
10:00

2021年5月14日最新版

エアロウォーク初中級 エアロビクス＆筋トレ
20:00～20:45 20:00～20:45 20:00～20:45 20:00～20:45 20:00～20:45

 全レッスンどなたでもご参加いただけます。
各ZOOMページでご登録ください。

（お客様のカメラはOFFとなります）

20:00
ZUMBA エアロウォーク初中級 ZUMBA

齋藤 翠 上田 薫 Hiroko 工藤 兼一 上田 薫

Tetsuya 寺田 麻里 Tetsuya 工藤 兼一 上田 薫

19:00
ヨガ ピラティス ヨガ エアロビクス＆筋トレ ヨガ

19:00～19:45 19:00～19:45 19:00～19:45 19:00～19:45 19:00～19:45

18:00
シェイプアップウォーク ヨガ エアロウォーク初級 骨盤エクササイズ エアロビクス＆ストレッチ

【参加方法】
事前にZOOMアプリをダウンロードの上、

各レッスン名をクリックしご登録ください。

18:00～18:45 18:00～18:45 18:00～18:45 18:00～18:45 18:00～18:45

小川 佐幸 坂本 陽子 上田 薫 坂本 陽子 工藤 兼一

渋谷 輝幸

ボディケア
17:00～17:45

17:00

16:00～16:45
エアロウォーク初中級

上田 薫

16:00

坂本 陽子 AI 上田 薫
京極 将城

渋谷 輝幸 齋藤 翠

15:00～15:45 15:00～15:45 15:00～15:45 15:00～15:30 15:00～15:45 15:00～15:45
骨盤エクササイズ ヨガ エアロウォーク初中級 ストレッチ バランス改善 ZUMBA

15:00

京極 将城
渋谷 輝幸 藤田 ひとみ 平石 佳奈子

小川 佐幸
Kugu

14:00～14:30 14:00～14:45 14:00～14:45 14:00～14:45 14:00～14:30 14:00～14:45
楽しく筋トレ バランス改善 ZUMBA エアロビクス＆筋トレ エアロウォーク初級 ピラティス

14:00

渋谷 輝幸 井上 貴裕 森田 泰章 Kugu 小川 佐幸 長南 幸代

13:00～13:45 13:00～13:45 13:00～13:45 13:00～13:45 13:00～13:45 13:00～13:45
ボディケア 楽しく筋トレ＆ストレッチ ボディケア ピラティス ピラティス ダンベルシェイプ

13:00

長南 幸代
12:00～12:30

ストレッチ
12:00

11:00

Kugu
長南 幸代 長南 幸代 平石 佳奈子 長南 幸代

11:00～11:30 11:00～11:45 11:00～11:45 11:00～11:30 11:00～11:45 11:00～11:45
平石 佳奈子

ピラティス&健康体操 エアロビクス＆筋トレ エアロウォーク初級 楽しく筋トレ エアロウォーク初級 エアロウォーク初級

お休み

10:00～10:45 10:00～10:30 10:00～10:30 10:00～10:45 10:00～10:30 10:00～10:45

Kugu
長南 幸代 京極 将城

ピラティス リラックスヨガ es'健康体操 ボディケア やさしいストレッチ リラックスヨガ

森田 泰章
平石 佳奈子

風間 僚太

2021年5月17日（月）～23日（日）オンラインレッスンスケジュール

17日(月) 18日(火) 19日(水) 20日(木) 21日(金) 22日(土) 23日(日)

https://zoom.us/webinar/register/WN_EbRXWMq2TJK92AAoYp4T3A
https://zoom.us/webinar/register/WN_XHmfM1QtQI-TiYIFdsDE5w
https://zoom.us/webinar/register/WN_XZTTJgMuQhWkeF-o-e5-fQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_UrqHPvAbSGyzzrL3joIrrw
https://zoom.us/webinar/register/WN_C9W7-Sl0T3e-YOXwbtLt6w
https://zoom.us/webinar/register/WN_T4i2_QseTbaqakKh6bdrmw
https://zoom.us/webinar/register/WN_4-YICjmTSau_jTMPr30bGw
https://zoom.us/webinar/register/WN_qA6mCrYCQWKeult3t9Dr2Q
https://zoom.us/webinar/register/WN_NATYoqtQQcWCHqY9VCCeEQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_Coh_hjRVT727G3NzPQ88Gw
https://zoom.us/webinar/register/WN_F62C4WvQT8WxDLHs01rsdQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_0msI9IZESr6IsSuvMPqCWg
https://zoom.us/webinar/register/WN_pbNLTts7Qearpc4OpNEDUA
https://zoom.us/webinar/register/WN_Mk82p1DiQJqVP3Wjhxy6tg
https://zoom.us/webinar/register/WN_xwS0LQqYTMq-2if_H5n9Iw
https://zoom.us/webinar/register/WN_m1j1vHflQuCHsWgymc3OPQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_AKNXwew4RE2RkSfOQuUJ_g
https://zoom.us/webinar/register/WN_Zm2BhymcTmW6kaAPHCD5dw
https://zoom.us/webinar/register/WN_MCCP_KC1S-WMBauqytUBTQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_X2AOMFDuSf2sCGuUEqZv5Q
https://zoom.us/webinar/register/WN_LxWnONXtRwyy81t5D5lbZQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_itgSoP6lR12KyNRt7ILRHg
https://zoom.us/webinar/register/WN_SeMlSlx_S9iw6arlSRBOJA
https://zoom.us/webinar/register/WN_J5Wg4kmzTemiYXSKPwTTCg
https://zoom.us/webinar/register/WN_l--5ApcxR0yOc9C7waPVOg
https://zoom.us/webinar/register/WN_pzdJQUBcSuCxBDdnA_QS9A
https://zoom.us/webinar/register/WN_XwAen4vZR4-CcvrQUZIN2g
https://zoom.us/webinar/register/WN_u7lNCh0dTQ-4IIdDUrecxQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_ooV_yzpGRQev-aC-y6bbog
https://zoom.us/webinar/register/WN__OeWhBsYQBOGbLqkuXkanw
https://zoom.us/webinar/register/WN_WVQozM6XTDSouPEN_2kObw
https://zoom.us/webinar/register/WN_EoNdeBTbRjOK8-anrLZ2bg
https://zoom.us/webinar/register/WN_aXNb-V5UTr6ME8UKIDxPKg
https://zoom.us/webinar/register/WN__L2eW5CdQaeXZvtqG4hTCQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_z-EZWZWIROeTn75-Dg02-A
https://zoom.us/webinar/register/WN_iXG9rcQCSRmnLorrcNhAeA
https://zoom.us/webinar/register/WN_oCU1O2lrTVyesTvEUaHMaA
https://zoom.us/webinar/register/WN_9J-tLagUST2Vrmvdz4LXXw
https://zoom.us/webinar/register/WN_knTSjD25RGCMXZ4Zs9mqmQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_XWNp-2YPQp6aEHpUXJOBmg
https://zoom.us/webinar/register/WN_wehZ9nKLQ8u151W0i8tVWg
https://zoom.us/webinar/register/WN_fGJm_LN4RE2jwyAk2yQHtA
https://zoom.us/webinar/register/WN_WXrYx1qWS6WgkkMkb1Iu6A
https://zoom.us/webinar/register/WN_--jzU2eTReuG4NDUuvBlaw
https://zoom.us/webinar/register/WN_XMlCGVZjRL6-N57VWj9GyA
https://zoom.us/webinar/register/WN_TXYFdzGHT-Srn-ZnUwovXQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_9AVq_9kwQveo-OaudNzGdg
https://zoom.us/webinar/register/WN_XjdeQEHDQXGBzBOuSHVqlw


宣言延長時レッスン URL無あり5.17



				2021年5月17日（月）～23日（日）オンラインレッスンスケジュール



						17日(月) ニチ ゲツ										18日(火) ニチ カ										19日(水) ニチ スイ										20日(木) ニチ モク										21日(金) ニチ キン										22日(土) ニチ ド										23日(日) ニチ ニチ



		10:00				ピラティス										リラックスヨガ										es'健康体操 ケンコウ タイソウ										ボディケア										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										10:00～10:30										10:00～10:30										10:00～10:45										10:00～10:30										10:00～10:45

						Kugu										長南 幸代 チョウナン サチヨ										京極 将城 キョウゴク マサル シロ										森田 泰章 モリタ ヤスアキ										平石 佳奈子 ヒライシ カナコ										風間 僚太 カザマ リョウタ





		11:00

						ピラティス&健康体操 ケンコウ タイソウ										エアロビクス＆筋トレ キン										エアロウォーク初級 ショキュウ										楽しく筋トレ タノ キン										エアロウォーク初級 ショキュウ										エアロウォーク初級 ショキュウ

						11:00～11:30										11:00～11:45										11:00～11:45										11:00～11:30										11:00～11:45										11:00～11:45

