
シェイプアップ＆元気復活プログラム
時間 時間 時間

３０分
３０分

３０分

３０分

４５分 ３０分

６０分 ３０分

４５分 ４５分

６０分 ４５分

４５分

４５分

４５分

４５分

４０分
３０分・４5分

６０分 ４５分・６０分

６０分

ウォーターエクササイズ
ヨガ・ピラティス系クラス カラダづくりプログラム 時間 クラスの内容

時間 時間 水中歩行を中心としたクラス。無理なく基礎体力の向上を目指します。

音楽に合わせて身体を動かす、アクアエクササイズ。

水中でパンチやキックを行い、全身を動かすクラス。

水中でツールを使い、全身を引き締めるクラス。

水中でヨガのポーズをとり、カラダを調えるクラス。

４５分 毎週日曜日は週変わりレッスン！！様々なレッスンを楽しみましょう！！

６０分 ３０分 水中歩行のクラス。カラダとココロをスッキリさせていくクラス。

３０分 アクアミットで水の抵抗を使い、筋力トレーニングを行うクラス。

４５分 水の特性を使い、音楽に合わせて全身運動を行うクラス。

時間

フロアエクササイズ
時間 時間

フレックスクッションを使ったストレッチのクラス。

ツールを使ってカラダをリセット！運動前後におすすめです！！

ライドの基本動作を習得するクラス。まずはこのクラスに参加！！

捻る・曲げる・キープなどの動作で、体幹を鍛えるクラス。

脂肪燃焼を目的としたクラス。

筋力アップを目的としたクラス。

日常動作を楽にしたい方～競技力ＵＰしたい方におすすめ！！

お腹を引き締めたい方におすすめ！！

チューブを使い、筋力ＵＰ～ストレッチまで幅広く展開！

音楽に合わせて楽しくしっかりと動いていくバイクエクササイズ。

ゴルフの動作を取り入れたトレーニングのクラス。

ラディカルプログラム 筋力アップと心肺機能向上を目的としたサーキットトレーニング！

時間 水泳のための筋力ＵＰやからだづくりにおすすめ！！

３０分

４５分

３０分

４５分

４５分

６０分

３０分

４５分

３０分

４５分

トレーニングスイム

腹部や腰部・胸部をしなやかに使うクラス。

15分

ボール

体幹トレーニング

大きなボールを使って、バランス力向上・調整を行うクラ
ス。

様々な動き・呼吸法を使って深層筋を動かしていくクラス

クラスの内容

アクア調(える)

クラス名

アクアエアロ

サンデースペシャル

ジムプログラム

ウェーブアクア

関節スッキリウォーキング

アクア鍛(える)

クラス名 クラスの内容

ビューティーコアメイク

ポルドブラ

身体のラインの変化や、持久力の向上を目指すクラス。

全身を追い込み、自己新記録目指します！！

３５分

２０分調(える)～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。

伸(びる)
動的・静的なストレッチにより、筋肉を伸ばし、
筋肉疲労を予防・回復、柔軟性アップを目指すクラス。

３５分

腹筋倶楽部

ゴルフキネシス

アクア歩(く)

アクア動(く)

３５分シリーズ

筋膜リセット

はじめてライド

シェイプアップ

パワーアップ

体幹トレーニング

オムニアサーキット

ライド

チューブトレーニング

昇(る)

