
……ビヨンドプログラム
……有料プログラム

…… 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

スタジオ オープンスタジオ プール

月 MONDAY
スタジオ オープンスタジオ プール

水 WEDNESDAY
スタジオ オープンスタジオ プール

木 THURSDAY
スタジオ オープンスタジオ プール

金 FRIDAY
スタジオ オープンスタジオ プール

土 SATURDAY
スタジオ オープンスタジオ プール

日 SUNDAY

10:00～10:30
温腰痛予防ストレッチ30
【映像プログラム】

10:45～11:15
温ヨガ30
松田

11:30～12:00
ヨガ30
松田

13:45～14:15
Group Centergy 30

山下

14:30～15:00
ベーシックステップ30

相原

15:15～15:45
ベーシックエアロ30

相原

18:15～18:45
温パワーヨガ30
【映像プログラム】

19:00～19:30
温ボディメイク ヨガ30

佐藤

20:30～21:00
Group Power 30

柴田

21:15～22:00
Group Fight 45

柴田

19:45～20:15
UBOUND30

山下
【暗闇WORKOUT】

12:15～12:45
ベーシックエアロ30

松田

13:00～13:30
MOSSA Fight
【映像プログラム】

16:00～18:00
ジュニアカルチャースクール

カワイ体育教室

11:15～12:15
フィットネススクール　LEVEL1

髙橋
【登録制】

21:15～21:45
MOSSA Blast
【映像プログラム】

16:00～18:00
ジュニアカルチャースクール

バレエ

19:15～19:45
MOSSA Fight
【映像プログラム】

10:00～11:00
フィットネススクール　LEVEL3

髙橋
【登録制】

14:15～14:30
adidasGYM&RUN15
【映像プログラム】

18:00～19:00
成人カルチャースクール

バレエ

13:00～14:00
ベーシックエアロ60

相原
【登録制】

14:45～15:45
フィットネススクール　LEVEL1

山下
【登録制】

20:00～21:00
フィットネススクール　LEVEL1

鎌野
【登録制】

12:30～12:45
おなかシェイプ15
【映像プログラム】

13:15～13:45
ミラクル アクア30

中西

12:35～13:05
水慣れ/クロール30

藤井

20:45～21:15
ミラクル アクア30

濵村

14:45～16:45
ジュニアスイミングスクール
※成人用2コース

10:00～10:50
親子ベビー

※成人用3コース

11:55～12:25
水中ウォーキング30

小川

16:45～20:00
ジュニアスイミングスクール
※成人用0コース

20:00～20:30
ジュニアスイミングスクール
※成人用2コース

10:00～10:30
骨格リセットエクササイズ30
【映像プログラム】

10:45～11:15
ZUMBA（30min）

ヒロ

11:30～12:00
ベーシックステップ30

ヒロ

13:45～14:30
温ヨガ45
松田

14:45～15:15
ベーシックステップ30

五十嵐

15:30～16:00
ベーシックエアロ30

松井

17:45～18:15
温ボディメイクヨガ30
【映像プログラム】

19:45～20:15
UBOUND30

龍
【暗闇WORKOUT】

20:30～21:00
温ヨガ30
松田

21:15～21:45
カーディオキックボクシング30

池原
【暗闇WORKOUT】

19:00～19:30
Group Fight 30

龍

18:30～18:45
カラダ・うごく15
【映像プログラム】

16:50～18:55
ジュニアカルチャースクール

空手

16:15～16:30
おなかシェイプ15
【映像プログラム】

12:15～12:45
ベーシックエアロ30

安岡

13:00～13:30
ピラティス30

【映像プログラム】

10:15～10:45
MOSSA Groove
【映像プログラム】

11:00～11:15
お尻シェイプ15

【映像プログラム】

11:45～12:45
フィットネススクール　LEVEL1

龍
【登録制】

14:15～14:30
お尻シェイプ15

【映像プログラム】

16:00～16:30
ピラティス30

【映像プログラム】

18:15～18:45
バレトン ソールシンセシス30
【映像プログラム】

20:15～21:15
フィットネススクール　LEVEL2

鎌野
【登録制】

16:45～17:15
ベーシックエアロ30
【映像プログラム】

21:30～22:00
MOSSA Power
【映像プログラム】

17:30～18:00
MOSSA Fight
【映像プログラム】

11:15～11:30
おなかシェイプ15
【映像プログラム】

13:00～14:00
フィットネススクール　LEVEL2

龍