						Kugu										長南 幸代 チョウナン サチヨ										長南 幸代 チョウナン サチヨ										平石 佳奈子										平石 佳奈子										長南 幸代 チョウナン サチヨ





		12:00

																																																								ストレッチ

																																																								12:00～12:30

																																																								長南 幸代 チョウナン サチヨ





		13:00

						ボディケア										楽しく筋トレ＆ストレッチ タノ キン										ボディケア										ピラティス										ピラティス										ダンベルシェイプ

						13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45

						渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ										井上 貴裕 イノウエ キ										森田 泰章 モリタ ヤスアキ										Kugu										小川 佐幸 オガワ サ サチ										長南 幸代 チョウナン サチヨ





		14:00

						楽しく筋トレ タノ キン										バランス改善 カイゼン										ZUMBA										エアロビクス＆筋トレ アンドキン										エアロウォーク初級 ショキュウ										ピラティス

						14:00～14:30										14:00～14:45										14:00～14:45										14:00～14:45										14:00～14:30										14:00～14:45

						京極 将城 キョウゴク マサル シロ										渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ										藤田 ひとみ フジタ										平石 佳奈子 ヒライシ カナコ										小川 佐幸 オガワ サユキ										Kugu





		15:00

						骨盤エクササイズ コツバン										ヨガ										エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ										ストレッチ										バランス改善 カイゼン										ZUMBA

						15:00～15:45										15:00～15:45										15:00～15:45										15:00～15:30										15:00～15:45										15:00～15:45

						坂本 陽子 サカモト ヨウコ										AI										上田 薫 ウエダ カオル										京極 将城 キョウゴク マサル シロ										渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ										齋藤 翠





		16:00

																																																								エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ

																																																								16:00～16:45

																																																								上田 薫 ウエダ カオル





		17:00

																																																								ボディケア

																																																								17:00～17:45

																																																								渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ





		18:00

						シェイプアップウォーク										ヨガ										エアロウォーク初級 ショキュウ										骨盤エクササイズ コツバン										エアロビクス＆ストレッチ										【参加方法】
事前にZOOMアプリをダウンロードの上、
各レッスン名をクリックしご登録ください。

						18:00～18:45										18:00～18:45										18:00～18:45										18:00～18:45										18:00～18:45

						小川 佐幸 オガワ サユキ										坂本 陽子 サカモト ヨウコ										上田 薫 ウエダ カオル										坂本 陽子 サカモト ヨウコ										工藤 兼一 クドウ ケンイチ





		19:00

						ヨガ										ピラティス										ヨガ										エアロビクス＆筋トレ キン										ヨガ

						19:00～19:45										19:00～19:45										19:00～19:45										19:00～19:45										19:00～19:45

						Tetsuya										寺田 麻里 テラダ マリ										Tetsuya										工藤 兼一 クドウ ケンイチ										上田 薫 ウエダ カオル



																																																								 全レッスンどなたでもご参加いただけます。
各ZOOMページでご登録ください。
（お客様のカメラはOFFとなります）

		20:00

						ZUMBA										エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ										ZUMBA										エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ										エアロビクス＆筋トレ キン

						20:00～20:45										20:00～20:45										20:00～20:45										20:00～20:45										20:00～20:45

						齋藤 翠										上田 薫 ウエダ カオル										Hiroko										工藤 兼一 クドウ ケンイチ										上田 薫 ウエダ カオル









						2021年5月14日最新版 ネン ガツ ニチ サイシンバン

























































https://zoom.us/webinar/register/WN_oCU1O2lrTVyesTvEUaHMaAhttps://zoom.us/webinar/register/WN__OeWhBsYQBOGbLqkuXkanwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_J5Wg4kmzTemiYXSKPwTTCghttps://zoom.us/webinar/register/WN_Zm2BhymcTmW6kaAPHCD5dwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_F62C4WvQT8WxDLHs01rsdQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_T4i2_QseTbaqakKh6bdrmwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_9J-tLagUST2Vrmvdz4LXXwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_WVQozM6XTDSouPEN_2kObwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_l--5ApcxR0yOc9C7waPVOghttps://zoom.us/webinar/register/WN_MCCP_KC1S-WMBauqytUBTQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_0msI9IZESr6IsSuvMPqCWghttps://zoom.us/webinar/register/WN_XZTTJgMuQhWkeF-o-e5-fQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_UrqHPvAbSGyzzrL3joIrrwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_knTSjD25RGCMXZ4Zs9mqmQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_EoNdeBTbRjOK8-anrLZ2bghttps://zoom.us/webinar/register/WN_pzdJQUBcSuCxBDdnA_QS9Ahttps://zoom.us/webinar/register/WN_X2AOMFDuSf2sCGuUEqZv5Qhttps://zoom.us/webinar/register/WN_pbNLTts7Qearpc4OpNEDUAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_qA6mCrYCQWKeult3t9Dr2Qhttps://zoom.us/webinar/register/WN_TXYFdzGHT-Srn-ZnUwovXQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_XWNp-2YPQp6aEHpUXJOBmghttps://zoom.us/webinar/register/WN_aXNb-V5UTr6ME8UKIDxPKghttps://zoom.us/webinar/register/WN_--jzU2eTReuG4NDUuvBlawhttps://zoom.us/webinar/register/WN_XwAen4vZR4-CcvrQUZIN2ghttps://zoom.us/webinar/register/WN_LxWnONXtRwyy81t5D5lbZQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Mk82p1DiQJqVP3Wjhxy6tghttps://zoom.us/webinar/register/WN_NATYoqtQQcWCHqY9VCCeEQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_EbRXWMq2TJK92AAoYp4T3Ahttps://zoom.us/webinar/register/WN_wehZ9nKLQ8u151W0i8tVWghttps://zoom.us/webinar/register/WN__L2eW5CdQaeXZvtqG4hTCQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_u7lNCh0dTQ-4IIdDUrecxQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_itgSoP6lR12KyNRt7ILRHghttps://zoom.us/webinar/register/WN_xwS0LQqYTMq-2if_H5n9Iwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_4-YICjmTSau_jTMPr30bGwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Coh_hjRVT727G3NzPQ88Gwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_XHmfM1QtQI-TiYIFdsDE5whttps://zoom.us/webinar/register/WN_fGJm_LN4RE2jwyAk2yQHtAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_iXG9rcQCSRmnLorrcNhAeAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_z-EZWZWIROeTn75-Dg02-Ahttps://zoom.us/webinar/register/WN_ooV_yzpGRQev-aC-y6bboghttps://zoom.us/webinar/register/WN_SeMlSlx_S9iw6arlSRBOJAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_AKNXwew4RE2RkSfOQuUJ_ghttps://zoom.us/webinar/register/WN_m1j1vHflQuCHsWgymc3OPQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_XMlCGVZjRL6-N57VWj9GyAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_C9W7-Sl0T3e-YOXwbtLt6whttps://zoom.us/webinar/register/WN_9AVq_9kwQveo-OaudNzGdghttps://zoom.us/webinar/register/WN_XjdeQEHDQXGBzBOuSHVqlwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_WXrYx1qWS6WgkkMkb1Iu6A

宣言延長時レッスン URL無し 5.17～



				2021年5月17日（月）～23日（日）オンラインレッスンスケジュール



						17日(月) ニチ ゲツ										18日(火) ニチ カ										19日(水) ニチ スイ										20日(木) ニチ モク										21日(金) ニチ キン										22日(土) ニチ ド										23日(日) ニチ ニチ



		10:00				ピラティス										リラックスヨガ										es'健康体操 ケンコウ タイソウ										ボディケア										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										10:00～10:30										10:00～10:30										10:00～10:45										10:00～10:30										10:00～10:45

						Kugu										長南 幸代 チョウナン サチヨ										京極 将城 キョウゴク マサル シロ										森田 泰章 モリタ ヤスアキ										平石 佳奈子 ヒライシ カナコ										風間 僚太 カザマ リョウタ





		11:00

						健康体操＆ピラティス ケンコウ タイソウ										エアロビクス＆筋トレ キン										エアロウォーク初級 ショキュウ										楽しく筋トレ タノ キン										エアロウォーク初級 ショキュウ										エアロウォーク初級 ショキュウ

						11:00～11:30										11:00～11:45										11:00～11:45										11:00～11:30										11:00～11:45										11:00～11:45

						Kugu										長南 幸代 チョウナン サチヨ										長南 幸代 チョウナン サチヨ										平石 佳奈子										平石 佳奈子										長南 幸代 チョウナン サチヨ





		12:00

																																																								ストレッチ

																																																								12:00～12:30

																																																								長南 幸代 チョウナン サチヨ





		13:00

						ボディケア										楽しく筋トレ＆ストレッチ タノ キン										ボディケア										ピラティス										ピラティス										ダンベルシェイプ

						13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45

						渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ										井上 貴裕 イノウエ キ										森田 泰章 モリタ ヤスアキ										Kugu										小川 佐幸 オガワ サ サチ										長南 幸代 チョウナン サチヨ





