
予約開始
毎⽉25⽇15時∼

例：8⽉スケジュール予約
⇒7⽉25⽇15時∼

 スタジオレッスンルール

予約枠
お⼀⼈様最⼤6枠
レッスン終了時点で
1枠消化となります。

予約受付
レッスン開始15分前まで

無断キャンセル
インストラクタ−が出⽋を取ります。

レッスン開始までにいらっしゃらない場合、
無断キャンセルとなります。

他店舗利⽤
予約サイトの登録が店舗ごとに必要となります。

各店舗フロントにてお⼿続きください。他店舗予約枠は2枠となります。

★予約について★

 ★参加について★
⼊室時間

レッスン開始10分前から⼊室できます。
開始時刻を過ぎると⼊室できません。

必ず開始時刻までに⼊室をお願いします。

 ★ペナルティについて★
・⽉２回以上の無断キャンセル

・ご家族・ご友⼈同⼠での予約枠の貸し借り

ペナルティの対象者は予約枠が１ヶ⽉間１枠となります。

参加時のマナー
レッスン中、スタジオ内でのスマ−トフォン・携帯電話の操作はご遠慮ください。

（通話・メ−ル確認・インタ−ネット等）
撮影についてはインストラクタ−が許可した場合のみ、可とします。

上記及びその他違反⾏為はペナルティ対象となります。

予約キャンセル
レッスン開始30分前まで

スタジオレッスンを楽しんで頂くため、
皆様のご理解・ご協力を宜しくお願い致します。



時間 studio1 studio2 studio1 studio2 studio1 studio2 studio1 studio2 studio1 studio2 studio1 studio2 studio1 studio2 時間

幸野　惇

22:00 ■祝日は特別プログラムとなります。 22:00
HP・館内ポスターにてご確認お願い致します。

studio1・・30名
studio2・・23名

Collagenstudio・・20名

休館日:毎月10日・22日
ASAMI 営業時間:平日【9:00～23:00】

21:20～21:55 　　　　　　　 土日祝【9:00～21:00】　

VTRレッスン
ヨガ35

～ダイエット～

21:00～21:35

VTRレッスン
美BODY

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ35

プレミアム枠21:00
まっすん。 中野　智恵

20:30～21:15

《スタジオ定員》

■艶肌のみレッスンの一部でマスクを外して受講頂くお時間がございます。
TRX~ベーシック～

20:15～21:00
20:20～20:40 コラーゲンヨガ45 FIGHT DO45 HIPHOP45 CHAKABOOM45 エアロ中級

～ヴィンヤサフロー～ マインドフルネス

20:30～21:15 20:30～21:15 20:45～21:00
20:30～21:15 20:30～21:15

《 店舗情報 》

1,100円(税込)

21:00～21:45

UBOUND45

20:00北村　あり 金成　琢磨 Hikari

荒木　知子

左記の【裸足マーク】及び、
ヨガプログラム、HOTプログラムは

裸足でご参加いただけます。

いただきますようご協力をお願い致します。
バレエ中級45

20:20～21:20

スケジュール・代行情報は
こちらから

19:00バレエ初級45
～エナジー～ ■レッスン開始時刻を過ぎての入室はご遠慮願います。

21:00
フクダハナミ 中畑　優也 kae

またはＨＰにてご確認お願い致します。
コラーゲンヨガ45 19:15～20:00 コラーゲンヨガ45 19:15～20:00 コラーゲンピラティス45 19:15～20:00

19:55～20:40

ASAMI
金子　和香子 ～ダンスミックス～

～デトックス～

エアロオリジナル

20:00 忘れずにお持ちください。なおヨガマットの上にバスタオルを敷いて
19:30～20:15 プレミアム枠 中畑　優也 Sammy 19:30～20:15 及川　健

