（60）										17:30～18:30（60）										17:30～18:30（60）										17:30～18:30（60）										17:30～18:30（60）

																18:00～18:30（30）

																or										渋谷　石井 シブヤ イシイ										六本木　佐々木 ロッポンギ ササキ										水道橋　廣田 スイドウバシ ヒロタ										六本木　堀米 ロッポンギ ホリゴメ										六本木　金森 ロッポンギ カナモリ

																18:00～19:00（60）



		19:00														市ヶ谷　森田 イチガヤ モリタ										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT



																オンラインPT

										18:45～19:15（30）										18:45～19:15（30）										18:45～19:15（30）										18:45～19:15（30）										18:45～19:15（30）

																19:00～19:30（30）										or										or										or										or										or

																or										18:45～19:45（60）										18:45～19:45（60）										18:45～19:45（60）										18:45～19:45（60）										18:45～19:45（60）

																19:00～20:00（60）

																										水道橋　小谷野 スイドウバシ コヤノ										横浜　下村 ヨコハマ シモムラ										赤坂　大場 アカサカ オオバ										六本木　堀米 ロッポンギ ホリゴメ										横浜　早坂 ヨコハマ ハヤサカ

		20:00														赤坂　下原 アカサカ シモハラ

																オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT



																20:00～20:30（30）										20:00～20:30（30）										20:00～20:30（30）										20:00～20:30（30）										20:00～20:30（30）										20:00～20:30（30）

																市ヶ谷店　森田 イチガヤテン モリタ										渋谷　石井 シブヤ イシイ										六本木　佐々木 ロッポンギ ササキ										水道橋　廣田 スイドウバシ ヒロタ										六本木　堀米 ロッポンギ ホリゴメ										六本木　金森 ロッポンギ カナモリ







































































オンラインPT3日～



				　2021年5月3日（月）～5月9日（日）　　オンラインパーソナルトレーニングスケジュール ニチ ゲツ ガツ ニチ ニチ



				2021年4月27日（火）～5月11日（火）の期間中は、初回のみ30分無料・60分￥3,300（税込）【3,000 円（税別）300 円（税率10%)】 カ キカンチュウ ショカイ プン ムリョウ プン ゼイコ

				でご利用いただけます。是非この機会にオンラインパーソナルトレーニングをお試しください。　

				2回目以降・キャンペーン期間以降は、通常価格の60分6,600 円（税込）【6,000 円（税別）600 円（税率10%）】となります。 カイメイコウ キカン イコウ ツウジョウ カカク

						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				オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT



						10:00～10:30（30）										10:00～10:30（30）										10:00～10:30（30）										10:00～10:30（30）										10:00～10:30（30）										10:00～10:30（30）										10:00～10:30（30）

						or										or										or										or										or										or										or

						10:00～11:00（60）										10:00～11:00（60）										10:00～11:00（60）										10:00～11:00（60）										10:00～11:00（60）										10:00～11:00（60）										10:00～11:00（60）



		11:00				六本木　會田 ロッポンギ アイタ										赤坂　下原 アカサカ シモハラ										水道橋　小谷野 スイドウバシ コヤノ										六本木　佐々木 ロッポンギ ササキ										市ヶ谷　森田 イチガヤ モリタ										渋谷　関川 シブヤ セキガワ										赤坂　大場 アカサカ オオバ



						オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

																				オンラインPT



						11:15～11:45（30）										11:15～11:45（30）										11:15～11:45（30）										11:15～11:45（30）										11:15～11:45（30）																				11:15～11:45（30）

						or										or										or										or										or										オンラインPT

										or

						11:15～12:15（60）										11:15～12:15（60）										11:15～12:15（60）										11:15～12:15（60）										11:15～12:15（60）										11:15～11:45(30)										11:15～12:15（60）

		12:00																																																						渋谷　関川 シブヤ セキガワ

						赤坂　近間 アカサカ チカマ										渋谷　関川 シブヤ セキガワ										渋谷　石井 シブヤ イシイ										横浜　下村 ヨコハマ シモムラ										水道橋　廣田 スイドウバシ ヒロタ																				六本木　堀米 ロッポンギ ホリゴメ





						オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT



						12:30～13:00（30）										12:30～13:00（30）										12:30～13:00（30）										12:30～13:00（30）										12:30～13:00（30）										12:30～13:00（30）										12:30～13:00（30）