		14:00

						楽しく筋トレ タノ キン										バランス改善 カイゼン										ZUMBA										エアロビクス＆筋トレ アンドキン										エアロウォーク初級 ショキュウ										ピラティス

						14:00～14:30										14:00～14:45										14:00～14:45										14:00～14:45										14:00～14:30										14:00～14:45

						京極 将城 キョウゴク マサル シロ										渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ										藤田 ひとみ フジタ										平石 佳奈子 ヒライシ カナコ										小川 佐幸 オガワ サユキ										Kugu





		15:00

						骨盤エクササイズ コツバン										ヨガ										エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ										ストレッチ										バランス改善 カイゼン										ZUMBA

						15:00～15:45										15:00～15:45										15:00～15:45										15:00～15:30										15:00～15:45										15:00～15:45

						坂本 陽子 サカモト ヨウコ										AI										上田 薫 ウエダ カオル										平石 佳奈子 ヒライシ カナコ										渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ										齋藤 翠





		16:00

																																																								エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ

																																																								16:00～16:45

																																																								上田 薫 ウエダ カオル





		17:00

																																																								ボディケア

																																																								17:00～17:45

																																																								渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ





		18:00

						シェイプアップウォーク										ヨガ										エアロウォーク初級 ショキュウ										骨盤エクササイズ コツバン										エアロビクス＆ストレッチ										全レッスンどなたでもご参加いただけます。

事前にZOOMアプリをダウンロードした上で
各レッスンへご登録ください。

レッスン中お客様のカメラはOFFとなります。 ウエ カク チュウ

						18:00～18:45										18:00～18:45										18:00～18:45										18:00～18:45										18:00～18:45

						小川 佐幸 オガワ サユキ										坂本 陽子 サカモト ヨウコ										上田 薫 ウエダ カオル										坂本 陽子 サカモト ヨウコ										工藤 兼一 クドウ ケンイチ





		19:00

						ヨガ										ピラティス										ヨガ										エアロビクス＆筋トレ キン										ヨガ

						19:00～19:45										19:00～19:45										19:00～19:45										19:00～19:45										19:00～19:45

						Tetsuya										寺田 麻里 テラダ マリ										Tetsuya										工藤 兼一 クドウ ケンイチ										上田 薫 ウエダ カオル





		20:00

						ZUMBA										エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ										ZUMBA										エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ										エアロビクス＆筋トレ キン

						20:00～20:45										20:00～20:45										20:00～20:45										20:00～20:45										20:00～20:45

						齋藤 翠										上田 薫 ウエダ カオル										Hiroko										工藤 兼一 クドウ ケンイチ										上田 薫 ウエダ カオル









						2021年5月14日最新版 ネン ガツ ニチ サイシンバン



























































宣言延長時レッスン URLあり5.10日～ 



						2021年5月10日（月）～16日（日）オンラインレッスンスケジュール ニチ ゲツ



						10日(月) ニチ ゲツ										11日(火) ニチ カ										12日(水) ニチ スイ										13日(木) ニチ モク										14日(金) ニチ キン										15日(土) ニチ ド										16日(日) ニチ ニチ



		10:00				ピラティス										リラックスヨガ										es'健康体操 ケンコウ タイソウ										システムメンテナンス
のため午前の配信は
ございません。 ゴゼン ハイシン										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										10:00～10:30										10:00～10:30																				10:00～10:30										10:00～10:45

						Kugu										長南 幸代 チョウナン サチヨ										京極 将城 キョウゴク マサル シロ																				平石 佳奈子 ヒライシ カナコ										風間 僚太 カザマ リョウタ





		11:00

						健康体操＆ピラティス ケンコウ タイソウ										シェイプアップウォーク										エアロウォーク初級 ショキュウ																				エアロウォーク初級 ショキュウ										エアロウォーク初級 ショキュウ

						11:00～11:30										11:00～11:45										11:00～11:45																				11:00～11:45										11:00～11:45

						Kugu										長南 幸代 チョウナン サチヨ										長南 幸代 チョウナン サチヨ																				平石 佳奈子										長南 幸代 チョウナン サチヨ





		12:00

																																																								ストレッチ

																																																								12:00～12:30

																																																								長南 幸代 チョウナン サチヨ





		13:00

						ヨガ										ヨガ										ボディケア										ピラティス										ピラティス										ダンベルシェイプ

						13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45

						坂本 陽子 サカモト ヨウコ										AI										森田 泰章 モリタ ヤスアキ										Kugu										小川 佐幸 オガワ サ サチ										長南 幸代 チョウナン サチヨ





		14:00

						ZUMBA										ピラティス										ヨガ										エアロビクス＆筋トレ アンドキン										エアロウォーク初級 ショキュウ										ピラティス

						14:00～14:45										14:00～14:45										14:00～14:45										14:00～14:45										14:00～14:30										14:00～14:45

						藤田 ひとみ フジタ										井上 貴裕 イノウエ タカヒロ										坂本 陽子 サカモト ヨウコ										長南 幸代 チョウナン サチヨ										小川 佐幸 オガワ サユキ										小川 佐幸 オガワ サ サチ





		15:00

						バランス改善 カイゼン										骨盤エクササイズ コツバン										骨盤エクササイズ コツバン										ヨガ										バランス改善 カイゼン										ZUMBA

						15:00～15:45										15:00～15:45										15:00～15:45										15:00～15:45										15:00～15:45										15:00～15:45

						渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ										坂本 陽子 サカモト ヨウコ										坂本 陽子 サカモト ヨウコ										長南 幸代 チョウナン サチヨ										渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ										齋藤 翠





		16:00

						ピラティス										ヨガ																																								エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ

						16:00～16:45										16:00～16:45																																								16:00～16:45

						工藤 兼一 クドウ ケンイチ										坂本 陽子 サカモト ヨウコ																																								上田 薫 ウエダ カオル





		17:00

																																																								ストレッチ

																																																								17:00～17:30

																																																								上田 薫





		18:00

						楽しく筋トレ タノ キン										ヨガ										エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ										ヨガ										エアロビクス＆ストレッチ										【参加方法】
事前にZOOMアプリをダウンロードの上、
各レッスン名をクリックしご登録ください。

						18:00～18:30										18:00～18:45										18:00～18:45										18:00～18:45										18:00～18:45

						井上 貴裕 イノウエ タカヒロ										工藤 兼一 クドウ ケンイチ										上田 薫 ウエダ カオル										坂本 陽子 サカモト ヨウコ										工藤 兼一 クドウ ケンイチ





		19:00

						ヨガ										ピラティス										ヨガ										エアロビクス＆筋トレ キン										ヨガ

						19:00～19:45										19:00～19:45										19:00～19:45										19:00～19:45										19:00～19:45

						Tetsuya										寺田 麻里 テラダ マリ										Tetsuya										工藤 兼一 クドウ ケンイチ										工藤 兼一 クドウ ケンイチ



																																																								 全レッスンどなたでもご参加いただけます。
各ZOOMページでご登録ください。
（お客様のカメラはOFFとなります）

		20:00

						ZUMBA										シェイプアップウォーク										ZUMBA										エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ										エアロビクス＆筋トレ キン

						20:00～20:45										20:00～20:45										20:00～20:45										20:00～20:45										20:00～20:45

						齋藤 翠										上田 薫 ウエダ カオル										Hiroko										工藤 兼一 クドウ ケンイチ										上田 薫 ウエダ カオル



































