ハワイアンな音楽に合わせ、ゆったりとからだを動かすクラ
ス。

太極拳

カラダ綺麗ストレッチ

６０分

自力整体 ６０分

３０分

フィットネス・バレエ・ヨガの要素を組み合わせた
全身コンディショニングのプログラム。

ダンスのバレエをベースとした
新感覚のダンス系姿勢改善プログラム。

姿勢から見た筋コンディショニング。インナーマッスルや
骨盤周辺の深層筋を刺激し、姿勢改善と内からの
引き締めを狙うクラス。

とにかく汗をかきたい！！
シンプルなエアロビクスで全身を動かすクラス。

クラスの内容

トランポリンを使って、体幹や下半身を強化！！
テンポの良いリズムに合わせてリズミカルな動作を
とことん楽しむクラス。

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
健康体操のクラス。

自分で出来る整体の動きで骨盤や背骨をほぐし、深い呼吸で心身をすっきり
させるクラス。身体の疲れを解消したい方におすすめ！！

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。

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。

肩甲骨と股関節周りを中心に、関節の動きを改善していくクラス。

関節の痛みを引き起こす筋肉や、姿勢を崩す原因となる筋肉を元の状態へ
戻すことにより、美しい身体作りを目指すクラス。 キックボクシング・ムエタイ・マーシャルアーツが

ベースになった、格闘技系プログラム。
脂肪燃焼・ストレス発散におすすめ！！

筋力・筋持久力の向上を目的に、バーベルを使った
筋力トレーニングのクラス。
全身を引き締めたい方におすすめ！！

ファイドウ

ラディカルパワー

サンドバッグに直接パンチやキックを打ち込みます。
臨場感あふれる格闘技エクササイズです。
ストレス解消したい方におすすめ！！

ユーバウンド

キーマックス

オキシジェノ
ストレッチ・ピラティス・ヨガ・太極拳の要素を
取り入れたクラス。ゆったり動きながら柔軟性・筋力
バランス感覚などを高めます。

あらゆるパワーヨガのアサナ(ポーズ)を取り入れます。
全身をバランスよく動かし、ココロとカラダの調和を目指すクラス。

ヨガとピラティスの動作を融合して行い、それぞれの特徴を
活かしながら、ココロとカラダのバランスを整えることを目指すクラス。

ピラティス・ヨガ・瞑想や色々なスポーツを融合させたエクササイズ。
緊張から開放され柔軟性を取り戻し、より若々しい弾力性のある筋肉作りを
目指します。

朝はやっぱりラジオ体操！
朝一番しっかり体を動かして活力のある１日にしましょう！

クラスの内容

ポール（太い丸棒）を使い、胴部のストレッチを行い、
背中の伸びを実感できるクラス。とにかく気持ち良い！！

フレックスクッションを使い、美しい骨盤を作るストレッチのクラス。

体調すっきりコントロールプログラム

２０分

３０分

ラジオ体操 １５分

４５分

３０分

３０分

やさしい整体

４５分

６０分

健美操

肩甲骨・股関節体操

スタジオプログラム

クラス名

エナジームーブ ５０分

ファンムーブ ４５分

シンプルな動きの中で、しっかりと汗をかくことを目的とした
エアロビクスのクラス。汗をかき、楽しくカロリー消費したい方におすすめ！

振り付けを楽しみながら行う、エアロビクスのクラス。
少し難しい動きにチャレンジしたい方におすすめ！！

クラスの内容

６０分

６０分

ジャズダンス

コリオミックス

ＨＩＰ－ＨＯＰ

ＺＵＭＢＡ

筋膜リセット

クラス名

筋肉を包んでいる筋膜をほぐし、
凝りやむくみ、筋肉疲労の改善を目指すクラス。

バレトン

ZENGA

クラス名

動(く)