		13:00				or										or										or										or										or										or										or

						12:30～13:30（60）										12:30～13:30（60）										12:30～13:30（60）										12:30～13:30（60）										12:30～13:30（60）										12:30～13:30（60）										12:30～13:30（60）



						六本木　會田 ロッポンギ アイタ										赤坂　下原 アカサカ シモハラ										水道橋　小谷野 スイドウバシ コヤノ										六本木　佐々木 ロッポンギ ササキ										市ヶ谷　森田 イチガヤ モリタ										渋谷　関川 シブヤ セキガワ										赤坂　大場 アカサカ オオバ





		14:00				オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

																				オンラインPT



						13:45～14:15（30）										13:45～14:15（30）										13:45～14:15（30）										13:45～14:15（30）										13:45～14:15（30）																				13:45～14:15（30）

						or										or										or										or										or																				or

						13:45～14:45（60）										13:45～14:45（60）										13:45～14:45（60）										13:45～14:45（60）										13:45～14:45（60）																				13:45～14:45（60）



						赤坂　近間 アカサカ チカマ										渋谷　関川 シブヤ セキガワ										渋谷　石井 シブヤ イシイ										横浜　下村 ヨコハマ シモムラ										水道橋　廣田 スイドウバシ ヒロタ																				六本木　堀米 ロッポンギ ホリゴメ

		15:00

						オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT



						15:00～15:30（30）										15:00～15:30（30）										15:00～15:30（30）										15:00～15:30（30）										15:00～15:30（30）										15:00～15:30（30）										15:00～15:30（30）

						or										or										or										or										or										or										or

						15:00～16:00（60）										15:00～16:00（60）										15:00～16:00（60）										15:00～16:00（60）										15:00～16:00（60）										15:00～16:00（60）										15:00～16:00（60）



		16:00				六本木　會田 ロッポンギ アイタ										赤坂　下原 アカサカ シモハラ										水道橋　小谷野 スイドウバシ コヤノ										六本木　佐々木 ロッポンギ ササキ										市ヶ谷　森田 イチガヤ モリタ										渋谷　関川 シブヤ セキガワ										赤坂　大場 アカサカ オオバ



						オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

																				オンラインPT



						16:15～16:45（30）										16:15～16:45（30）										16:15～16:45（30）										16:15～16:45（30）										16:15～16:45（30）																				16:15～16:45（30）

						or										or										or										or										or										オンラインPT

										or

						16:15～17:15（60）										16:15～17:15（60）										16:15～17:15（60）										16:15～17:15（60）										16:15～17:15（60）										16:15～16:45（30)										16:15～17:15（60）

		17:00																																																						渋谷　関川 シブヤ セキガワ

						赤坂　近間 アカサカ チカマ										渋谷　関川 シブヤ セキガワ										渋谷　石井 シブヤ イシイ										横浜　下村 ヨコハマ シモムラ										水道橋　廣田 スイドウバシ ヒロタ																				六本木　堀米 ロッポンギ ホリゴメ





						オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT



						17:30～18:00（30）										17:30～18:00（30）										17:30～18:00（30）										17:30～18:00（30）										17:30～18:00（30）										17:30～18:00（30）										17:30～18:00（30）

		18:00				or																				or										or										or										or										or

						17:30～18:30（60）										17:30～18:30（60）										17:30～18:30（60）										17:30～18:30（60）										17:30～18:30（60）										17:30～18:30（60）										17:30～18:30（60）



						六本木　會田 ロッポンギ アイタ										赤坂　下原 アカサカ シモハラ										水道橋　小谷野 スイドウバシ コヤノ										六本木　佐々木 ロッポンギ ササキ										市ヶ谷　森田 イチガヤ モリタ										渋谷　関川 シブヤ セキガワ										赤坂　大場 アカサカ オオバ





		19:00				オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

																				オンラインPT



						18:45～19:15（30）										18:45～19:15（30）										18:45～19:15（30）										18:45～19:15（30）										18:45～19:15（30）																				18:45～19:15（30）

						or										or										or										or										or										オンラインPT

										or

						18:45～19:45（60）										18:45～19:45（60）										18:45～19:45（60）										18:45～19:45（60）										18:45～19:45（60）										19:15～19:45（30)										18:45～19:45（60）