MEGADANZ45

■インストラクターの代行に関しましては、館内のインフォメーション
佐々木　小夜子 19:15～20:00 19:15～20:00

19:30～20:15 中野　智恵

19:00～19:45

■ＨＯＴプログラムに参加される場合、お水、バスタオル、汗ふきタオルを

19:00～19:45 19:00～19:45 ご予約の為のレッスン中のスマートフォン操作・途中退室はご遠慮願います。

～タイ古式～ 金子　和香子 ～シンプル～

18:00 18:00エアロ上級45

18:00～18:45

第1/3 週
エアロ中級
第2/4/5週
 ステップ中級

及川　健

19:00 コラーゲンヨガ45 《お客様へご利用上の注意》

エアロ有料イベント

18:30～19:30

橋本　浩貴

5月7日開催

バレエ初中級
ステップ中級45 POWER CARDIO45 アロマヨガ45 週替わりレッスン45

ヨガ45
～ボディメンテナンス～

17:20～18:05

tetsuo

17:00波多野　勝文
MIYUKI

SOUL★LOCK45

17:00～17:45

神谷　基司

エアロ初級45

tetsuo
16:45～17:30

17:00

MEGADANZ45
16:40～17:30 ヨガ45 16:15~17:00

丸山　敦史 ～ボディメンテナンス～ 16:30～17:15

FIGHT DO45

16:00～16:30 コラーゲンヨガ45 
小学生クラス 常温 ～ハタ～

1,100円(税込)

16:30～17:15

POWER CARDIO45

16:00HARU 菊地　三枝 ジョセフ　鮎 石田　望 MiKA
バルシューレ50

丸山　敦史 久保田　温郎 井下　智子

赤地　寿美

幸野　惇

15:00～15:35

16:00 HARU ダンス基礎有料

高田　里美 15:20～16:05 ～シンプル～ ～シンプル～ 柴田 香織 赤地　寿美
15:30～16:15 15:20～16:10 フクダハナミ 15:30～16:15

園児クラス 15:15～16:00 15:15～16:00 15:15～16:00
15:30～16:15

大山　恵美子 15:30～16:15 15:30～16:15

15:15～15:45 

15:00
橋本　浩貴

ENJOYダンス45 15:10～15:55 太極拳45 コラーゲンヨガ45 バレエ入門初級45 コラーゲンピラティス45
バルシューレ50 RITMOS45 15:05～15:50

15:00フラダンス45 コラーゲンヨガ45 14:30～15:15 北村　あり HIPHOP45 VTRレッスン
ヨガ35

～ダイエット～

エクササイズ®45 14:15～15:00
14:30～14:45

今川　千恵子 HARU 藤村　亜美 ～美骨盤～ 山崎　明美

ファイティング45
～ボディメンテナンス～ Mana

15:00～15:45 エアロ中級45 15:00～15:45ウェーブストレッチ30 エアロ初級45

14:15～15:00 14:15～15:00 陰陽ストレッチ 14:15～15:00 波多野　勝文
マインドフルネス 14:15～15:00 14:15～15:00 フクダハナミ 久保田　温郎

ボディシェイプ45 14:15～14:45 骨盤ヴィーナスボディ45
藤村　亜美出入り自由

佐々木　小夜子
14:00 13:45-14:30 13:30～14:30 FIGHT DO45

荒木　知子
14:00～14:45

MEGADANZ45 EXTREME ZUMBA45 鈴木　真由 エアロ初級30 HIPHOP45 BAILABAILA45
14:00～14:45

ヨガ45 マインドフルネス 13:45～14:30
1,650円(税込)

