
  

営業時間/10：00～20：00 （プールのご利用は19：30までとなります）

第１スタジオ 第２スタジオ

2月11日（火）建国記念の日プログラムタイムスケジュール

スポーツクラブ＆スパ ルネサンス 静岡         TEL.054－654－0501

ジム プール

マイルネサンスのダウンロードはお済ですか？
手軽にスケジュール確認や、代行情報が見ることができます！

未登録の方は、ＱＲコードから是非！

※プールプログラム・スクール実施時には、   自由遊泳・歩行コースを２～４コースに制限させていただきます。 
※担当インストラクターは変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

水中ウォーキング３０ 
１０：３０～１１：００  

ジュニアスイミングスクール 
 

１４:３０～１８:３０ 
（有料） 

エアロ６０ 

中山 優 
１３：１５～１４：１５ 

・・・枠内に色がついているプログラムは初心者の方でも 
     安心してご参加いただけます。 
・・・定員制プログラム 

・・・有料プログラム 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

18:00 

19:00 

20:00 

バランスコーディネーション４５ 
兼子 和美 

１０：２０～１１：０５ 

ステップ４０ 
鈴木 しげこ  

１１：２０～１２：００ 

Group Fight３０ 
武田 日明 

１２：３０～１３：００ 

ミットアクア４０ 
福原 知香子 

１２：２５～１３：０５ 

成人スイミングスクール 
中上級 

１８:３０～１９:３０ 
 

（有料） 

バレトン４５ 

兼子 和美 
１２：１５～１３：００ 

Group Centergy４５ 
  佐野 明日香  
１５：２５～１６：１０ 

スライズトレーニング２０ １４：３０～１４：５０ 

お腹シェイプ１５ １３：２０～１３：３５ 

利用可能時間のご案内  

●正会員・プール＆スパ会員／10:00～20:00 
●パパママ会員・ホリデー会員／10:00～20:00 
●平日会員／10:00～17:00   
●アフタヌーン会員／13：00～17：00 
●中学生・高校生会員・学生会員／10:00～20:00 
●U-30(90分会員）・60分会員／10：00～20：00 

 

カラダ・ほぐす１５ １５：２０～１５：３５ 

マイルネサンスアプリの 

ダウンロードはお済みですか？ 

スマホでのケジュールの確認方法  

温ヨガ６０ 
EMIKO 

１３：２０～１４：２０ 

ピラティススクール 
１５:００～１６:００ 

赤坂 由紀 

ZUMBA GOLD（４５min） 
鈴木 しげこ 

１０：１５～１１：００ 

HEAT-HIIT20【暗闇WORKOUT】 
トレーナー１６：３０～１６：５０ 

太極拳６０ 
福原 知香子 

１１：１０～１２：１０ 

成人スイミング 
スクール初中級 
１１:０５～１２:０５ 

（有料） 

エンジョイ 
マスターズ６０ 

１３:１０～１４:１０ 

ジュニア空手教室 
１６:３０～１７:３０ 

ジュニア空手教室 
１７:３０～１８:３０ 

BODYCOMBAT30 
【映像プログラム】 
１７：１０～１７：４０ 

SH'BAM30 
【映像プログラム】 
１７：５０～１８：２０ 

 成人スイミング 
スクール中上級 

１１：０５～１２：０５ 
（有料） 

成人スイミング 
スクール上級 

１３:１０～１４:１０ 

ステップ４０ 
中山 優  

１４：３０～１５：１０ 



  

営業時間/10：00～20：00 （プールのご利用は19：30までとなります）

スポーツクラブ＆スパ ルネサンス 静岡         TEL.054－654－0501

映像レッスンいつでも見学体験できます！
人目を気にせず、入退場も自由なのは知ってましたか？！

空いた時間を有効活用しませんか？

2月23日（日）天皇誕生日

第１スタジオ 第２スタジオ ＦＴＡ

プログラムスケジュール

プール

※プールプログラム・スクール実施時には、   自由遊泳・歩行コースを２～４コースに制限させていただきます。 
※担当インストラクターは変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