																																																								渋谷　関川 シブヤ セキガワ

						赤坂　近間 アカサカ チカマ										渋谷　関川 シブヤ セキガワ										渋谷　石井 シブヤ イシイ										横浜　下村 ヨコハマ シモムラ										水道橋　廣田 スイドウバシ ヒロタ																				六本木　堀米 ロッポンギ ホリゴメ

		20:00

						オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT

										オンラインPT



						20:00～20:30（30）										20:00～20:30（30）										20:00～20:30（30）										20:00～20:30（30）										20:00～20:30（30）										20:00～20:30（30）										20:00～20:30（30）

						六本木　會田 ロッポンギ アイタ										赤坂　下原 アカサカ シモハラ										水道橋　小谷野 スイドウバシ コヤノ										六本木　佐々木 ロッポンギ ササキ										市ヶ谷　森田 イチガヤ モリタ										渋谷　関川 シブヤ セキガワ										赤坂　大場 アカサカ オオバ







































































オンラインPT10日～ 



				　2021年5月10日（月）～5月11日（火）　　オンラインパーソナルトレーニングスケジュール ニチ ゲツ ガツ ニチ カ



				2021年4月27日（火）～5月11日（火）の期間中は、初回のみ30分無料・60分￥3,300（税込）【3,000 円（税別）300 円（税率10%)】 カ キカンチュウ ショカイ プン ムリョウ プン ゼイコ

				でご利用いただけます。是非この機会にオンラインパーソナルトレーニングをお試しください。　

				2回目以降・キャンペーン期間以降は、通常価格の60分6,600 円（税込）【6,000 円（税別）600 円（税率10%）】となります。 カイメイコウ キカン イコウ ツウジョウ カカク

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



		10:00				オンラインPT

										オンラインPT



						10:00～10:30（30）										10:00～10:30（30）

						or										or

						10:00～11:00（60）										10:00～11:00（60）



		11:00				六本木　金森 ロッポンギ カナモリ										市ヶ谷店　森田 イチガヤテン モリタ

																オンラインPT



						オンラインPT

										11:00～11:30（30）

						11:15～11:45（30）										or

						or										11:00～12:00（60）

						11:15～12:15（60）

		12:00														赤坂店　下原 アカサカ テン シモハラ

						赤坂　近間 アカサカ チカマ										オンラインPT



																12:00～12:30（30）

																or

						オンラインPT

										12:00～13:00（60）

						12:30～13:00（30）

		13:00				or										市ヶ谷店　森田 イチガヤテン モリタ

						12:30～13:30（60）										オンラインPT



																13:00～13:30（30）

						六本木　金森 ロッポンギ カナモリ										or

																13:00～14:00（60）



		14:00				オンラインPT

										赤坂店　下原 アカサカ テン シモハラ

						13:45～14:15（30）										オンラインPT



						or										14:00～14:30（30）

						13:45～14:45（60）										or

																14:00～15:00（60）

						赤坂　近間 アカサカ チカマ

		15:00														市ヶ谷　森田 イチガヤ モリタ

						オンラインPT

										オンラインPT



						15:00～15:30（30）										15:00～15:30（30）

						or										or

						15:00～16:00（60）										15:00～16:00（60）



		16:00				六本木　金森 ロッポンギ カナモリ										赤坂　下原 アカサカ シモハラ

																オンラインPT



						オンラインPT

										16:00～16:30（30）

						16:15～16:45（30）										or

						or										16:00～17:00（60）

						16:15～17:15（60）

		17:00														市ヶ谷　森田 イチガヤ モリタ

						赤坂　近間 アカサカ チカマ										オンラインPT



																17:00～17:30（30）

																or

						オンラインPT

										17:00～18:00（60）

						17:30～18:00（30）

		18:00				or										赤坂　下原 アカサカ シモハラ

						17:30～18:30（60）										オンラインPT



																18:00～18:30（30）

						六本木　金森 ロッポンギ カナモリ										or

																18:00～19:00（60）



		19:00				オンラインPT

										市ヶ谷　森田 イチガヤ モリタ

						18:45～19:15（30）										オンラインPT



						or										19:00～19:30（30）

						18:45～19:45（60）										or

																19:00～20:00（60）

						赤坂　近間 アカサカ チカマ

		20:00														赤坂　下原 アカサカ シモハラ

						オンラインPT

										オンラインPT



						20:00～20:30（30）										20:00～20:30（30）

						六本木　金森 ロッポンギ カナモリ										市ヶ谷店　森田 イチガヤテン モリタ







































































image1.png