https://zoom.us/webinar/register/WN_7VdXE2_iR3OWG4TVyHDmcwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_uXkNTcW0QDqaBVSqY6gnBAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_XZrEUIpmRZ-CPYHrVF0Jywhttps://zoom.us/webinar/register/WN_kMP_EqVIRq67VuGWdCzTFAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_qxLH1OpfTVOYehyBsxgc5Ahttps://zoom.us/webinar/register/WN_x9mtyx5wQ5m6bMZUzdZBWwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_UOclEvWmTQKqVBnErKUX9ghttps://zoom.us/webinar/register/WN_iUgW9DKgT0GUxGfxtBAToQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_HAuKYE5DRa2qn-WMAjmwHwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Rq-eB0GjTxyysWok3DJC2ghttps://zoom.us/webinar/register/WN_L9S6h1jBQfudYE4AbH_ewwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_RO0NzH_ySACeSB5nD1VVqghttps://zoom.us/webinar/register/WN_36nkM53kRoy2sisN3zjvZghttps://zoom.us/webinar/register/WN_KW4PwL29RxSAG4VBkXb2DQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_QAN_ygVNTs2Q0vVeSjAElghttps://zoom.us/webinar/register/WN_6hbtyyNxTtWqe6-cDxY6GAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_-oLXdRpxQDuLaqXpV1y3jwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_jOTBjH-JT9KddKEX1c4VmAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_UaaHEOryRu2y8N5lEHrj0Qhttps://zoom.us/webinar/register/WN_t_szOYF1SYa_feNHwcNggAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_CDfIPpUDR4mA36XnIVSZwghttps://zoom.us/webinar/register/WN_229zulUmTHqI60CDMWHBfAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_oCiaxVAaQMeVLgyMZtoiSwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Mu7fDZwSRDewiUxDY69z_Qhttps://zoom.us/webinar/register/WN_pGZILAS-ToidtJvv_0FVNQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_533dErRFQv6x1Z4xFrcNrAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_uOkQa8P_QTabTQJAlSA63Qhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Sk3wzVAqQjiEbD3fEdisgAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_DHOIwxMEQvuWRF0a0N9aFAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_K5zhMI86RUC_mEiidrf7uQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Ysx2UrDGQ16u4QwkZjGXcAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_bSZ4fxXuS9WC2FEsPkWZ4ghttps://zoom.us/webinar/register/WN_lA1Q7Q2tS16-9Wdr19W5gAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_mh_NF96JTP68KwIHuPXdewhttps://zoom.us/webinar/register/WN_YJhggrhVT8GmypU13y_pSQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_u85_DTw7QpqnJ95Ba7L9dQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_xnmC_ineR7ehWLJIaGwUOAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_e6JZIP_uTLCezULEJOQVEAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_IH3XSbAZTleOYAv2XwPp4ghttps://zoom.us/webinar/register/WN_ecjPWq-KT9WZFsqHnMlB7Qhttps://zoom.us/webinar/register/WN_wHvkr4-cTpObqNzTz5TZmQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_TuOZL9fRQdKI8t4WmsPG3Qhttps://zoom.us/webinar/register/WN_J0Xj9jFtS62_Yjkog7Ltuwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_FGwzyQB8Sn-8VqIIW6Y5tQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_y4YGE2_ITWOKz4F3FEojfAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_nCGpQ8uXRouX9Z3f05MOOwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Yuf8A7hxRpqOX4bVzVo4IAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Zen5WdjlR9G5Xl734Th0nA

宣言延長時レッスン URL無し 5.10日～



				2021年5月10日（月）～16日（日）オンラインレッスンスケジュール



						10日(月) ニチ ゲツ										11日(火) ニチ カ										12日(水) ニチ スイ										13日(木) ニチ モク										14日(金) ニチ キン										15日(土) ニチ ド										16日(日) ニチ ニチ



		10:00				ピラティス										リラックスヨガ										es'健康体操 ケンコウ タイソウ										システムメンテナンス
のため午前の配信は
ございません。 ゴゼン ハイシン										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										10:00～10:30										10:00～10:30																				10:00～10:30										10:00～10:45

						Kugu										長南 幸代 チョウナン サチヨ										京極 将城 キョウゴク マサル シロ																				平石 佳奈子 ヒライシ カナコ										風間 僚太 カザマ リョウタ																																ピラティス										リラックスヨガ

																																																																																								10:00～10:45										10:00～10:30

																																																																																								Kugu										長南 幸代 チョウナン サチヨ

		11:00

						健康体操＆ピラティス ケンコウ タイソウ										シェイプアップウォーク										エアロウォーク初級 ショキュウ																				エアロウォーク初級 ショキュウ										エアロウォーク初級 ショキュウ

						11:00～11:30										11:00～11:45										11:00～11:45																				11:00～11:45										11:00～11:45

						Kugu										長南 幸代 チョウナン サチヨ										長南 幸代 チョウナン サチヨ																				平石 佳奈子										長南 幸代 チョウナン サチヨ																																健康体操＆ピラティス ケンコウ タイソウ										シェイプアップウォーク

																																																																																								11:00～11:30										11:00～11:45

																																																																																								Kugu										長南 幸代 チョウナン サチヨ

		12:00

																																																								ストレッチ

																																																								12:00～12:30

																																																								長南 幸代 チョウナン サチヨ





		13:00

						ヨガ										ヨガ										ボディケア										ピラティス										ピラティス										ダンベルシェイプ

						13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45

						坂本 陽子 サカモト ヨウコ										AI										森田 泰章 モリタ ヤスアキ										Kugu										小川 佐幸 オガワ サ サチ										長南 幸代 チョウナン サチヨ																																ヨガ										ヨガ

																																																																																								13:00～13:45										13:00～13:45

																																																																																								梅田 陽一 ウメダ ヨウイチ										AI

		14:00

						ZUMBA										ピラティス										ヨガ										エアロビクス＆筋トレ アンドキン										エアロウォーク初級 ショキュウ										ピラティス

						14:00～14:45										14:00～14:45										14:00～14:45										14:00～14:45										14:00～14:30										14:00～14:45

						藤田 ひとみ フジタ										井上 貴裕 イノウエ タカヒロ										坂本 陽子 サカモト ヨウコ										長南 幸代 チョウナン サチヨ										小川 佐幸 オガワ サユキ										小川 佐幸 オガワ サ サチ																																ZUMBA										ピラティス

																																																																																								14:00～14:45										14:00～14:45

																																																																																								藤田 ひとみ フジタ										井上 貴裕 イノウエ タカヒロ

		15:00

						バランス改善 カイゼン										骨盤エクササイズ コツバン										骨盤エクササイズ コツバン										ヨガ										バランス改善 カイゼン										ZUMBA

						15:00～15:45										15:00～15:45										15:00～15:45										15:00～15:45										15:00～15:45										15:00～15:45

						渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ										坂本 陽子 サカモト ヨウコ										坂本 陽子 サカモト ヨウコ										長南 幸代 チョウナン サチヨ										渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ										齋藤 翠																																バランス改善 カイゼン										骨盤エクササイズ コツバン

																																																																																								15:00～15:45										15:00～15:45

																																																																																								渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ										坂本 陽子 サカモト ヨウコ

		16:00

						ピラティス										ヨガ																																								エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ

						16:00～16:45										16:00～16:45																																								16:00～16:45

						工藤 兼一 クドウ ケンイチ										坂本 陽子 サカモト ヨウコ																																								上田 薫 ウエダ カオル																																ピラティス										ヨガ

																																																																																								16:00～16:45										16:00～16:45

																																																																																								工藤 兼一 クドウ ケンイチ										坂本 陽子 サカモト ヨウコ

		17:00

																																																								ストレッチ

																																																								17:00～17:30

																																																								上田 薫





		18:00

						楽しく筋トレ タノ キン										ヨガ										エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ										ヨガ										エアロビクス＆ストレッチ										【参加方法】
事前にZOOMアプリをダウンロードの上、
各レッスン名をクリックしご登録ください。

						18:00～18:30										18:00～18:45										18:00～18:45										18:00～18:45										18:00～18:45

						井上 貴裕 イノウエ タカヒロ										工藤 兼一 クドウ ケンイチ										上田 薫 ウエダ カオル										坂本 陽子 サカモト ヨウコ										工藤 兼一 クドウ ケンイチ																																										楽しく筋トレ タノ キン										ヨガ

																																																																																								18:00～18:30										18:00～18:45

																																																																																								井上 貴裕 イノウエ タカヒロ										工藤 兼一 クドウ ケンイチ

		19:00

						ヨガ										ピラティス										ヨガ										エアロビクス＆筋トレ キン										ヨガ

						19:00～19:45										19:00～19:45										19:00～19:45										19:00～19:45										19:00～19:45

						Tetsuya										寺田 麻里 テラダ マリ										Tetsuya										工藤 兼一 クドウ ケンイチ										工藤 兼一 クドウ ケンイチ																																										ヨガ										ピラティス

																																																																																								19:00～19:45										19:00～19:45

																																																								 全レッスンどなたでもご参加いただけます。
各ZOOMページでご登録ください。
（お客様のカメラはOFFとなります）																																Tetsuya										寺田 麻里 テラダ マリ

		20:00

						ZUMBA										シェイプアップウォーク										ZUMBA										エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ										エアロビクス＆筋トレ キン

						20:00～20:45										20:00～20:45										20:00～20:45										20:00～20:45										20:00～20:45

						齋藤 翠										上田 薫 ウエダ カオル										Hiroko										工藤 兼一 クドウ ケンイチ										上田 薫 ウエダ カオル																																										ZUMBA										シェイプアップウォーク

																																																																																								20:00～20:45										20:00～20:45

																																																																																								齋藤 翠										上田 薫 ウエダ カオル































































https://zoom.us/webinar/register/WN_DHOIwxMEQvuWRF0a0N9aFAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_ecjPWq-KT9WZFsqHnMlB7Q

緊急事態宣言中のレッスン URL無し 5.3~5.11 



				　2021年5月3日（月）～5月11日（日）　　オンラインレッスンスケジュール ニチ ゲツ



						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日(月) ニチ ゲツ										11日(火) ニチ カ



		10:00				ピラティス										ヨガ										エアロウォーク初中級 ショ チュウ キュウ										es'健康体操 ケンコウ タイソウ										ボディケア										リラックスヨガ										お休み ヤス				ピラティス										リラックスヨガ

