
15min.モモトレ

15min.筋膜リフレッシュ

芝エリアフリールーム②

10:15～11:05

フィットネス

パワーヨガ

三浦（40名）

10:15～11:15

太極拳

中村（30名）

10:30～10:45(20名）

スタジオ

グンゼスポーツはびきの

【TEL：072-937-3315】

芝エリア

9:30～10:30

自力整体

友田（40名）

9:45～10:30

芝エリア

12:25～13:10

ポール＆ボール

片山（25名）

LIVE10  SHAPE!!

土曜日

芝エリア スタジオ

日曜日

スタジオ 芝エリア スタジオ

金曜日木曜日

2019年 3 月度 プ　ロ　グ　ラ　ム　タ　イ　ム　テ　ー　ブ　ル

スタジオ フリールーム② 芝エリア スタジオ

火曜日 水曜日

9:00
9:20～10:20

太極拳

中村（40名）

9:30～10:05

35min.動

三浦（40名）

10:00

10:55～11:10(20名）

9:40～10:15

35min.調～月～

杉村（30名）

10:30～11:20

エナジームーブ

大森（40名） 10:30～12:00

成人バレエ

（有料）

10:30～10:45(26名）

ヨガ&ピラティス

Fusion45

大森（40名）

15min.ダンベル

11:30～12:15

健美操

大森（45名）

11:20～11:55

35min.鍛

池田（40名）

15min.ダンベル

9:30～10:15

カラダ調整体操

仁井田（45名）

10:00～11:00

フラダンス

近藤チエ（40名）

15min.ミニボール

11:45～12:00(15名）

15min.ダンベル

15min.潤 15min.腹筋

11:30～11:45(10名）

10:30～10:45(12名）

11:35～12:10

35min.鍛

仁井田（40名）
12:15～12:30(20名）

10:45～11:20

35min.動

大森（40名）

10:40～11:25

ファンムーブ

仁井田（40名）

10:30～10:45(26名）

11:45～12:00(20名）

11:00

10:30～11:15

ファンムーブ

仁井田（40名）

15min.潤

12:00～12:45

オキシジェノ

杉村（40名）

15min.青竹

影本（30名）

11:30～11:50

ストレッチポール®

10:30～10:45(25名）

12:45～13:00(20名）

13:20～14:05

15min.ダンベル

11:15～11:50

35min.昇

三好（30名）
15min.モモトレ

13:00～13:15(10名）

11:30～12:30

プライベート

レッスン

（有料）

仁井田

13:10～13:25(12名）

12:45～13:00(10名）

13:10～13:25(20名）

13:45～14:00(12名）

15min.腹筋

15min.腹筋

オリジナルムーブ

　【 ラテン 】

仁井田（40名）

12:05～13:05

オリジナルムーブ

池田（40名）
12:20～13:20

練功体操

米本（30名）

13:15～14:15

マナフラ

MARIKO（40名）

13:00

12:25～13:00

35min.動

三好（40名）

12:00

14:15～14:30(20名）14:15～14:30(15名）

13:45～14:00(10名）

12:45～13:45

ストリートダンス

塚本（30名）

14:00～14:45

JAZZ

塚本（30名）
14:45～15:00(10名）

13:30～14:30

健美操

田垣内（45名）

15min.ダンベル

15min.筋膜リフレッシュ

15:00～15:10(8名）

14:00～15:00

市の教室

（有料）

15min.アルケ

14:55～15:40
15:00～15:30 14:45～15:30

X55

Chima（30名）

15min.アルケ

13:30～13:50

一緒にスロトレ

影本（45名）

13:00～13:45

ストレッチ

影本（45名）

12:35～13:20

ZUMBA®

三好（40名）

12:05～12:50

ファンムーブ

三好（40名）

15min.アルケ

11:30～12:20

エナジーステップ

三好（30名）

14:45～15:35

エナジームーブ

中山（40名）

14:00～14:35

35min.調～月～

影本（45名）

14:15～14:30(10名）14:15～14:45
13:55～14:40

はじめてハタヨガ

石橋（45名）
ムービングパワーヨガ

影本（40名）

LIVE10  BURN!!