～デトックス～ 14:00～14:15

鈴木　真由 塩澤　悠香里

ASAMI

髙橋　愛 今川　千恵子 金子　知弘 佐々木　秀人　 ※フェイスタオルを
～リラックス～ （土曜クラス）

ダンス基礎有料 UBOUND45 お持ちください。
13:30～14:15 塩澤　悠香里

13:30～14:15

13:15～14:00
13:15～14:00

13:00～13:45 鈴木　真由 13:00～13:45 ジャズダンス45 13:00～13:45 コラーゲンヨガ45
13:00～13:15

～アーサナベーシック～ ～ウィメンズヨガ～ TRX~ベーシック～ 赤地　寿美 ×

13:00~13:45 栗原　理恵 13:00～13:45 13:20～13:40 艶肌60
～アロマリラックス～

ヨガ45 13:00～14:00
橋本　浩貴

13:00エアロ中級45 コラーゲンヨガ45 ヨガ45 ファイティング45 マインドフルネス ジャンベ45
12:50～13:35

菅　望 12:40～13:25
佐々木　小夜子

12:50～13:10

POWER CARDIO45TRX~ベーシック～
マインドフルネス 12:45～13:30

11:30～12:15

下田　陽子 エアロ中級45

～リラックス～

フクダハナミ 12:00～12:45 ヨガ45

11:45～12:30 11:45～12:30

常温
横田　桂子 金子　知弘 阿部　香織 川瀬　昌明

12:15～13:00Lock Dance45 横尾　純子

12:00～12:20
ヨガストレッチ45TRX~ベーシック～

コラーゲンヨガ45 
ピラティス45 11:30～12:15

1,485円(税込） ジャイロキネシス45

12:10～12:30

HIPHOP45

11:20～12:05

藤村　亜美

10:45～11:30

12:0011:30～12:15 11:45～12:30 野崎　雄一 すう
1,650円（税込）

菅　望 11:25～12:10 出入り自由
バレエ初中級45 社交ダンス有料 堀内　彰

鈴木　真由 ～ボディケア～ 11:30～12:30
ステップ中級45 エアロサーキット45

13:00 ピラティス45 12:45～13:30

ボディコンディ

美ボディ ショニング45

12:00

12:15～13:00

ジャズダンス45
石田　望

～ヴィンヤサフロー～11:35～12:20
TRX~サーキット～

～リラックス～ ～ヒーリングフロー～

畑田　美紀

11:00 10:55～11:15 ～ダイエット～
バレエ有料 10:30～11:15 10:30～11:15 TRX~サーキット～

10:00~10:45

9:30～10:15

石田　望 大人のための

10:00

10:45～11:45 竹下　博司 横田　桂子 北村　あり

リズムEX30

10:30～11:00
藤村　亜美

10:15～11:00

～ボディメンテナンス～ 下田　陽子 下田　陽子 HOUSE中級
～リラックス～

10:00~10:45 バレエ初中級45

木村　絵美子

※タオル使用します

ステップ初級45

ヨガ45

コラーゲンヨガ45 コラーゲンヨガ45

コラーゲンヨガ45 

9:45～10:30
1,320円(税込）

10:30～11:15 古川　まゆみ 10:30～11:15 10:30～11:00
10:20～11:05

スッキリBody45 川瀬　昌明 HOUSE45

すう

10:45～11:30
マインドフルネス

エアロ初級30

11:00～11:45
エアロ中上級45

10:30～11:15

11:15～11:30 下田　陽子

エアロ初級45

社交ダンス45 VTRレッスン
ヨガ35

～リラックス～

9:30

9:30～10:15 毎月第一日曜日

野崎　雄一 コラーゲンヨガ45 10:30～11:15

日曜日

丸山　敦史

背骨ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ®45
キッズダンス60

14:00

10:00

コラーゲンヨガ45

11:00

VTRレッスン
美BODY

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ35
20:00～20:35

            Lucina　ichikawa 2023年5月1日～
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日

9:30 ヨガ45 コラーゲンヨガ45

金曜日 土曜日

～リラックス～～リラックス～ ～ダイエット～ 堀内　彰
整体ストレッチ45

北村　あり
10:30～11:05

当面の間、HOTスタジオのレッスンは

（室温30～35度・湿度60%程度）

休館日：毎月10日・22日

5月7日

開催

プレミアム枠

1・2週目

松本佳耶

3・4・5週目

高柴大雅

★☆TRX参加方法について☆★

レッスンの予約は不要です。ジム会員様もご参加いただけます。

レッスン開始15分前より入場開始となります。

インストラクターの指示に従っていただきますよう

お願い申し上げます。定員になり次第受付終了となります。

←このマークは予約不要となります。

開始時刻10分前より入室いただけます

TRX・マインドフルネス・VTRレッスンは

GYM会員様も参加可能です

女性限定

女性限定

女性限定

女性限定

女性限定

女性限定

女性限定

女性限定

女性限定

女性限定
女性限定

担当:藤村亜美

担当:藤村亜美

担当:STAFF

担当:藤田脩慈

担当:丸山敦史

女性限定

担当:藤田脩慈

詳細は館内POPを

ご覧ください



時間 studio1 studio2 studio1 studio2 studio1 studio2 studio1 studio2 studio1 studio2 studio1 studio2 studio1 studio2 時間

幸野　惇

13:00~13:45

            Lucina　ichikawa 2023年6月1日～
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日