						10:00～10:45										10:00～10:45										10:00～10:45										10:00～10:30										10:00～10:45										10:00～10:45														10:00～10:45										10:00～10:30

						小川 佐幸 オガワ サユキ										Tetsuya										工藤 兼一 クドウ ケンイチ										井上 貴裕 イノウエ タカヒロ										森田 泰章 モリタ ヤスアキ										風間 僚太 カザマ リョウタ														Kugu										長南 幸代 チョウナン サチヨ





		11:00

						エアロウォーク初級 ショキュウ										エアロウォーク初級 ショキュウ										ピラティス										ヨガ										シェイプアップウォーク										エアロウォーク初級 ショキュウ														健康体操＆ピラティス ケンコウ タイソウ										シェイプアップウォーク

						11:00～11:30										11:00～11:45										11:00～11:45										11:00～11:45										11:00～11:45										11:00～11:45														11:00～11:30										11:00～11:45

						小川 佐幸										長南 幸代 チョウナン サチヨ										井上 貴裕 イノウエ タカヒロ										Tetsuya										工藤 兼一 クドウ ケンイチ										長南 幸代 チョウナン サチヨ														Kugu										長南 幸代 チョウナン サチヨ





		12:00

																																														ストレッチ										ストレッチ

																																														12:00～12:30										12:00～12:30

																																														工藤 兼一 クドウ ケンイチ										長南 幸代 チョウナン サチヨ





		13:00

						ZUMBA										ヨガ										ボディケア										ピラティス										ヨガ										ダンベルシェイプ														ヨガ										ヨガ

						13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45														13:00～13:45										13:00～13:45

						齋藤 翠										AI										森田 泰章 モリタ ヤスアキ										井上 貴裕 イノウエ タカヒロ										Tetsuya										長南 幸代 チョウナン サチヨ														梅田 陽一 ウメダ ヨウイチ										AI





		14:00

						ピラティス										エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ										楽しく筋トレ タノ キン										コンバットBEAT										エアロウォーク初級 ショキュウ										ピラティス														ZUMBA										ピラティス

						14:00～14:45										14:00～14:45										14:00～14:30										14:00～14:30										14:00～14:30										14:00～14:45														14:00～14:45										14:00～14:45

						Kugu										工藤 兼一 クドウ ケンイチ										京極 将城 キョウゴク ショウ シロ										橋本 祐磨 ハシモト ユウマ										小川 佐幸 オガワ サユキ										Kugu														藤田 ひとみ フジタ										井上 貴裕 イノウエ タカヒロ





		15:00

						ストレッチ										ピラティス										シェイプアップウォーク										エナジーBEAT										ピラティス										シェイプアップウォーク														バランス改善 カイゼン										骨盤エクササイズ コツバン

						15:00～15:30										15:00～15:30										15:00～15:45										15:00～15:30										15:00～15:45										15:00～15:45														15:00～15:45										15:00～15:45

						京極 将城 キョウゴク ショウ シロ										工藤 兼一 クドウ ケンイチ										上田 薫 ウエダ カオル										小出 優佳 コイデ ユウ ケイ										小川 佐幸 オガワ サユキ										小川 佐幸 オガワ サ サチ														渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ										坂本 陽子 サカモト ヨウコ





		16:00																																		ストレッチ

						コンバットBEAT										ダンベルシェイプ										バランス改善 カイゼン										15:45～16:15										ボディケア										エアロビクス＆筋トレ キン														ピラティス										ヨガ

						16:00～16:45										16:00～16:45										16:00～16:45										関川 茜 セキカワ アカネ										16:00～16:45										16:00～16:45														16:00～16:45										16:00～16:45

						京極 将城 キョウゴク ショウ シロ										長南 幸代 チョウナン サチヨ										渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ																				渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ										上田 薫 ウエダ カオル														工藤 兼一 クドウ ケンイチ										坂本 陽子 サカモト ヨウコ

																																				コンバットBEAT

																																				16:30～17:00

		17:00																																		関川 茜 セキカワ アカネ

																ストレッチ																																								エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ

																17:00～17:30																																								17:00～17:45

																長南 幸代 チョウナン サチヨ																																								上田 薫 ウエダ カオル





		18:00

						【参加方法】
事前にZOOMアプリをダウンロードの上、
各レッスン名をクリックしご登録ください。 ジゼン ウエ																														ヨガ										エナジーBEAT																								楽しく筋トレ タノ キン										ヨガ

																																				18:00～18:30										＆ストレッチ																								18:00～18:30										18:00～18:45

																																				工藤 兼一 クドウ ケンイチ										18:00～18:40																								井上 貴裕 イノウエ タカヒロ										工藤 兼一 クドウ ケンイチ

																																														鈴木 有紀 スズキ ユキ



		19:00

																																				ダンベルシェイプ										ヨガ																								ヨガ										ピラティス

																																				19:00～19:45										19:00～19:45																								19:00～19:45										19:00～19:45

																																				工藤 兼一 クドウ ケンイチ										Tetsuya																								Tetsuya										寺田 麻里 テラダ マリ



						  全レッスンどなたでもご参加いただけます。
各ZOOMページでご登録ください。
（お客様のカメラはOFFとなります） ゼン キャクサマ

		20:00

																																				シェイプアップウォーク										エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ																								ZUMBA										シェイプアップウォーク

																																				20:00～20:45										20:00～20:45																								20:00～20:45										20:00～20:45

																																				工藤 兼一 クドウ ケンイチ										上田 薫 ウエダ カオル																								齋藤 翠										上田 薫 ウエダ カオル







































































緊急事態宣言中のレッスン URL入り　5.3~5.11



				　2021年5月3日（月）～5月11日（日）　　オンラインレッスンスケジュール ニチ ゲツ



						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日(月) ニチ ゲツ										11日(火) ニチ カ



		10:00				ピラティス										ヨガ										エアロウォーク初中級 ショ チュウ キュウ										es'健康体操 ケンコウ タイソウ										ボディケア										リラックスヨガ										お休み ヤス				ピラティス										リラックスヨガ

						10:00～10:45										10:00～10:45										10:00～10:45										10:00～10:30										10:00～10:45										10:00～10:45														10:00～10:45										10:00～10:30

						小川 佐幸 オガワ サユキ										Tetsuya										工藤 兼一 クドウ ケンイチ										井上 貴裕 イノウエ タカヒロ										森田 泰章 モリタ ヤスアキ										風間 僚太 カザマ リョウタ														Kugu										長南 幸代 チョウナン サチヨ





		11:00

						エアロウォーク初級 ショキュウ										エアロウォーク初級 ショキュウ										ピラティス										ヨガ										シェイプアップウォーク										エアロウォーク初級 ショキュウ														健康体操＆ピラティス ケンコウ タイソウ										シェイプアップウォーク

						11:00～11:30										11:00～11:45										11:00～11:45										11:00～11:45										11:00～11:45										11:00～11:45														11:00～11:30										11:00～11:45

						小川 佐幸										長南 幸代 チョウナン サチヨ										井上 貴裕 イノウエ タカヒロ										Tetsuya										工藤 兼一 クドウ ケンイチ										長南 幸代 チョウナン サチヨ														Kugu										長南 幸代 チョウナン サチヨ





		12:00

																																														ストレッチ										ストレッチ

																																														12:00～12:30										12:00～12:30

																																														工藤 兼一 クドウ ケンイチ										長南 幸代 チョウナン サチヨ





		13:00

						ZUMBA										ヨガ										ボディケア										ピラティス										ヨガ										ダンベルシェイプ														ヨガ										ヨガ

						13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45										13:00～13:45														13:00～13:45										13:00～13:45

						齋藤 翠										AI										森田 泰章 モリタ ヤスアキ										井上 貴裕 イノウエ タカヒロ										Tetsuya										長南 幸代 チョウナン サチヨ														梅田 陽一 ウメダ ヨウイチ										AI





		14:00

						ピラティス										エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ										楽しく筋トレ タノ キン										コンバットBEAT										エアロウォーク初級 ショキュウ										ピラティス														ZUMBA										ピラティス

						14:00～14:45										14:00～14:45										14:00～14:30										14:00～14:30										14:00～14:30										14:00～14:45														14:00～14:45										14:00～14:45

						Kugu										工藤 兼一 クドウ ケンイチ										京極 将城 キョウゴク ショウ シロ										橋本 祐磨 ハシモト ユウマ										小川 佐幸 オガワ サユキ										Kugu														藤田 ひとみ フジタ										井上 貴裕 イノウエ タカヒロ





		15:00

						ストレッチ										ピラティス										シェイプアップウォーク										エナジーBEAT										ピラティス										シェイプアップウォーク														バランス改善 カイゼン										骨盤エクササイズ コツバン

						15:00～15:30										15:00～15:30										15:00～15:45										15:00～15:30										15:00～15:45										15:00～15:45														15:00～15:45										15:00～15:45

