
↑配布16:15～　定員50名

15:00

13：50～14：50

ＺＵＭＢＡ

太田

↑配布13:20～　定員50名

15：30～16：30

バレトン

竹内

↑配布15:00～　定員50名

13：05～14：05

Ｇｒｏｕｐ　Ｐｏｗｅｒ60

ＫＥＮ

15：10～16：10
シェイプボディ
＆ストレッチ

太田

↑配布14:40～　定員25名

16：55～17：55

ＺＵＭＢＡ

里奈

15：00～16：00

ヨーガ

山形

↑配布14：30～　定員50名

16：15～17：15

Ｇｒｏｕｐ　Ｆｉｇｈｔ60

ＳＵＺＵ

↑配布15：45～　定員50名

↑配布13：15～　定員50名↑配布13：15～　定員50名

14：00～15：00

はじめてＨＯＵＳＥ

ＹＵＣＯ

↑配布13:30～　定員25名

16：40～17：10
体育の家庭教師
【個人レッスン】

13：20～14：20

Ｇｒｏｕｐ　Ｐｏｗｅｒ60

ＫＡＪＩ

17:00

16:00 16:00

14：15～14：45
キッズ体操パーソナル

武井

15：00～15：30
キッズ体操パーソナル

武井

15：40～16：40
ＳＴＲＯＮＧ　ｂｙ
ＺＵＭＢＡ

池田

↑配布15:10～　定員50名

↑配布12:35～　定員35名

↑配布13:50～　定員50名

14:30

13：30～14：30

パワーヨガ

山田

↑配布13:00～　定員25名

14：45～15：45
ディープストレッチ

ヨガ

山田

↑配布14:15～　定員25名

16：45～17：45

ヨーガ

山田

13：50～14：50

キッズグループ体操
（3歳～12歳）
畑山・松本

15：00～16：00

ＺＵＭＢＡ

藤田ひとみ

↑配布14：30～　定員50名

15：10～15：40
キッズ体操パーソナル

畑山

15：55～16：25
キッズ体操パーソナル

畑山

13：40～14：20
体育の家庭教師

『マット運動教室』

14：30～15：10
体育の家庭教師

『てつぼう教室』

15：20～15：50
体育の家庭教師
【個人レッスン】

16：00～16：30
体育の家庭教師
【個人レッスン】

13:30

21:30

営業時間　【平日：9:00～22:30】　【土曜日：9:00～21:30】　【日曜・祝日：9:00～18:30】　※施設（ジム・スタジオ・ゴルフ・プレイコート）のご利用は、営業終了の30分前までです。