ジュニアスイミングスクール 
 

１４：３０～１６：３０ 
（有料） 

Group Fight６０ 
佐野 明日香 

１５：３０～１６：３０ 

・・・枠内に色がついているプログラムは初心者の方でも 
     安心してご参加いただけます。 

・・・定員制プログラム 

・・・有料プログラム 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

18:00 

19:00 

20:00 

クロール３０/平泳ぎ３０ 
１２：３０～１３：００  

温ストレッチポール３０ 
梶原 大幹 

１５：５０～１６：２０ 

ミットアクア５０ 
嶋村 彩 

１３：１０～１４：００ 

骨格リセットエクササイズ４０ 
佐野 明日香 

１２：２５～１３：０５ 

ホットヨガ６０ 
 金原 由美 

１６：３５～１７：３５ 

ホットヨガ６０ 
   YUMIKO  

１３：３５～１４：３５ カラダ・ほぐす１５  １４：１０～１４：２５ 

スキルミル１５  １３：１０～１３：２５ 

利用可能時間のご案内  

お腹シェイプ１５  １４：４０～１４：５５ 

会員様限定アプリＭyルネサンスは 

登録されましたか？ 

スマホでのケジュールの確認方法  

ヨガ４５ 
金原 由美 

１４：５０～１５：３５ 

Group Fight４５ 
武田 日明 

１０：５５～１１：４０ 

HEAT-HIIT２０【暗闇WORKOUT】 
沖野 由香里 

１６：４５～１７：０５ 

BODYCOMBAT３０ 
【映像プログラム】 
１０：１５～１０：４５ 

SH’BAM３０ 
【映像プログラム】 
１７：１５～１７：４５ 

親子ベビースイミング 

１０：４０～１２：００ 
（有料） 

●正会員・プール＆スパ会員／10:00～20:00 

●パパママ会員・ホリデー会員／10:00～20:00 

●平日会員／10:00～17:00   

●アフタヌーン会員／13：00～17：00 

●中学生・高校生会員・学生会員／10:00～20:00 

●U-30（90分）会員・60分会員／10：00～20：00 
 

avexダンスマスターキッズクラス 
１０：４０～１１：４０ 

Group Power６０ 
大井 快晴 

１３：１５～１４：１５ 

Group Bｌast４５ 
大井 快晴 

１４：３０～１５：１５ 

ジュニアスイミングスクール 

８：４５～１０：４５ 
（有料） 

ヒップホップ６０ 
北川 靖弘 

１２：００～１３：００ 



  

人目を気にせずWORKOUTしませんか？
静岡クラブには、暗闇プログラム、映像プログラムがございます！！

まだ未体験の方はこの機会に是非 体験してみてください☆

2月24日（月）振替休日プログラムスケジュール

スポーツクラブ＆スパ ルネサンス 静岡         TEL.054－654－0501
営業時間/10：00～20：00 （プールのご利用は19：30までとなります）

第１スタジオ 第２スタジオ ＦＴＡ プール

※プールプログラム・スクール実施時には、   自由遊泳・歩行コースを２～４コースに制限させていただきます。 
※担当インストラクターは変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

ジュニアスイミングスクール 
 

１５：３０～１８：３０ 
（有料） 

ステップ６０ 
赤坂 由紀 

１５：１０～１６：１０ 

・・・枠内に色がついているプログラムは初心者の方でも 
     安心してご参加いただけます。 

・・・定員制プログラム 

・・・有料プログラム 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

18:00 

19:00 

20:00 

バレトン４５ 

萩原 延子 
１０：１５～１１：００ 

クロール/背泳ぎ３０ 
１４：３０～１５：００  

ヨガ４５ 
藤村 知都 

１０：２０～１１：０５ 

RPBエッセンス４５ 
藤村 知都  

１１：２０～１２：０５ 

腰痛予防ストレッチ３０ 
トレーナー 

１２：２５～１２：５５ 

アクア５０ 
小林 尚子 

１３：３５～１４：２５ 

 

成人スイミングスクール 

初中級 

１８：３０～１９：３０ 
（有料） 

ZUMBA（４５min） 
中山 優 

１２：１５～１３：００ 

エアロ４０ 
中山 優 

１１：２０～１２：００ 

Group Centergy４５ 
中山 優 

１３：１５～１４：００ 

健美操６０ 
下村 佳子 

１４：１０～１５：１０ 

ホットヨガ６０ 
  小林 尚子  

１５：２０～１６：２０ 

お腹シェイプ１５  １４：３０～１４：４５ 

スキルミル１５  １３：３５～１３：５０ 

利用可能時間のご案内  

スキルミル１５  １５：１５～１５：３０ 

マイルネサンスのダウンロードは 

お済ですか？？ 

スマホでのケジュールの確認方法  

リトモス４５ 
下村 佳子 

１３：１０～１３：５５ 

Group Fight４５ 
池田 裕樹 

１４：１０～１４：５５ 

ＨＥＡＴ-ＨＩＩＴ２０【暗闇WORKOUT】 
トレーナー１６：３０～１６：５０ 

BODYCOMBAT３０ 
【映像プログラム】 
１７：１０～１７：４０ 

BODYBALANCE３０ 
【映像プログラム】 
１７：５０～１８：２０ 

カラダ・ほぐす１５ １１：１０～１１：２５ 

成人スイミング 

スクール初心者 
１２：１５～１３：１５ 

（有料） 

成人スイミング 

スクール初中級 
１２：１５～１３：１５ 

（有料） 

親子ベビースイミング 

１０：１０～１１：００ 
（有料） 

●正会員・プール＆スパ会員／10:00～20:00 

●パパママ会員・ホリデー会員／10:00～20:00 

●平日会員／10:00～17:00   

●アフタヌーン会員／13：00～17：00 

●中学生・高校生会員・学生会員／10:00～20:00 

●U-30（90分）会員・60分会員／10：00～20：00 
 

カワイ体操教室 
１７：００～１８：００ 