						京極 将城 キョウゴク ショウ シロ										工藤 兼一 クドウ ケンイチ										上田 薫 ウエダ カオル										小出 優佳 コイデ ユウ ケイ										小川 佐幸 オガワ サユキ										小川 佐幸 オガワ サ サチ														渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ										坂本 陽子 サカモト ヨウコ





		16:00																																		ストレッチ

						コンバットBEAT										ダンベルシェイプ										バランス改善 カイゼン										15:45～16:15										ボディケア										エアロビクス＆筋トレ キン														ピラティス										ヨガ

						16:00～16:45										16:00～16:45										16:00～16:45										関川 茜 セキカワ アカネ										16:00～16:45										16:00～16:45														16:00～16:45										16:00～16:45

						京極 将城 キョウゴク ショウ シロ										長南 幸代 チョウナン サチヨ										渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ																				渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ										上田 薫 ウエダ カオル														工藤 兼一 クドウ ケンイチ										坂本 陽子 サカモト ヨウコ

																																				コンバットBEAT

																																				16:30～17:00

		17:00																																		関川 茜 セキカワ アカネ

																ストレッチ																																								エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ

																17:00～17:30																																								17:00～17:45

																長南 幸代 チョウナン サチヨ																																								上田 薫 ウエダ カオル





		18:00

						【参加方法】
事前にZOOMアプリをダウンロードの上、
各レッスン名をクリックしご登録ください。 ジゼン ウエ																														ヨガ										エナジーBEAT
＆ストレッチ																								楽しく筋トレ タノ キン										ヨガ

																																				18:00～18:30																																		18:00～18:30										18:00～18:45

																																				工藤 兼一 クドウ ケンイチ										18:00～18:40																								井上 貴裕 イノウエ タカヒロ										工藤 兼一 クドウ ケンイチ

																																														鈴木 有紀 スズキ ユキ



		19:00

																																				ダンベルシェイプ										ヨガ																								ヨガ										ピラティス

																																				19:00～19:45										19:00～19:45																								19:00～19:45										19:00～19:45

																																				工藤 兼一 クドウ ケンイチ										Tetsuya																								Tetsuya										寺田 麻里 テラダ マリ



						  全レッスンどなたでもご参加いただけます。
各ZOOMページでご登録ください。
（お客様のカメラはOFFとなります） ゼン キャクサマ

		20:00

																																				シェイプアップウォーク										エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ																								ZUMBA										シェイプアップウォーク

																																				20:00～20:45										20:00～20:45																								20:00～20:45										20:00～20:45

																																				工藤 兼一 クドウ ケンイチ										上田 薫 ウエダ カオル																								齋藤 翠										上田 薫 ウエダ カオル





































































https://zoom.us/webinar/register/WN_Ss7n-4okTDKHzwkI9t10tghttps://zoom.us/webinar/register/WN_pz3nfSTZTdOsBcbtRgp36Ahttps://zoom.us/webinar/register/WN_KzbWktkLQaiglRGIoZP6gAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_AGdg-I0mQcekJJ2mqwkVrwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_nhaHEzZmSHmpWdoMoeBNTghttps://zoom.us/webinar/register/WN_HtZgGsdSTyWICQSsFYfg_ghttps://zoom.us/webinar/register/WN_g8-0l0oQS_2JHIOViSh7KQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_JLzK6byLRe6jdbUtf9P4rQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_t0SoZLIyTOaMJ5d9-dDYFghttps://zoom.us/webinar/register/WN_KKE8_Wd_TpSlqDGJpd3QxAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_3JmHAPlGT6y7DRMzEKRUfAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_APKO3jXvQ7Sjzti4UP_KvQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_wPmQprOZSlOv7a9UqiNbawhttps://zoom.us/webinar/register/WN_6FY15yJoSC2HEVfxF5ZnPQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_pqPwSaoOQyWT9Ku524KN0Qhttps://zoom.us/webinar/register/WN_PwAsNxECS2iD2JelMfvFhAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_0m1YfrxuSw2smfzrN0vgighttps://zoom.us/webinar/register/WN_SdvtclffSO-MsbjDuyituwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_a0ggkLlzTp6wU57l7TRxmQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_GAkUlrabQDKI6OP45C314Qhttps://zoom.us/webinar/register/WN_SAWLBojwTJCdgqXmQsXQzQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_HGeCIURPTHClKLqi2mmEDQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_lgG1V_c0QNm6SYhku0A5aQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_0MWeuA2ZSYaNSA54005YpAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_JnEZG_9dRJKXRYN2LAk6yAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_a0oKNEUNTcuDNgLVBOHEzQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_XaRM63d3TGSTUm3YEbf7Wwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_71PF0PH9TRaacyfhDesolQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_pnsdtvkMRSewTWdXekm_kwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_qjDoVeaCQJmLht_6GjwcCAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_9UWyDpjgTjOfUAJ0Hgg3cAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_eNmfe_1BRTKNQaypKD6efQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_yOkFMbw3TBad5XdMWkIuTghttps://zoom.us/webinar/register/WN_YZztA9trTP6oR-9t7M058Ahttps://zoom.us/webinar/register/WN_NRC5O1vHSsaJ2VYhjDjUrwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_EKIh3wZsQgKOvfjw0MolmQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_gw1p3lLfTQO7dWY52vQn9Qhttps://zoom.us/webinar/register/WN_NQd2cX75QNaKssFnTpXDbQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_HfWVrcblSIOIo_r8oBPcxQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_KaVQvgqZQ1igCvF1iwqgTAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_zBl_6rvNTYiqYR4dvAjztghttps://zoom.us/webinar/register/WN_8zha5SoGTUaMtHBaAn1asghttps://zoom.us/webinar/register/WN_Mu7fDZwSRDewiUxDY69z_Qhttps://zoom.us/webinar/register/WN_pGZILAS-ToidtJvv_0FVNQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_vVugPNonReaFzIpkv7Vb0whttps://zoom.us/webinar/register/WN_533dErRFQv6x1Z4xFrcNrAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_533dErRFQv6x1Z4xFrcNrAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Sk3wzVAqQjiEbD3fEdisgAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_DHOIwxMEQvuWRF0a0N9aFAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_K5zhMI86RUC_mEiidrf7uQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Ysx2UrDGQ16u4QwkZjGXcAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_bSZ4fxXuS9WC2FEsPkWZ4ghttps://zoom.us/webinar/register/WN_lA1Q7Q2tS16-9Wdr19W5gAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_YJhggrhVT8GmypU13y_pSQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_u85_DTw7QpqnJ95Ba7L9dQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_rO54wOxjT5yxoj8p10JD4whttps://zoom.us/webinar/register/WN_xnmC_ineR7ehWLJIaGwUOAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_e6JZIP_uTLCezULEJOQVEAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_IH3XSbAZTleOYAv2XwPp4ghttps://zoom.us/webinar/register/WN_ecjPWq-KT9WZFsqHnMlB7Qhttps://zoom.us/webinar/register/WN_wHvkr4-cTpObqNzTz5TZmQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_TuOZL9fRQdKI8t4WmsPG3Qhttps://zoom.us/webinar/register/WN_23pGO8brRBmkLwIGFsKYfwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_sICdKSguS56YyqjDz5NwvQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_-buNFlW1Rby63lRPUNQcaw

緊急事態宣言中のレッスン URL入り4.26～



				　2021年4月26日（月）～5月2日（日）　　オンラインレッスンスケジュール ニチ ゲツ ガツ ニチ ニチ



						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				ピラティス										リラックスヨガ										es'健康体操										ヨガ										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										10:00～10:30										10:00～10:30										10:00～10:40										10:00～10:30										10:00～10:30

						Kugu										長南 幸代 チョウナン サチヨ										京極 将城 マサル シロ										坂本陽子 サカモト ヨウコ										平石 佳奈子 カナコ										風間 僚太 カザマ リョウタ





		11:00

																シェイプアップウォーク										エアロウォーク初級 ショキュウ										骨盤エクササイズ コツバン										エアロウォーク初級 ショキュウ										シェイプアップウォーク

																11:00～11:40										11:00～11:40										11:00～11:40										11:00～11:40										11:00～11:40

																長南 幸代 チョウナン サチヨ										長南 幸代 チョウナン サチヨ										坂本陽子 サカモトヨウコ										平石 佳奈子 カナコ										長南 幸代 チョウナン サチヨ





		12:00

																																				ヨガ																				ストレッチ

																																				12:00～12:40																				12:00～12:40

																																				Tetsuya																				長南 幸代 チョウナン サチヨ

																ヴィンヤサヨーガ

																12:30～13:15

		13:00														Tetsuya

																										ヨガ										ピラティス										ヨガ										ダンベルシェイプ

																										13:00～13:40										13:00～13:40										13:00～13:40										13:00～13:40

																										Tetsuya										Kugu										梅田 陽一 ウメダ ヨウイチ										長南 幸代 チョウナン サチヨ





		14:00

																骨盤エクササイズ コツバン										ZUMBA										シェイプアップウォーク										骨盤エクササイズ コツバン										ピラティス