21:00 21:00

21:30

16:30

17：15～18：00
ヨーガ

ＮＡＴＵＫＩ

19:30 19:30

16:30

18:30 18:30

19:00 19:00

18:00 18:00

20:00

17:30

20:00

17:00

17:30

15:30

12:00 12:00

14:30

13：35～14：20
ヨーガ

ＹＵＫＩ
↑配布12:50　定員35名 ↑配布13:05　定員25名

14:35～15:05
ダンスストレッチ３０

Ｄｉｅｇｏ

15：15～16：00
ＨＯＵＳＥＧＲＯＯＶＥ

Ｄｉｅｇｏ

16：15～17：00
ＺＵＭＢＡ

ＹＵＭＩ

14:00 14:00

15:00

12:30

13:00

13:30

15:30

14：20～15：20

Ｇｒｏｕｐ　Ｆｉｇｈｔ60

ＨＡＹＡＴＯ

20:30 20:30

9:30 9:30

10:00

10:30 10:30

10:00
9：45～10：30
健康体操

山岸
↑配布9:15～　定員50名

9：15～10：00
エアロ＆ダンベル

井草

10：10～11：10

脂肪燃焼エアロ６０

井草

9：45～10：45

身体メンテナンス

森田

↑配布9:15～　定員50名

9：30～10：30

脂肪燃焼エアロ６０

井草

10：45～11：30
ダンベル体操

井草

9：45～10：30
Ｇｒｏｕｐ

Ｃｅｎｔｅｒｇｙ
ＳＵＺＵ

↑配布9:15～　定員50名

↓配布10:00　定員60名

10：55～11：40
はじめてエアロ４５

井草11:30 11:30

11:00

13:00

11:00

11：50～12：35
かんたん
ピラティス
井草

↑配布10:25～　定員50名

11：00～12：00

ＺＵＭＢＡ

ＡＫＩ

12：20～13：05
マーシャル
ワークアウト
ブラフト黒沢

12：30～13：30

Ｇｒｏｕｐ　Ｐｏｗｅｒ60

ＫＥＮ

↑配布11:20～　定員50名

11：00～12：00

はじめてＨＩＰＨＯＰ

ｋｕｇｕ

↑配布10:30～　定員50名

12：20～13：20
コアトレーニング
エクササイズ

ｋｕｇｕ

↑配布11:50～　定員25名

12：30～13：30

キッズチアダンス
（4歳～小4）

元治

12：30～13：30
バリエーション
ピラティス

美宅
13:15～13:45

シェイプアップトレーニング
ジムスタッフ遠藤

↓参加券なし↓

12:30

10:30～11：30

はじめてＨＯＵＳＥ

Ｄｉｅｇｏ

↑配布10:00～　定25名

11:45～12：45
ステップアップ
ＨＯＵＳＥ

Ｄｉｅｇｏ

↑配布11:15～　定員25名

13：00～14：00
バク転教室
(小1～12歳)

武井

11：25～12：10
かんたん
ピラティス
井草 ↑配布10：30～　定員50名12：00～12：40

体育の家庭教師

『てつぼう教室』

12：50～13：30
体育の家庭教師

『なわとび教室』

13：45～14：45
インナービューティー

ヨガ

美宅

10：50～11：50

ヨーガ

ＮＡＴＵＫＩ

↑配布10:20～　定員25名

12：30～13：30
イージー

ジャズファンク

ＮＡＴＵＫＩ

↑配布12：00～　定員50名

13：45～14：45
骨盤調整
エクササイズ

山形

9：45～10：45
わんぱく親子・
元気ファミリー
(2歳～6歳)

富樫

11：00～12：00
キッズビート運動塾
(4歳～小2)

富樫

↑配布9：15～　定員50名

↑配布10:15　定員50名

↑配布12：00～　定員50名

品川健康センター　特別プログラム　【４月２９日/５月３日（日・祝）～６日（水・祝）】
４月２９日（水・祝） ５月３日（日・祝） ５月４日（月・祝） ５月５日（火・祝） ５月６日（水・祝）

スタジオ１ スタジオ２ ＢＭスタジオスタジオ１ スタジオ１ スタジオ２スタジオ１ ＢＭスタジオ スタジオ２スタジオ２ スタジオ２スタジオ１

5月3日(日・祝)

OKJ親子イベント/OKJキッズイベント

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

配布16：25～

定員50名

¥

¥

4/29 13：50～14：50

太田

5/3 16：15～17：00

ＹＵＭＩ

5/4 11：00～12：00

ＡＫＩ

5/5 15：00～16：00

藤田

5/6 15：40～16：40

ＳＴＲＯＮＧ ｂｙ ＺＵＭＢＡ

池田

5/6 16：55～17：55

里奈
有料レッスン

※別途申込と料金が必要です。

500円の利用料内で
ご参加いただけます！

配布時間にフロントにて参加券を配布致します。
参加券はスタジオに入る順番ではございません。

スケジュールの見方

初めての方でも安心して
ご参加いただけるクラスです！

フリー教室

¥

キッズイベント盛りだくさん！

5月6日(水・祝)

かけっこ教室/キッズチア

キッズグループ体操/キッズ体操パーソナル

5月４日(月・祝)