9:30 ヨガ45 コラーゲンヨガ45

金曜日 土曜日

～リラックス～～リラックス～ ～ダイエット～ 堀内　彰

整体ストレッチ45

北村　あり

10:30～11:05

エアロ初級45

社交ダンス45 VTRレッスン

ヨガ35
～リラックス～

9:30

9:30～10:15 毎月第一日曜日

野崎　雄一 コラーゲンヨガ45 10:30～11:15

日曜日

丸山　敦史

背骨ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ®45
キッズダンス60

14:00

10:00

コラーゲンヨガ45

11:00

VTRレッスン

美BODY

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ35

20:00～20:35

すう

10:45～11:30
マインドフルネス

エアロ初級30

11：00～11:45

エアロ中上級45

10:30～11:15

11:15～11:30 下田　陽子

～ボディメンテナンス～ 下田　陽子 下田　陽子 HOUSE中級
～リラックス～

10:00~10:45 バレエ初中級45

木村　絵美子

※タオル使用します

ステップ初級45

ヨガ45

コラーゲンヨガ45 コラーゲンヨガ45

コラーゲンヨガ45 

9:45～10:30
1,320円(税込）

10:30～11:15 古川　まゆみ 10:30～11:15 10:30～11:00

10：20～11:05

スッキリBody45 川瀬　昌明 HOUSE45

～リラックス～ ～ヒーリングフロー～

畑田　美紀

11:00 10:55～11:15 ～ダイエット～

バレエ有料 10：30～11：15 10：30～11：15 TRX~サーキット～

10:00~10:45

9:30～10:15

石田　望 大人のための

10:00

10:45～11:45 竹下　博司 横田　桂子 北村　あり

リズムEX30

10:30～11:00
藤村　亜美

10:15～11:00

13:00 ピラティス45 12:45～13:30

ボディコンディ

美ボディ ショニング45

12:00

12:15～13:00

ジャズダンス45
石田　望

～ヴィンヤサフロー～11:35～12:20
TRX~サーキット～

1,485円(税込） ジャイロキネシス45

12:10～12:30

HIPHOP45

11:20～12:05

藤村　亜美

10:45～11:30

12:0011:30～12:15 11：45～12：30 野崎　雄一 すう
1,650円（税込）

菅　望 11:25～12:10 出入り自由
バレエ初中級45 社交ダンス有料 堀内　彰

鈴木　真由 ～ボディケア～ 11:30～12:30

ステップ中級45 エアロサーキット45 11:30～12:15

下田　陽子 エアロ中級45

～リラックス～

フクダハナミ 12：00～12:45 ヨガ45

11:45～12:30 11：45～12：30

常温

横田　桂子 金子　知弘 阿部　香織 川瀬　昌明

12:15～13:00Lock Dance45 横尾　純子

12:00～12:20

ヨガストレッチ45TRX~ベーシック～

コラーゲンヨガ45 
ピラティス45 11:30～12:15

13:00エアロ中級45 コラーゲンヨガ45 ヨガストレッチ45 ファイティング45 マインドフルネス ジャンベ45
12：50～13:35

菅　望 12:40～13:25
佐々木　小夜子

12:50～13:10

POWER CARDIO45TRX~ベーシック～

マインドフルネス 12:45～13:30

13:00～13:45 鈴木　真由 13:00～13:45 ジャズダンス45 13:00～13:45 コラーゲンヨガ45

13:00～13:15
～アーサナベーシック～ TRX~ベーシック～ 赤地　寿美 ×

13:00~13:45 栗原　理恵 13:20～13:40 艶肌60
～アロマリラックス～

ヨガ45 13:00～14:00
橋本　浩貴 髙橋　愛 今川　千恵子 金子　知弘 佐々木　秀人　 ※フェイスタオルを

～リラックス～ （土曜クラス）
ダンス基礎有料 UBOUND45 お持ちください。

13:30～14:15 塩澤　悠香里
13:30～14:15

13:15～14:00
13:15～14:00

佐々木　小夜子
14:00 13：45-14：30 13：30～14：30 FIGHT DO45

荒木　知子
14：00～14:45

MEGADANZ45 EXTREME ZUMBA45 鈴木　真由 エアロ初級30 HIPHOP45 BAILABAILA45
14:00～14:45

ヨガ45 マインドフルネス 13:45～14:30
1,650円(税込)

～デトックス～ 14:00～14:15

鈴木　真由 塩澤　悠香里

ASAMI

14:15～15:00 14:15～15:00 陰陽ストレッチ 14:15～15:00 波多野　勝文
マインドフルネス 14:15～15:00 14:15～15:00 フクダハナミ 久保田　温郎

ボディシェイプ45 14:15～14:45 骨盤ヴィーナスボディ45
藤村　亜美出入り自由

15:00フラダンス45 コラーゲンヨガ45 14:30～15:15 北村　あり HIPHOP45 VTRレッスン

ヨガ35
～ダイエット～

エクササイズ®45 14:15～15:00
14:30～14:45

今川　千恵子 HARU 藤村　亜美 ～美骨盤～ 山崎　明美

ファイティング45
～ボディメンテナンス～ Mana

15:00～15:45 エアロ中級45 15:00～15:45ウェーブストレッチ30 エアロ初級45

15:00
橋本　浩貴

ENJOYダンス45 15:10～15:55 太極拳45 コラーゲンヨガ45 バレエ入門初級45 コラーゲンピラティス45
バルシューレ50 RITMOS45 15:05～15:50