																14:00～14:40										14:00～14:40										14:00～14:40										14:00～14:40										14:00～14:40

																坂本 陽子 サカモト ヨウコ										藤田ひとみ フジタ										工藤兼一 クドウ ケンイチ										坂本 陽子 サカモト ヨウコ										小川佐幸 オガワサユキ





		15:00

																ヨガ										エアロウォーク初中級										ダンベルシェイプ										エアロウォーク初級 ショキュウ										エアロウォーク初級 ショキュウ

																15:00～15:40										15:00～15:45										15:00～15:40										15:00～15:30										15:00～15:30

																坂本 陽子 サカモト ヨウコ										上田 薫										工藤兼一 クドウ ケンイチ										小川 佐幸 オガワ サユキ										小川佐幸 オガワ サユキ





		16:00

																										ピラティス																				ピラティス										エアロビクス＆筋トレ キン

																										16:00～16:40																				16:00～16:45										16:00～16:40

																										Kugu																				小川 佐幸 オガワ サユキ										上田 薫 ウエダ カオル





		17:00

																																																								エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ

																																																								17:00～17:40

																																																								上田 薫 ウエダ カオル





		18:00

																ヨガ																																								【参加方法】
各レッスン名をクリックし
ご登録ください。 サンカ ホウホウ メイ

																18:00～18:40

																工藤 兼一

																										ストレッチ																				コンバットBEAT

																										18:30～19:00																				18:30～19:00

		19:00																								上田　薫 ウエダ カオル																				京極 将城 キョウゴク マサル シロ

																ピラティス																																								
 １レッスン\1,100円(税込)
外部サイトCoubicにて
ご予約ください。

																19:00～19:40										エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ																				ヨガ

																寺田 麻里 テラダ マリ										19:10～19:50																				19:10～19:50

																										上田 薫 ウエダ カオル																				Tetsuya



		20:00

						ZUMBA										シェイプアップウォーク										ZUMBA																				エアロビクス＆筋トレ キン										
  どなたでもご参加いただけます。
各ZOOMページでご登録ください。

						20:00～20:40										20:00～20:40										20:00～20:40																				20:00～20:40

						齋藤 翠										上田 薫 ウエダ カオル										Hiroko																				上田薫 ウエダ カオル





































































無料レッスン枠

有料レッスン枠

https://coubic.com/esforta-online-service/715778https://coubic.com/esforta-online-service/872590https://zoom.us/webinar/register/WN_nEq82N2bQXiEsXDBf4F7oAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Jdeqyvh0QhCF6CFsN2FMKAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_s4UocaRaSkOXHeca6rathghttps://zoom.us/webinar/register/WN_t05yyClLQUa3MOQGzA9D7Ahttps://zoom.us/webinar/register/WN_ZwwS_JAoSfOccQ05h5Mbbwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_eUcaTmOpSTS1IEqXbhCs_Ahttps://zoom.us/webinar/register/WN_E6hTCDOHRbqezkKI9c_wYQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_g4kQAoq6QvOJ9rAqC_l_hwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_FQ4U9lWIRyKcOJv8jYC1DQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_3b_YAql8SHe8MPBOsLOOxghttps://zoom.us/webinar/register/WN_0W0WparBSJiDB8XTH3KiAwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_YJS6ME4pT9yY9StKB7hCVQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Qq5xRzRyTYKt_TsjI1sQqwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_TmN-oQQBT_CmSdFv5mFRFwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_YJkmr-N4RR6P7kIsf1u2OQhttps://zoom.us/webinar/register/WN__tIaKMfqSQGmC2qCkXPOUwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_j5pGDaUGT6KNWFC9Aem3HQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_F0Ugc5etQNK6kvh73N9_vAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_liZxCpgHSLCPmzhJvRTpAwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Zth26sK6S0q3E1A8_XJYLghttps://zoom.us/webinar/register/WN_yCxvaqmBSJa6029WzKsnrQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_ma3JLAtyRLqkYQPlCzkv7Qhttps://zoom.us/webinar/register/WN_iy05W9L8QCW4qAdwvaYpQQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_iNm0jt4tQaSp5mmx4GfiOwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_UeCfJ4KYQBKoRGDV-U2tbghttps://zoom.us/webinar/register/WN_FastupzzTdyYpTPxT8YCtAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_T9Yclv0FSYacWMmCyb4jLQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Frgu87o8QgOKXVtLmDXMvwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_ISXEEoAkS32wF5Qte3aZtwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_CXhyGZl8Q4mFz6d9SMAWuAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_pIgyYYpcS96msKBNSJxLVQhttps://coubic.com/esforta-online-service/609655https://zoom.us/webinar/register/WN_-OAOz-UARZmzU1RuS5Iz6ghttps://zoom.us/webinar/register/WN_Id-hbb3CRBuvqd8u_z21TQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_o5qzi26dSv2Ss-iNWTQaDAhttps://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_P7OemJrGRDmo57cf2RWl4w

緊急事態宣言中のレッスン URL無し4.26～



				　2021年4月26日（月）～5月2日（日）　　オンラインレッスンスケジュール ニチ ゲツ



						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				ピラティス
10:00～10:45										リラックスヨガ										es'健康体操										ヨガ										やさしいストレッチ										リラックスヨガ										お休み ヤス

																10:00～10:30										10:00～10:30										10:00～10:40										10:00～10:30										10:00～10:30

						Kugu										長南 幸代 チョウナン サチヨ										京極 将城 マサル シロ										坂本陽子 サカモト ヨウコ										平石 佳奈子 カナコ										風間 僚太 カザマ リョウタ





		11:00

																シェイプアップウォーク										エアロウォーク初級 ショキュウ										骨盤エクササイズ コツバン										エアロウォーク初級 ショキュウ										シェイプアップウォーク

																11:00～11:40										11:00～11:40										11:00～11:40										11:00～11:40										11:00～11:40

																長南 幸代 チョウナン サチヨ										長南 幸代 チョウナン サチヨ										坂本陽子 サカモトヨウコ										平石 佳奈子 カナコ										長南 幸代 チョウナン サチヨ





		12:00

																																				ヨガ																				ストレッチ

																																				12:00～12:40																				12:00～12:40

																																				Tetsuya																				長南 幸代 チョウナン サチヨ

																ヴィンヤサヨーガ
12:30～13:15



		13:00														Tetsuya

																										ヨガ										ピラティス										ヨガ										ダンベルシェイプ

																										13:00～13:40										13:00～13:40										13:00～13:40										13:00～13:40

																										Tetsuya										Kugu										梅田 陽一 ウメダ ヨウイチ										長南 幸代 チョウナン サチヨ





		14:00

																骨盤エクササイズ コツバン										ZUMBA										シェイプアップウォーク										骨盤エクササイズ コツバン										ピラティス

																14:00～14:40										14:00～14:40										14:00～14:40										14:00～14:40										14:00～14:40

																坂本 陽子 サカモト ヨウコ										藤田ひとみ フジタ										工藤兼一 クドウ ケンイチ										坂本 陽子 サカモト ヨウコ										小川佐幸 オガワサユキ





		15:00

																ヨガ										エアロウォーク初中級
15:00～15:45										ダンベルシェイプ										エアロウォーク初級 ショキュウ										エアロウォーク初級 ショキュウ

																15:00～15:40																				15:00～15:45										15:00～15:30										15:00～15:30

																坂本 陽子 サカモト ヨウコ										上田 薫										工藤兼一 クドウ ケンイチ										小川 佐幸 オガワ サユキ										小川佐幸 オガワ サユキ





		16:00

																										ピラティス																				ピラティス
16:00～16:45										エアロビクス＆筋トレ キン

																										16:00～16:40																														16:00～16:40

																										Kugu																				小川 佐幸 オガワ サユキ										上田 薫 ウエダ カオル





		17:00

																																																								エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ

																																																								17:00～17:40

																																																								上田 薫 ウエダ カオル





		18:00

																ヨガ																																								【参加方法】
各レッスン名をクリックし
ご登録ください。 サンカ ホウホウ メイ

																18:00～18:40

																工藤 兼一

																										ストレッチ																				コンバットBEAT

																										18:30～19:00																				18:30～19:00

		19:00																								上田　薫 ウエダ カオル																				京極 将城 キョウゴク マサル シロ

																ピラティス																																								
 １レッスン\1,100円(税込)
外部サイトCoubicにて
ご予約ください。

																19:00～19:40										エアロウォーク初中級 ショ チュウキュウ																				ヨガ

																寺田 麻里 テラダ マリ										19:10～19:50																				19:10～19:50

																										上田 薫 ウエダ カオル																				Tetsuya



		20:00

						ZUMBA										シェイプアップウォーク										ZUMBA																				エアロビクス＆筋トレ キン										
  どなたでもご参加いただけます。
各ZOOMページでご登録ください。