15min.ミニボール

14:30～15:30

オリジナルステップ

仁井田（30名）

14:30～15:05

35min.潤

影本（35名）

15min.アルケ

14:40～14:55(10名）

ストレッチポール®

＆ストレッチ

14:55～15:15

15:25～16:00

35min.昇

大森（30名）

片山（30名）

かんたん

ボクシング

フィットネス

16:00

15:15～15:50

35min.癒

影本（30名）

影本（25名）

村井（35名）

15min.モモトレ
14:00

13:30～14:15

オキシジェノ

杉村（30名）

17:20～18:05

骨盤リセット体操

森本（40名）

15:40～16:25

オキシジェノ

Chima（40名）

15:15～16:00

メガダンス

Chima（40名）
15:45～16:30

綺麗になるヨガ

中山（40名）

16:35～17:10

35min.動

森本（40名）

15:00

15:45～16:30

カラダ調整体操

仁井田（45名）

15:50～16:50

体調改善運動

【足裏】

村井（45名）

ボールエクササイズ

LIVE10  SHAPE!!
18:30～18:45(12名）

ヨガ&ピラティス

Fusion40

大森（40名）

LIVE10  BURN!!

目的別プログラム分類

15:10～15:20(8名）

17:00～19:15

ジュニア

バレエスクール

（有料）18:00～18:15(10名）

17:00～17:50

エナジームーブ

中山（40名）

16:10～16:55

EARTH

～universal yoga～

Chima（45名）

18:00

18:15～18:50

35min.動

本馬（40名）

整理券

配布方法

19:50～20:35

はじめてピラティス

田所（40名）

18:25～18:35(8名）

15min.スラックライン

15min.筋膜リフレッシュ

19:00～19:45

メガダンス

本馬（40名）

18:15～18:50

35min.昇

大森（30名）

19:05～19:50

ZUMBA®

大森（40名）

18:00～18:45

すっきりヨガ

中山（40名）

LIVE10  UP!!

※祝日は17時までのプログラムを通常通り行います。

　17時以降スタートするプログラム・フロアExはございません。

　月曜祝日は特別プログラムになります。事前に館内に告知致します。

※都合により、担当者が変更になる場合があります。

※スタジオの定員は、内容によって異なります。

※フロアエクササイズは時間になりましたら『芝エリア』にお集まりください。19:25～19:35(8名）

ボディメイク・筋力アップ   

16:15～19:30

ジュニア

バレエスクール

（有料）

18:15～18:50

35min.鍛

大森（40名）

16:10～16:50

17:15~18:00

ピラティスシェイプ

大森(40名）

19:00～19:45

ファイドウ

向山（35名）

16:15～19:30

ジュニア

バレエスクール

（有料）

19:15～19:25(8名）

17:00～17:45

ファンムーブ

仁井田（40名）

18:55～19:40

ファンムーブ

田所（40名）

シェイプアップ・脂肪燃焼   

素足で参加OK！   

19:00～19:15(10名）

15min.モモトレ

ダンス・振付を楽しむ   

LIVE10  UP!!

レッスン開始30分前にシャワー室前にお並びください

定員オーバーの場合⇒その場で抽選させて頂きます

　※外れた方は、次回優先的にご参加頂けます【配布開始時間にはお越しください】

19:25～19:35(8名）

19:55～20:40

X55

向山（30名）20:00

リラックス・身体の調整   

13:00～13:40

シンプルステップ

　近藤（30名）

15min.ストレッチ

10:00～10:15(15名）

17:00

19:00
19:40～19:55(20名）

15min.腹筋

20:00～20:45

ファイドウ

兵頭（35名）

大人気ファンクショナル

トレーニング、その名も

『アルケ』!!