バク転教室/キッズ体操パーソナル

※詳細、申込方法は別途POPを

ご確認ください。



難易度　★ 靴 内容

健康体操 ○ リズム体操でカラダをほぐしたり、エクササイズを行います。脳トレも行います！

はじめてエアロＨＩＰＨＯＰ ○ ＨＩＰＨＯＰの基本ステップから練習していくので、初心者の方も楽しくご参加いただけます！

コアトレーニングエクササイズ ○ 身体のバランスを支えているコアを意識的・効果的にトレーニング！姿勢改善や綺麗やライン作りを目指します！

ＺＵＭＢＡ ○ ラテン系の音楽に合わせて様々なステップを踏む有酸素系ダンスプログラムです。

シェイプボディ＆ストレッチ ○ 音楽に合わせて、有酸素運動と筋トレを交互に行います。疲労回復・姿勢改善のためのストレッチも行っていきます♪

バレトン × フィットネス、バレエ、ヨーガの要素を組み合わせた全身コンディショニングプログラムです。

ヨーガ × 呼吸・ポーズ・瞑想を通じて身体の歪みや内臓の調子を整えていきます。ゆったりとリラックスしながら身も心も癒していきましょう。

エアロ＆ダンベル ○ ダンベルを使用しトレーニングを楽しみながら、シェイプアップを目指します。

かんたんピラティス × 骨盤・背骨の位置、姿勢を整えながら体幹部を強化します！

マーシャルワークアウト ○ 音楽のリズムに合わせながら格闘技の動きで全身を動かす有酸素運動です。運動初心者の方から楽しく汗のかけるクラスです。

ダンスストレッチ ○ 音楽に合わせて関節の可動域を広げる為に身体の筋肉を十分に伸ばし、次のＨＯＵＳＥ　ＧＲＯＯＶＥに向けての準備もします！

身体メンテナンス × 身体の歪みをセルフマッサージ・ストレッチトレーニングで調整するクラスです。レッスン後の身体の変化を体感してください。

イージージャズファンク ○ 楽しい音楽に合わせて身体を伸び伸びと動かしていきます。男女問わず楽しめるクラスです！

骨盤調整エクササイズ × 骨盤の位置を調整する動きを取り入れ、身体の内側からキレイを作ります！

ダンベル体操 ○ ダンベルを使用してエクササイズをすることで筋肉に刺激を与え、心身共にリフレッシュします。

バリエーションピラティス × ボールやチューブを使って、ストレッチやほぐし、バランスを取るエクササイズを取り入れ、ピラティスが初めての方でも安心してご参加いただけます。

インナービューティーヨガ × 体のゆがみの元である筋肉の凝りをほぐし、姿勢を整える体の奥の筋肉を活性化する、内側から健やかな心身を目指します！

はじめてＨＯＵＳＥ ○ 一緒にハウスダンスを簡単に楽しく踊りましょう！初めての方もご参加ください！

はじめてエアロ45 ○ 簡単な動きを用いて、楽しみながらシェイプアップします。走る・ジャンプの動作は行いません。

ディープストレッチヨガ × ポーズをゆっくり時間をかけて行うことで、身体の深層から軽くなった感覚を味わうことができます。

難易度★★ 靴 内容

ＨＯＵＳＥ　ＧＲＯＯＶＥ ○ ＨＯＵＳＥの音楽に合わせてステップを中心に楽しくダンス！

Ｇｒｏｕｐ　Ｃｅｎｔｅｒｇｙ60 × ヨーガとピラティスを融合させ、体幹部の強化やバランス、柔軟性強化！

ステップアップＨＯＵＳＥ ○ 細かく！素早く！激しく！を一緒に体験しませんか？１歩上のＨＯＵＳＥにチャレンジ！

パワーヨガ × ヨーガのクラスでも筋力アップの動きを取り入れ、体力向上・引き締めに効果あり！

難易度★★★ 靴 内容

脂肪燃焼エアロ60 ○ 弾む動きも織り交ぜながら、ダイナミックに動くエアロビクス！※初級～中級者向け

Ｇｒｏｕｐ　Power60 ○ バーベルを使用し、エキサイティングな音楽に合わせて全身の筋力トレーニング！

Ｇｒｏｕｐ　Ｆｉｇｈｔ60 ○ 総合格闘技の動きをエクササイズとして取り入れたプログラムです。心肺機能向上、脂肪燃焼、ストレス解消に効果的！

STRONG　ｂｙ　ZUMBA ○ 初導入！！エアロビクスやボクササイズの要素を取り入れた新感覚のインターバルトレーニングです！

★フリープログラムのご案内★

５月６日（水・祝） 14：20～15：20

5階 第1スタジオ

（整理券配布⇒13：50～）

担当：美宅

「バリエーションピラティス」

5月5日（火・祝） 12：30～13：30

時間：13：00～14：00 料金：1,650円(税込) 1,500円(税抜) 税率10％ 消費税150円

定員：8名 2月29日（土）より受付開始!!

※ブリッジ・壁倒立が可能なお子様対象★詳細はPOPまたはチラシをご参照ください★

バク転の導入からしっかりと行います！

マット運動をさらに極めたいお子様にぴったりです！

5月5日（火・祝） 13：45～14：45

「インナービューティーヨガ」

様々なギアを使い身体のバランスや

眠っている筋肉にアプローチ！

祝日限定のレッスンお楽しみに！

身体の奥・内側にフォーカスを当て、

筋肉をほぐすことで

全身の筋肉を活性化していきます！ 第1スタジオ

場所：第2スタジオ

身体メンテナンス

身体の歪みをセルフマッサージ・ストレッチ、

トレーニングで 調整するクラスです。

レッスン後の身体の変化を体感してください。

5月4日（火・祝） 9：45～10：45

ステップアップHOUSE

コース型教室しかないレッスンを受けるチャンス

第1スタジオ担当：森田
担当：Diego

参加券配布⇒9：15～

参加券配布⇒11：15～

参加券配布⇒12：00～ 参加券配布⇒13：15～

5月6日（水・祝） 11：45～12：45

第2スタジオ

細かく！素早く！激しく！を

一緒に体験しませんか？

１歩上のＨＯＵＳＥにチャレンジ！