						20:00～20:40										20:00～20:40										20:00～20:40																				20:00～20:40

						齋藤 翠										上田 薫 ウエダ カオル										Hiroko																				上田薫 ウエダ カオル





































































無料レッスン枠

有料レッスン枠



縦版最終版URLあり 



		　2021年5月　　オンラインレッスンスケジュール



				月 ツキ										火 カ										水 ミズ										木 キ										金 キン										土 ド										日 ヒ



				ピラティス										リラックスヨガ										es'健康体操																				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										10:00～10:30										10:00～10:30																				10:00～10:30										10:00～10:30

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

				10日 ニチ										11日										12日																				14日 ニチ										1日

				17日 ニチ										18日 ニチ										19日 ニチ																				21日 ニチ										8日 ニチ

				24日 ニチ										25日 ニチ										26日 ニチ																														15日 ニチ

				31日 ニチ																																																		22日 ニチ

																																																						29日 ニチ



				ピラティス																				エアロウォーク
初中級																				ボディケア

				11:00～11:30																				15:00～15:45																				11:30～12:15

				Kugu																				上田 薫																				渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ

				10日 ニチ																				12日																				14日 ニチ

				17日 ニチ																				19日 ニチ																				28日 ニチ

				24日 ニチ																				26日 ニチ

				31日 ニチ



				ZUMBA																				エアロウォーク
初級										骨盤エクササイズ コツバン										ピラティス

				14:00～14:45																				18:30～19:00										19:00～19:45										16:00～16:45

				藤田 ひとみ フジタ																				上田 薫										坂本 陽子										小川 佐幸 オガワ サユキ

				10日のみ																				12日										13日 ニチ										28日のみ ニチ

																								19日 ニチ										27日 ニチ

																								26日 ニチ



				ZUMBA										ピラティス										ZUMBA										リフレッシュヨーガ										肩こり腰痛解消
ストレッチ

				20:00～20:40										19:00～19:40										20:00～20:40										20:00～20:30										17:00～17:30

				齋藤 翠										寺田 麻里 テラダ マリ										Hiroko										坂本 陽子 サカモト ヨウコ										小川 佐幸 オガワ サユキ

				10日 ニチ										11日										12日										13日 ニチ										28日のみ ニチ

				17日 ニチ										18日 ニチ										19日 ニチ										27日 ニチ

				24日 ニチ										25日 ニチ										26日 ニチ

				31日 ニチ

				


				□■参加方法■□																																								コンバットBEAT

				各レッスンの日付をクリックしご登録ください。																																								19:00～19:30

				※事前にZOOMアプリのダウンロードをお願いします。 ジゼン																																								関川 茜 セキカワ アカネ

				　　　　　　     １レッスン\1,100円(税込)外部サイトCoubicにてご予約ください。																																								14日 ニチ

				                         どなたでもご参加いただけます。各ZOOMページでご登録ください。 カク																																								21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。																																								28日 ニチ













有料レッスン枠

無料レッスン枠

https://zoom.us/webinar/register/WN_bSZ4fxXuS9WC2FEsPkWZ4ghttps://zoom.us/webinar/register/WN_xtP8bKJ8S8mpLmPcRp7TyAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_RO0NzH_ySACeSB5nD1VVqghttps://zoom.us/webinar/register/WN_XMlCGVZjRL6-N57VWj9GyAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_ifayopwISeuQlST-C9RVMghttps://zoom.us/webinar/register/WN_J0Xj9jFtS62_Yjkog7Ltuwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_C9W7-Sl0T3e-YOXwbtLt6whttps://zoom.us/webinar/register/WN_3eTkorecT_q_Kp5OV1fKbAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_nEq82N2bQXiEsXDBf4F7oAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_EKIh3wZsQgKOvfjw0MolmQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_XLMcgJPZT4Sle2kUIdDuYwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_XZTTJgMuQhWkeF-o-e5-fQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_XjdeQEHDQXGBzBOuSHVqlwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_IuK8PeERR_i-EbxAasEsMAhttps://coubic.com/esforta-online-service/661675https://coubic.com/esforta-online-service/725449https://coubic.com/esforta-online-service/871255https://coubic.com/esforta-online-service/844818https://coubic.com/esforta-online-service/582117https://zoom.us/webinar/register/WN_8KEPk76URqmmW9UeRMdWnwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_PEn38JurR0q8Y_stRUQBeAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_4sePHr-XTjiRivdizoZlAAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_DzY077ulQo-zaWBkmgGCQAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_Iu_51c2yTwGGYshyvFrCMghttps://zoom.us/webinar/register/WN_oCU1O2lrTVyesTvEUaHMaAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_uitjTH26SXSwrvBk_qAqeQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_guHtQweuSp27EgV1om92gghttps://coubic.com/esforta-online-service/651000https://coubic.com/esforta-online-service/412828https://coubic.com/esforta-online-service/954099https://zoom.us/webinar/register/WN_gyy_ZuSWQL6opFVIbvEp7whttps://coubic.com/esforta-online-service/674467https://coubic.com/esforta-online-service/697720https://zoom.us/webinar/register/WN_g0VEMDg_Q0ymCXfTRLG9rAhttps://coubic.com/esforta-online-service/489110https://zoom.us/webinar/register/WN_H6hQWRjIRHK_-l6wKdUvmQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_TxwiFlm3Rte16UPkOhVcUAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_rS2usTh1QuSU_39bTYyHkwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_9AVq_9kwQveo-OaudNzGdghttps://zoom.us/webinar/register/WN_sBMcMiQmThe9hTgXi1ZMGwhttps://zoom.us/webinar/register/WN_EebFP34OSUuHlTnZ8ce-zQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_hGzWifCvTGSAlYONb4yACghttps://coubic.com/esforta-online-service/694150https://coubic.com/esforta-online-service/611868https://zoom.us/webinar/register/WN_lA1Q7Q2tS16-9Wdr19W5gAhttps://zoom.us/webinar/register/WN_--jzU2eTReuG4NDUuvBlawhttps://zoom.us/webinar/register/WN_nIESsPycTne-XFfTARChYghttps://zoom.us/webinar/register/WN_wHvkr4-cTpObqNzTz5TZmQhttps://zoom.us/webinar/register/WN_4-YICjmTSau_jTMPr30bGw

縦版最終版URLなし



		　2021年5月　　オンラインレッスンスケジュール



				月 ツキ										火 カ										水 ミズ										木 キ										金 キン										土 ド										日 ヒ



				ピラティス										リラックスヨガ										es'健康体操																				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										10:00～10:30										10:00～10:30																				10:00～10:30										10:00～10:30

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

				10日 ニチ										11日										12日																				14日 ニチ										1日

				17日 ニチ										18日 ニチ										19日 ニチ																				21日 ニチ										8日 ニチ

				24日 ニチ										25日 ニチ										26日 ニチ																														15日 ニチ

				31日 ニチ																																																		22日 ニチ

																																																						29日 ニチ



				ピラティス																				エアロウォーク
初中級																				ボディケア

				11:00～11:30																				15:00～15:45																				11:30～12:15

				Kugu																				上田 薫																				渋谷 輝幸 シブヤ テルユキ

				10日 ニチ																				12日																				14日 ニチ

				17日 ニチ																				19日 ニチ																				28日 ニチ

				24日 ニチ																				26日 ニチ

				31日 ニチ



				ZUMBA																				エアロウォーク
初級										骨盤エクササイズ コツバン										ピラティス

				14:00～14:45																				18:30～19:00										19:00～19:45										16:00～16:45

				藤田 ひとみ フジタ																				上田 薫										坂本 陽子										小川 佐幸 オガワ サユキ

				10日のみ																				12日										13日 ニチ										28日のみ ニチ

																								19日 ニチ										27日 ニチ

																								26日 ニチ



				ZUMBA										ピラティス										ZUMBA										リフレッシュヨーガ										肩こり腰痛解消
ストレッチ

				20:00～20:40										19:00～19:40										20:00～20:40										20:00～20:30										17:00～17:30

				齋藤 翠										寺田 麻里 テラダ マリ										Hiroko										坂本 陽子 サカモト ヨウコ										小川 佐幸 オガワ サユキ

				10日 ニチ										11日										12日										13日 ニチ										28日のみ ニチ

				17日 ニチ										18日 ニチ										19日 ニチ										27日 ニチ

				24日 ニチ										25日 ニチ										26日 ニチ

				31日 ニチ

				


				□■参加方法■□																																								コンバットBEAT

				各レッスンの日付をクリックしご登録ください。																																								19:00～19:30

				※事前にZOOMアプリのダウンロードをお願いします。 ジゼン																																								関川 茜 セキカワ アカネ

				　　　　　　     １レッスン\1,100円(税込)外部サイトCoubicにてご予約ください。																																								14日 ニチ

				                         どなたでもご参加いただけます。各ZOOMページでご登録ください。 カク																																								21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。																																								28日 ニチ













有料レッスン枠

無料レッスン枠



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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