
【スタジオプログラム内容】

火

9:00 9:00

10:00 10:00

11:00 11:00

12:00 12:00

13:00 13:00

14:00 14:00

※定期券をお持ちの方は無料でご参加頂けます

15:00 15:00

16:00 16:00

17:00 17:00

18:00 18:00

19:00 19:00

20:00 20:00

21:00 21:00

21:30 21:30 指定管理者　：　新生ビルテクノ・東急スポーツオアシス・ゼット共同事業体

HIIT15
3分×3セットのインターバルトレーニングです。

たった15分で下半身を鍛え、脂肪燃焼することが出来ます。

コアリラックス 円柱のポールに乗って行うリラクゼーション、姿勢改善クラス。

Group Fight
様々な格闘技の動作を取り入れた有酸素運動クラスです。

気持ち良く汗を流しストレス発散、脂肪燃焼に効果的です。

Group Centergy
ヨガやピラティスの動きを音楽に合わせて行います。

筋力、柔軟性を向上させ、リラックスにも効果的です。

■有料プログラム（440円）事前予約制

背骨コンディショニング【体操】 背骨の歪みを整え、不調を改善する運動プログラムです。

背骨コンディショニング【筋コン】 背骨の歪みを整える為の筋力コンディショニングクラスです。

簡単エアロ シンプルな振付けでどなたでもご参加頂けるエアロビクスです。

下半身シェイプ

上半身シェイプ
チューブやダンベルを用いた筋力トレーニングで

上半身をシェイプします。

チューブやダンベルを用いた筋力トレーニングで

下半身をシェイプします。

ラテン系のダンスとエクササイズを合わせたダンスレッスンです。

簡単な振付けで運動初心者でもダンスを楽めます。

ピラティス

ZUMBA

体幹を中心に刺激し、美しいボディラインを目指します。

全身シェイプ 橋本　奈央子

コアリラックス

20:15～21:00 20:15～21:00 20:15～20:30

19:45～20:00 前田　奈津子 橋本　奈央子

Group　Fight45 20:30～20:45 簡単ステップ HIIT15

整体ヨガ 自己治癒力向上を目的とし、全身をリラックスさせます。

ヨガ
様々ポーズを用いて心と身体のバランスを整え

本来の姿に取り戻します。

はじめてヨガ 初めての方も参加しやすい優しい動きのヨガクラスです。
19:15～19:30 19:15～20:15 19:15～20:00 19:15～20:00

HIIT15

Group　Fight45

ヨガ 簡単エアロ Group Centergy45

簡単ステップ
ステップ台を使ったエアロビクスです。初心者の方で出来る

簡単な振り付けでどなたでも楽しめます。

17:15～18:15 17:15～18:15 17:15～18:15
18:00～18:45

【小学4年～中学3年クラス】 【小学生クラス】 【小学2年～中学3年クラス】 コアリラックス

引き締めエアロ 脂肪燃焼を目的とした振付けのエアロビクスです。

ジュニア空手 体育スクール ジュニアダンス 17:15～17:30
初中級エアロ 初心者の方から慣れた方まで楽しめるエアロビクスです。

【年中～小学1年クラス】
15:45～16:45

Group　Groove45

16:00～17:00 16:00～17:00 16:00～17:00

キッズ空手 体育スクール キッズダンス 【小学生クラス】 15:45～16:30
【年中～小学1年クラス】 【幼児クラス】

アロマストレッチ 15:15～15:30

下半身シェイプ

体育スクール

太極拳 呼吸法・気のパワーを取り入れながら、体内を整えましょう。

Group Centergy45 隆広 上半身シェイプ

15:00～15:30

14:45～15:30 バランスボール はじめてヨガ アロマストレッチ HIIT15 14:45～15:00

アロマストレッチ

14:30～14:45 14:15～15:15 14:30～15:00 14:45～15:00

河野　悦子 14:00～14:30

13:30～14:30

はじめてヨガ Group　Groove45 隆広 Group　Fight45 ヨガ

1３:00～14:00

13:30～14:30 13:30～14:15 ピラティス

12:45～13:15 福嶋　真友 バランスボール

河野　悦子

13:00～13:45
背骨コンディショニング【筋コン】

竹内　遥香13:30～14:15

12:00～12:30 上半身シェイプ アロマストレッチ 背骨コンディショニング【体操】

アロマストレッチ 12:15～13:15 12:15～12:30 12:30～12:45 竹内　遥香

12:45～13:00 13:00～13:15

全身シェイプ コアリラックス 下半身シェイプ

背骨コンディショニング 12:15～12:30 HIIT15 上半身シェイプ

西原　秀徳 嘉納　芙佐子 HIIT15

引締めエアロ ポルドブラ 掛　美紀 兵野　寿江 掛　美紀 11:15～11:30

Group Groove
様々なスタイルを取り入れたダンスプログラムです。

初心者の方も楽しめて、脂肪燃焼にも効果的です。

11:45～12:00 11:45～12:15 11:45～12:45

全身シェイプ
チューブやダンベルを用いた筋力トレーニングで

全身をシェイプします。

バランスボール
バランスボールを使ったトレーニングです。

バランス感覚を身につけます。

アロマストレッチ
アロマオイルの香を楽しみながらストレッチを行います。

心身ともに癒されます。

ピラティス 太極拳 Group Centergy45 Group　Groove45 バランスボール 全身シェイプ

休

　

　

館

　

　

日

9:30～10:3０ 9:30～10:30 9:30～10:15 9:30～10:15 9:30～9:45 9:30～10:00

10:45～11:00

10:45～11:45 10:45～11:45 ZUMBA 整体ヨガ 初中級エアロ バランスボール

大阪市立旭屋内プール　TEL：06-6955-6491

ポルドブラ
バレエの動作を取り入れたしなやかな動きで体幹を中心とした

筋力向上、姿勢改善を目指すエクササイズクラスです。

2019年10月1日～

■無料プログラム

月 水 木 金 土 日

コアリラックス コアリラックス

10:30～11:30 10:30～12:00 10:30～11:30

西原　秀徳 川口　了子 10:00～10:15 10:15～10:30
有料

有料

有料

有料
有料

有料

旭スタジオプログラム表
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⇒ご参加の際は事前予約が必要です。予約は３階ジムにて直接承ります。

予

予
予

予

予
予

有料

有料
10月1日より

平日２１：３０まで

営業となります。

（ジム利用２１：００まで）

有料 予