16:00 HARU ダンス基礎有料

高田　里美 15:20～16:05 ～シンプル～ ～シンプル～ 柴田 香織 赤地　寿美
15:30～16:15 15:20～16:10 フクダハナミ 15:30～16:15

園児クラス 15:15～16:00 15:15～16:00 15:15～16:00

15:30～16:15
大山　恵美子 15:30～16:15 15:30～16:15

15:15～15:45 

POWER CARDIO45

16:00HARU 菊地　三枝 ジョセフ　鮎 石田　望 MiKA

バルシューレ50

丸山　敦史 久保田　温郎 井下　智子

赤地　寿美

幸野　惇

15:00～15:35

tetsuo
16:45～17:30

17:00

MEGADANZ45
16:40～17:30 ヨガ45 16:15~17:00

丸山　敦史 ～ボディメンテナンス～ 16:30～17:15

FIGHT DO45

16:00～16:30 コラーゲンヨガ45 

小学生クラス 常温 ～ハタ～

1,100円(税込)

16:30～17:15

ステップ中級45 POWER CARDIO45 アロマヨガ45 週替わりレッスン45

ヨガ45

～ボディメンテナンス～

17:20～18:05

tetsuo

17:00波多野　勝文
MIYUKI

SOUL★LOCK45

17:00～17:45

神谷　基司

エアロ初級45

18:00 18:00エアロ上級45

18:00～18:45

第1/3 週

エアロ中級

第2/4/5週

 ステップ中級

及川　健

19:00 コラーゲンヨガ45 《お客様へご利用上の注意》

エアロ有料イベント

18:30～19:30

橋本　浩貴

6月4日開催

バレエ初中級

■インストラクターの代行に関しましては、館内のインフォメーション
佐々木　小夜子 19:15～20:00 19:15～20:00

19:30～20:15 中野　智恵

19:00～19:45

■ＨＯＴプログラムに参加される場合、お水、バスタオル、汗ふきタオルを

19：00～19:45 19:00～19:45 ご予約の為のレッスン中のスマートフォン操作・途中退室はご遠慮願います。

～タイ古式～ 金子　和香子 ～シンプル～

20:00 忘れずにお持ちください。なおヨガマットの上にバスタオルを敷いて

19:30～20:15 プレミアム枠 中畑　優也 Sammy 19:30～20:15 及川　健

MEGADANZ45

コラーゲンヨガ45 19:15～20:00 コラーゲンヨガ45 19:15～20:00 コラーゲンピラティス45 19:15～20:00

19:55～20:40

ASAMI

金子　和香子 ～ダンスミックス～

～デトックス～

エアロオリジナル

《 店舗情報 》

1,100円(税込)