かんたんストリートダンス

ストリートダンス

シンプルステップ

エナジーステップ

オリジナルステップ

４０分

５０分

骨盤周りの深層筋をほぐすことで、骨盤を本来の状態に整えるクラス。

年齢とともに衰えがちなバランス力・視野・体幹調整力の
機能改善を目指すクラス。

月毎のテーマに合わせて練習します。
詳細はプール掲示板をご覧下さい。オリジナルレッスン

６０分

かんたんボクシング
フィットネス

４０分

インストラクターのオリジナリティーを楽しむ、エアロビクスのクラス。
振り付け＋動きたい！という方におすすめ！！

インストラクターのオリジナリティーを楽しむ、ステップのクラス。
振り付け＋動きたい！という方におすすめ！！

かんたんなパンチやキック動作を、リズムに合わせて繰り出します。
ストレス発散や脂肪燃焼に最適です。

姿勢すっきり背泳ぎ
６０分

４５分

６０分

らくらくバタフライ

各泳法２５Ｍ以上泳げる方対象です。
基礎から練習し、よりスムーズな泳ぎを目指します。

各泳法５０Ｍ泳ぐことを目的としたクラス。様々な曲で振り付けを楽しむダンスクラス。
レッスンごとに違う曲・振り付けでダンスを楽しみます。

はじめてチャレンジスイム

音楽に合わせてリズムを取りながら、身体を動かすクラス。
少し難しい動きを楽しみたい方におすすめです。

ラテンの音楽に合わせ、身体を動かし、汗のかけるクラス。
１曲ずつのフレーズにあわせて動きが変わる
楽しいダンスプログラム。

きれいにクロール

全身引き締め平泳ぎ

チャレンジスイム

オリジナルムーブ ６０分

プールプログラム

クラス名 クラスの内容

クロール・バタフライ教室 各泳法２５Ｍ以上泳げる方対象です。
どちらかお好きな泳法を選んでいただきます。

はじめてバタフライ バタフライ２５Ｍ泳げない方対象。憧れのバタフライにチャレンジ！

リズム＆ダンスプログラム
クラス名 クラスの内容

背泳ぎ・平泳ぎ教室

簡単なバレエのストレッチや運動を行い、姿勢改善や
軸の強い身体づくりを目指すクラス。

しなやかな身体作りを目指します。
最後はかんたんな振り付けでお腹を引き上げましょう！！

ダンスを始めたい方はこのクラスへ！
いろんなジャンルのダンスが楽しめるクラスです。

様々なジャンルのダンスの振り付けを楽しむクラス。

スイミング

はじめてスイミング 何でも基本が大切。正しい姿勢・浮き方・呼吸法など練習します。

はじめてクロール クロール２５Ｍ泳げない方対象。クロール２５Ｍを目標にします。

はじめて背泳ぎ 背泳ぎ２５Ｍ泳げない方対象。背泳ぎで２５Ｍを目標にします。

はじめて平泳ぎ 平泳ぎで２５Ｍ泳げない方対象。平泳ぎで２５Ｍを目指します。

ハタヨガ

フィットネスパワーヨガ

ヨガ＆ピラティス

ステップ台を使った昇降運動により、シンプルな動きの中で、
しっかりと汗をかくことを目的としたクラス。
汗をかき、楽しくカロリー消費したい方におすすめ！

ステップの振り付けを楽しみ、難しい動きにもチャレンジする
ステップのクラス。

３０分

４５分

４５分

クラス名

ボクシングフィットネス ４５分

６０分

６０分

パンチやキックを組み合わせた動作を、リズムに合わせて繰り出します。
エアロビクスが苦手な方も楽しめます。

クラスの内容

これからヨガをはじめたい方にオススメ。
呼吸方法や基本のポーズを中心にココロとカラダのバランスを整えます。

ヨガの呼吸法に基づいて、ココロとカラダのバランスを調えるクラス。

４５分 ５０分

フラダンス

ベリーダンス

姿勢すっきりバレエ

６０分

ストレッチポール

骨盤体操
（ペルビックストレッチ）

美骨盤ストレッチ

４０分

機能改善体操

スイムトレーニング
３０分

はじめてのハタヨガ
アクア燃(える）

１５分
エレメント
ファイドウ・パワー

ユーバウンド・キーマックス

各プログラムの基本動作を解説する入門クラス。
（初めての方はまずこのクラスにご参加下さい）

鍛(える)

クラス名 クラスの内容

バーンアウトSeries

調(える)～太陽～

シンプルなステップ台の昇降運動により、
体幹部の安定や脚力アップを目指すクラス。

自体重やダンベルを使ってボディラインをつくる
筋力トレーニングのクラス。

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。

クラス名

フレックスクッション

「ラディカルプログラム」って何？
アルゼンチン発祥のプログラムです。初心者の方でも安心♪

音に合わせて楽しみながら効果を実感できます！！

３ヶ月ごとに動作が変わるので、４・７・１０・１月に

参加して頂くのがおすすめです☆