アイテムを使って

楽しみながらカラダを

鍛えましょう!!

ピンクのバンドを

使って、お尻を鍛える

モモトレ!!美しく

引き締まったお尻は

魅力的ですよ♪

筋トレが苦手だという

方にもオススメしたい

ダンベル体操!!

全身の筋肉をバランス

よく動かします。

お腹まわりをスッキリ

したい方は、絶対に

参加してください。

さらにくびれがあれば

ナイスBODYの

出来上がり!!



　

禅×音×ヨガを取り入れたマインドフルネスプログラム。

身体を調え・呼吸を調え・心を調えていくクラス。

スタジオプログラム

　　　　　　　　　　　35min.Series ダンス・振付を楽しむプログラム

35min.動
シンプルかつ簡単な動きで、気持ちの良い汗がかける！

音楽に合わせて楽しく動くクラス
マナフラ マナ（呼吸法）にフラダンスを組み合わせたクラス

35min.伸
動的&静的なストレッチによって筋肉を伸ばし、

柔軟性の向上や筋肉の疲れの予防・回復を促すクラス

35min.昇
スタジオが初めての方もステップが初めての方も安心！

短時間でカロリー消費ができるステップ基礎クラス！
ZUMBA

一曲ずつのフレーズに合わせて動きが変わる

楽しいダンスプログラム

35min.鍛
自体重やダンベルを使ってボディラインをつくるクラス

筋肉を刺激し鍛え、代謝のよい身体づくりを目指します
ストリートダンス HIPHOPのリズムや振り付けを楽しむクラス

JAZZ ジャズの基本やリズム・振付を楽しむクラス

35min.調～太陽～
パワーヨガの流れるような動きで呼吸を調え、

心地よいカラダを手に入れるクラス
シェイプアップ・脂肪燃焼プログラム

35min.調～月～
座位中心のパワーヨガのアサナ（ポーズ）により、

呼吸を調え、心地よいカラダを手に入れるクラス

　　　　 かんたん

 ボクシングフィットネス

エアロビクスにボクシングの基本パンチを組み込んだ

ストレス解消＆体力アップができるクラス

35min.潤
セルフケアによってリンパの流れをよくし、

身体と皮膚を潤すデトックス（解毒）クラス
ボディメイク・筋力アッププログラム

35min.癒
ストレッチや呼吸法、自立訓練法などによって

心身を癒すクラス
一緒にスロトレ

筋肉を緩めずゆっくり行うスロートレーニングによって

筋肉を目覚めさせる筋コンディショニングクラス

　　　　　　　Radical Fitness【ラディカル】 ボールエクササイズ
大きなボールを使って、バランスアップ・調整・

カラダづくりを行うクラス

  ファイドウ

  エレメント

ファイドウの入門編。基本動作を解説し進めていくクラス

（初心者の方は先にこのクラスに受講ください）
リラックス・身体の調整プログラム

  ファイドウ
キックボクシング・ムエタイ・マーシャルアーツの

動作を組み合わせたストレス解消のクラス
フィットネスパワーヨガ

パワーヨガのポーズを取り入れ、全身バランスよく動かし

流れるような動きで心と体のバランスを整えるクラス 体感すればあなたもトリコ!!リアルな１０分【LIVE１０】
X55

【エクストリーム55】

ステップ台と自重による負荷で、特に下半身を中心に

徹底的に追い込んでいく究極のシェイプアップクラス
はじめてハタヨガ

ハタヨガの呼吸法・アサナ（ポーズ）の基本を習得する

ハタヨガ入門のクラス

  メガダンス
ヒップホップ・ラテン・ディスコ・ジャズ・ストリップなど、世界の

あらゆるダンスをランダムにミックスしたワールドダンスクラス
綺麗になるヨガ 女性らしいしなやかな体を手に入れるクラス

 オキシジェノ
動きながらのストレッチ・ピラティス・ヨガの要素を取り入れた