21:00～21：45

UBOUND45

20:00北村　あり 金成　琢磨 Hikari

荒木　知子

左記の【裸足マーク】及び、

ヨガプログラム、HOTプログラムは

裸足でご参加いただけます。

いただきますようご協力をお願い致します。
バレエ中級45

20:20～21:20

スケジュール・代行情報は

こちらから

19:00バレエ初級45
～エナジー～ ■レッスン開始時刻を過ぎての入室はご遠慮願います。

21:00
フクダハナミ 中畑　優也 kae

またはＨＰにてご確認お願い致します。

■艶肌のみレッスンの一部でマスクを外して受講頂くお時間がございます。
TRX~ベーシック～

20:15～21:00
20:20～20:40 コラーゲンヨガ45 FIGHT DO45 HIPHOP45 ZUMBA45 エアロ中級

～ヴィンヤサフロー～ マインドフルネス

20:30～21:15 20:30～21:15 20:45～21:00
20:30～21:15 20:30～21:15

22:00 ■祝日は特別プログラムとなります。 22:00
HP・館内ポスターにてご確認お願い致します。

studio1・・30名

studio2・・23名

Collagenstudio・・20名

休館日：毎月10日・22日

ASAMI 営業時間：平日【9:00～23:00】

21:20～21:55 　　　　　　　 土日祝【9:00～21:00】　

VTRレッスン

ヨガ35
～ダイエット～

21:00～21:35

VTRレッスン

美BODY

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ35

プレミアム枠21:00
むらさき 中野　智恵

20：30～21:15

《スタジオ定員》

当面の間、HOTスタジオのレッスンは

（室温30～35度・湿度60%程度）

休館日：毎月10日・22日

6月4日

開催

プレミアム枠

1・2週目

松本佳耶

3・4・5週目

高柴大雅

★☆TRX参加方法について☆★

レッスンの予約は不要です。ジム会員様もご参加いただけます。

レッスン開始15分前より入場開始となります。

インストラクターの指示に従っていただきますよう

お願い申し上げます。定員になり次第受付終了となります。

←このマークは予約不要となります。

開始時刻10分前より入室いただけます

TRX・マインドフルネス・VTRレッスンは

GYM会員様も参加可能です

女性限定

女性限定

女性限定

担当：藤村亜美

担当：藤村亜美

担当：STAFF

担当：藤田脩慈

担当：丸山敦史

担当：藤田脩慈

詳細は館内POPを

ご覧ください

レッスン変更

レッスン変更



強度 難度 クラス名 強度 難度

【有酸素系】 【ピラティス】

エアロ初級 ☆ ★ エアロビクスに慣れてきた方向けのクラスです。基本動作を中心に様々な動きを楽しむことができます。 シンプル ☆ ★ 美しいボディラインを目指す為、安定したコアバランスを身につけます。ピラティスを始めてみたい方におすすめです。

エアロ中級 ☆☆ ★★ 心肺機能向上、体力向上を目的とした、運動強度の高い動きを行います。短時間でもしっかり汗のかける充実感を得られるクラスです。 ボディケア ☆☆ ★★ 姿勢や呼吸を整え、正しい身体の使い方を習得するピラティスのクラスです。

エアロ中上級 ☆☆☆ ★★★ エアロビクスの各種パターンが入っています。ターンやリズムチェンジ等の応用が入るクラスです。 美ＢＯＤＹ ☆☆ ★★ 全身をバランスよく動かし全身の筋肉や柔軟性を向上させ、美しい女性らしいボディラインへと導きます。

エアロ上級 ☆☆☆ ★★★ エアロビクス特有の多彩なステップや難易度の高い動きを行います。エアロビクスを更に楽しめるクラスです。 【コンディショニング系】

エアロサーキット ☆☆ ★★ 負荷を用いた筋力トレーニングと有酸素運動のエクササイズを交互に行う脂肪燃焼とシェイプアップ効果が期待できるクラスです。 TRX～サーキット～ ☆☆ ★ TRX専用のサスペンションを使用し、主に有酸素運動をメインとした心肺機能や体力向上の為のエクササイズとなります。

ステップ初級 ☆ ★ 基本動作を中心に様々なコンビネーションを楽しむことができます。初心者の方も是非、挑戦してみて下さい。 TRX～ベーシック～ ☆☆ ★ TRX専用のサスペンションを使用し、主に筋力トレーニングをメインとした筋力や体力向上の為のエクササイズとなります。

ステップ中級 ☆☆ ★★ 心肺機能向上、体力向上を目的とした、運動強度の高い動きを行います。短時間でもしっかり汗のかける充実感を得られるクラスです。 ボディコンディショニング ☆☆ ★ ストレッチと簡単な運動により、身体のコンディション（柔軟性・筋力向上・調整力）を養うクラスです。

UBOUND ☆☆ ★★ 陰陽ストレッチエクササイズⓇ ☆ ★

ファイティング ☆☆☆ ★★ POWER CARDIO ☆☆☆ ★★ 筋トレと有酸素運動を行うことによって全身をシェイプアップすることの出来るクラスです。楽しい音楽に合わせ気持ち良く汗をかきましょう！

FIGHT DO ☆☆☆ ★★★ ウェーブストレッチ ☆ ★ ウェーブストレッチリングを使用し、普段ほぐしにくい背中や全身を気持ちよく身体を整えるレッスンです。初めての方のでも安心してご参加いただけます

大人のためのスッキリＢｏｄｙ ☆☆ ★ 筋肉を上手に使い、スムーズな身体の動きを行うエクササイズです。しっかり筋トレをして、骨や筋肉を鍛え、関節を守る体にして行きます。

シンプル ☆ ★ ヨガをはじめたばかりの方や初心者におすすめです。簡単で楽しみながら続けられ、効果を実感する事ができるクラスです。 EXTREMEボディシェイプ ☆☆ ★★ 音楽に合わせて身体全身のシェイプアップを目指します。EXTREME(最高に楽しい）エクササイズレッスンです。

リラックス ☆ ★ ゆっくりとポーズを行い、ストレスから解放され身体をほぐしていきます。仰向けや座った状態で行うポーズがメインで動いてきます。 骨盤ヴィーナスボディ ☆☆ ★ 日常の生活で癖づいた骨盤の歪みを様々なエクササイズで矯正していくクラスです。

ボディメンテナンス ☆ ★ リズムEX ☆ ★ リズムエクササイズを楽しみませんか？ゆっくりな曲に合わせてリズムにのりながら身体を動かします。代謝を高めたい方におススメです！

アロマヨガ ☆ ★ 【ダンス系】

ヒーリングフロー ☆ ★ HIPHOP ☆☆ ★★ ＨＩＰＨＯＰのカッコイイ曲に合わせてリズム取りから振り付けまで楽しむクラスです。初心者もご参加頂けます。

ハタ ☆ ★ 伝統的なヨガの基本であり、しっかりと呼吸をおこないながら、アーサナ（ポーズ）を行う事で全身にエネルギーを流します。 ENJOYダンス ☆☆ ★★ ＨＩＰＨＯＰ、ＨＯＵＳＥなど様々なダンス要素を組み合わせて振り付けを楽しみながらカラダを動かしていくクラスです。

アロマリラックス ☆ ★ 深い呼吸で精油の働きを全身に取りこみます。座位のポーズを中心に行います。お疲れの方・初心者の方にオススメのクラスです。 バレエ ☆☆ ★★ バレエをこれから始める方も、慣れてきた方も楽しめるクラスです。バレエの動作で美しい身体のラインをつくりましょう。

タイ古式ヨガ ☆ ★ タイに古くから伝わる、全身骨格調整法、神技(魔法)のストレッチとも言われ、より効率よく柔軟性を高めるクラスとなります。 バレエ入門初級 ☆ ★ バレエに少し慣れてきた方向けのクラスです。基礎的な動作を紹介していきますので、初めての方でも安心してご参加頂けます。

バレエ初中級 ☆☆ ★★ バレエに少し慣れてきた方向けのクラスです。基礎動作や振り付けを習得していくクラスです。

デトックス ☆☆ ★★ バレエ中級 ☆☆☆ ★★★ バレエを本格的にマスターしたい方、じっくりと楽しみたい方向けのクラスです。難しい振り付けにも挑戦できます。

姿勢改善 ☆☆ ★★ フラダンス ☆ ★ ハワイのゆったりとした曲に合わせて裸足で踊ることにより、心と身体が開放的になりストレス発散にも効果的なクラスです。

ダイエット ☆☆ ★★ ジャズダンス ☆☆ ★★ ジャズの基礎動作を習得するクラスです。曲に合わせて振り付けも行います。これからダンスを始めてみたい方にもおすすめです。

ヴィンヤサフロー ☆☆ ★★ Lock Dance ☆☆ ★★ 名前のロックは鍵を意味し、激しい動きから突然静止しポーズを取っていくダンスクラスです。

アーサナベーシック ☆☆ ★★ SOUL★LOCK ☆☆ ★★ ＨＯＵＳＥやＨＩＰＨＯＰの原型と言われるＳＯＵＬダンスを中心に基礎から習得し、ダンス向上とインナーマッスルを刺激し強化します。

社交ダンス ☆☆ ★★ 初めての方も楽しめるダンスクラスです。基本姿勢やステップから丁寧にご指導致します。

エナジー ☆☆☆ ★★★ RITMOS ☆☆ ★★ 様々なジャンルの音楽に合わせ、サルサ・メレンゲ・ラテン系のダンス、音楽を取り入れたダンスフットネスエクササイズです。

BAILABAILA ☆☆ ★ ラテンの動きを中心に様々なダンスをＭＩＸさせ、ウエスト周りを意識的に動かすことで、シェイプアップも期待できます。

ジャイロキネシス ☆ ★ ZUMBA ☆☆ ★★ 南米コロンビアで生まれ、サルサ・メレンゲ・ラテン系のダンス、音楽を取り入れたダンスフィットネスです。

ヨガストレッチ ☆ ★ MEGADANZ ☆☆ ★★ ヒップホップ・ラテン・ディスコ、ジャズなどの世界のあらゆるジャンルのダンスをランダムにミックスしたワールドダンスプログラムです。

整体ストレッチ ☆ ★ HOUSE ☆☆ ★★ ハウスミュージックに合わせて流れるような素早い足のステップやフロアワークが特徴的です。初めての方にもオススメです。