全身コンディショニングクラス
ムービングパワーヨガ

ヨガアサナに動作と静止の繰り返しを加え、

機能的な柔軟性と筋力アップを目指すクラス

エアロビクス＆ステッププログラム はじめてピラティス
呼吸法とピラティスの基本動作により、

体幹部の安定と姿勢改善を目指すピラティスの入門クラス

ファンムーブ
音楽に合わせて振付を楽しみたい方におススメ。

複雑な動きにチャレンジする達成感と汗の量を味わいたい方に！
ピラティスシェイプ

さまざまなピラティス動作により、

体幹部の引き締めや姿勢改善を目指すクラス

エナジームーブ
シンプルな動きを繰り返し行うことで汗をたくさんかける

プログラム振付よりもとにかく音楽に合わせ動きたい方におススメ！
ヨガ&ピラティスFusion

ヨガとピラティスの動作を融合して行うクラス。それぞれの特徴を

活かしながら、心と身体のバランスを整えることを目指すクラス

オリジナルムーブ
振付を楽しみ・しっかりと動く！汗がかける！

ダンスとの融合もあり！じっくりたっぷり楽しみたい方に！
健美操

呼吸などにより自然治癒力を高め、体力や免疫力を

無理なく向上させるクラス

オリジナルムーブ

【ラテン】

エアロビクスの動作の中に

骨盤の回旋やラテンのリズムを取り入れたクラス
太極拳

呼吸と動作を一体させて行うゆっくりとした全身運動

のクラス

シンプルステップ
シンプルに動けるから、わかりやすくて運動量がある。

基本のステッピング中心で、初めての方も安心して汗がかけます！
練功体操

呼吸法・気功法を中心にゆっくりとした動作で行う

体操のクラス

エナジーステップ
振付を楽しむ＆しっかり運動する！

ステップの醍醐味を楽しむプログラム！
自力整体

骨盤の歪み・筋肉の縮みを正し、痛みの予防解消をする

整体法のクラス

オリジナルステップ
バリエーション豊富な振付の楽しさと運動量を手に入れる

プログラム。しっかりと動いて熱く燃えたい方におススメ！
骨盤リセット体操

骨盤の歪みは全身の歪みです。正しい位置にリセットして

骨格・内臓の働きを整えましょう

目的別 ストレッチ ゆったりと全身の伸びを感じ、柔軟性を高めていくクラス

シェイプアップ・脂肪燃焼　 ストレッチポール
ストレッチポール（太い丸棒）を使い胴部ストレッチを

行うことで背中の伸びを実感できるクラス

グンゼスポーツ はびきの店

大阪府羽曳野市南恵我之荘4-237-4

（はびきのコロセアム2F）

電話番号：072-937-3315

リラックス・身体の調整　

マークの大きさ、また数が多い程

運動量が多くなります

ダンス・振付を楽しむ　 カラダ調整体操
胴部の安定をはかり、全身のバランスを整えるための

様々な動きを行うクラス

ボディメイク・筋力アップ　 体調改善運動（足裏）
動きやすい身体づくりを行う簡単な運動と、自分の足裏を触る

フットセラピ―で自律神経やホルモンの調整を行うクラス

EARTH～universal yoga～

グンゼスポーツ 検索

プログラムタイムテーブルやプログラム変更・代行情報は

スマートフォンやパソコンなどからもご確認頂けます！

2019年3月度プログラム

タイムテーブル

簡単な動きで、たったの10分!!必ず感じる爽快感と充実感!!

たった10分のエクササイズ!!汗もかけ十分な運動量。

そんな【LIVE１０】にぜひご参加ください。

●短時間で効果あり ●シンプルな筋トレ

●汗もしっかりかける ●楽しいグループエクササイズ

★こんな効果が期待大★

スタッフ 丸尾 哲生（ﾏﾙｵ ﾉﾘﾕｷ）
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