背骨コンディショニング® ☆ ★ CHAKABOOM(シャカブーン） ☆☆ ★★ 音楽に合わせて踊るダンスフィットネスエクササイズです。様々な音楽と振り付けで幅広いダンスジャンルを楽しめます。

【ホットコラーゲンビューティーメソッド】

太極拳 ☆ ★ 艶肌（ツヤハダ） お顔のセルフマッサージや表情筋エクササイズを行い、フェイスラインやお肌のお悩みを解決していきます。 仕上げにお好きなパックを選んで頂き、潤いを与えます。 

ジャンベ ☆ ★★ 【瞑想系】

マインドフルネス 「いま・ここ」への意識を高めマインドフルネス状態を作ることで、ストレスの低減・判断力の向上・免疫力の向上効果が期待できます。

【VTRレッスン】

VTRレッスン ☆ ★ 録画したレッスンをプロジェクターに投影しレッスンを行います。各クラス初めての方向けの優しいレッスン構成です。

※ＨＯＴスタジオは発汗量が多くなりますので、レッスン参加者はバスタオル・お水を必ず持参して下さい。体調管理には十分お気を付け下さい。

さまざまな格闘技の動きを盛り込んだプログラムです。心肺機能向上や脂肪燃焼はもちろんバランス感覚や瞬発力などの運動能力の向上にも効果的です。

キックボクシング、ムエタイ、マーシャルアーツの動きをベースに、有酸素運動と無酸素運動の組み合わせにより、全身の筋力、持久力、俊敏性、柔軟性を効果的に向上さ

せることができるクラスです。

優しいフローのクラスです。アーサナ（ポーズ）を流れるように行い、身体への意識を高め、リラックスしていくクラスです。

【ヨガ　中級者向け】

【ヨガ　初心者向け】

身体の不調を整えていくクラスです。肩こり・腰痛など緩和したい方におすすめです。お疲れ気味の方や初心者もご参加頂けます。

緩やかなペースでポーズを行い全身を丁寧に調整し、深い呼吸で精油の働きを全身に取りこみます。

内臓や筋膜にアプローチした東洋の経路ストレッチで、体内の血と水の巡りをより豊かに冷えない身体をつくります。1人乗り用トランポリンを使ったエクササイズです。脂肪燃焼・シェイプアップに効果的です。楽しい音楽に合わせて身体を動かしましょう。

　☆3つのスタジオで種類豊富なLUCINAオリジナルプログラム☆

スタジオをより楽しむ、より効果的に、また専門性を深く追求するLUCINAオリジナルプログラムです。

クラス名 クラス内容 クラス内容

西アフリカの伝統打楽器ジャンベをスタジオで叩きます。みんなで音楽をつくりながらも、上腕・内転筋等が刺激され

引き締め効果も期待できます。

体全身、筋肉のハリやコリなどをゆるめて、各部分の痛みを和らげていくクラスです。

背骨の土台となる骨盤にある仙骨（仙骨関節）にアプローチしながら骨盤、背骨、頸椎を整え、肩こりなど

身体の様々な不満を改善していきます。

【カルチャー系】

詰まりがちだった血行の流れを改善していきます。体内に蓄積された老廃物を体外に排出していきましょう。

【ストレッチ系】

前関節を使い、流れるように身体を動かすエクササイズです。体内が刺激され隅々までほぐし若返りを感じる事ができます。

ゆっくりと身体を動かし型を習得しましょう。気の流れを整え自然治癒力も向上します。24式中心の初めての方にも優しいクラスです。

ヨガの動きを取り入れたストレッチクラスです。ポーズは取れないけど身体を伸ばしたい方におすすめです。初心者の方もお気軽にご参加下さい。

【ヨガ　上級者向け】

太陽礼拝を中心に、全身を大きく動かしていきます。身体中に呼吸とエネルギーを感じ、

つまりが解かれていく解放感とポジティブな心を養っていきます。

座りっぱなしの仕事や、立ち仕事が続く方、重荷物を運ぶことが多い方など、自分の姿勢に違和感を感じる方におすすめです。

デトックス効果を促して基礎代謝を上げ、ポーズを多く取り入れた強度が高めのクラスです。シェイプアップ効果が期待できます。

呼吸と動き知的にシンクロさせダイナミックな動きとクリエイティブな流れを体感して頂くクラスです。

強度をさげ、アーサナ（ポーズ）を取ることに重点を置いたレッスンです。慣れてきた方はぜ是非チャレンジしてみましょう。