【登録制】

14:45～15:45
ボディシェイプ60

松田
【登録制】

19:00～20:00
フィットネススクール　LEVEL1

鎌野
【登録制】

12:40～13:10
アクア30
本田

13:15～13:45
背泳ぎ30
中川

14:45～16:45
ジュニアスイミングスクール
※成人用2コース

20:40～21:10
クロール/背泳ぎ30

小笠原

16:45～20:00
ジュニアスイミングスクール
※成人用0コース

20:00～20:30
ジュニアスイミングスクール
※成人用2コース

11:10～11:40
アクア30
安岡

11:45～12:30
エンジョイマスターズ45

山下
【登録制】

10:00～10:30
青竹ストレッチ30

吉川

10:45～11:15
ZUMBA（30min）

山本

11:30～12:00
Group Power 30

山本

12:15～12:45
Group Fight 30

髙橋

13:45～14:15
Group Blast 30

北尾

14:30～15:10
温ボディメイク ヨガ40

吉川

15:50～19:00
ジュニアカルチャースクール

チアダンス

20:00～20:30
ヨガ30
本田

20:45～21:15
Group Fight 30

柴田

21:30～22:00
Group Power 30

柴田

19:15～19:45
UBOUND30

山下
【暗闇WORKOUT】

13:00～13:30
バレトン ソールシンセシス30
【映像プログラム】

10:15～10:30
お尻シェイプ15

【映像プログラム】

11:00～11:30
MOSSA Fight
【映像プログラム】

11:45～12:15
ピラティス30

【映像プログラム】

12:30～13:00
MOSSA Centergy
【映像プログラム】

13:15～14:15
フィットネススクール　LEVEL3

中西
【登録制】

16:00～16:30
MOSSA Fight
【映像プログラム】

21:15～21:45
ピラティス30

【映像プログラム】

16:45～17:15
ベーシックエアロ30
【映像プログラム】

17:30～18:00
骨格リセットエクササイズ30
【映像プログラム】

20:30～21:00
adidasGYM&RUN30
【映像プログラム】

18:15～18:45
MOSSA Centergy
【映像プログラム】

10:30～10:45
おなかシェイプ15
【映像プログラム】

15:15～15:45
バレトン ソールシンセシス30
【映像プログラム】

14:30～15:00
adidasGYM&RUN30
【映像プログラム】

19:15～20:15
フィットネススクール　LEVEL1

柴田
【登録制】

11:10～11:40
アクア30
小じま

11:50～12:20
クロール30

中川

13:10～13:55
セミパーソナル45

中川

20:45～21:15
アクア30
本田

14:45～16:45
ジュニアスイミングスクール
※成人用2コース

10:00～10:50
親子ベビー

※成人用3コース

12:30～13:00
ミラクル アクア30

小川

17:00～20:00
ジュニアスイミングスクール
※成人用0コース

20:00～20:30
ジュニアスイミングスクール
※成人用2コース

16:45～20:00
ジュニアスイミングスクール
※成人用0コース

20:00～20:30
ジュニアスイミングスクール
※成人用2コース

10:00～10:30
温腰痛予防ストレッチ30
【映像プログラム】

10:45～11:25
温ボディメイク ヨガ40

河内

11:45～12:15
UBOUND30

山本
【暗闇WORKOUT】

12:30～13:00
ZUMBA（30min）

山根

14:00～14:45
ヨガ45
藤森

15:00～15:45
Group Fight 45

龍

16:00～16:30
ベーシックエアロ30
【映像プログラム】

17:30～18:00
MOSSA Fight
【映像プログラム】

18:15～18:45
MOSSA Power
【映像プログラム】

19:00～19:30
カーディオキックボクシング30

城山
【暗闇WORKOUT】

20:30～21:00
Group Fight 30

髙橋

21:15～22:00
Group Blast 45

髙橋

16:45～17:15
ヨガ30

【映像プログラム】

19:45～20:15
UBOUND30

龍
【暗闇WORKOUT】

13:15～13:45
adidasGYM&RUN30
【映像プログラム】

12:30～13:00
MOSSA Fight
【映像プログラム】

13:15～13:45
骨格リセットエクササイズ30
【映像プログラム】

14:00～14:30
MOSSA Power
【映像プログラム】

16:15～16:45
骨格リセットエクササイズ30
【映像プログラム】

14:45～15:15
MOSSA Blast
【映像プログラム】

20:00～21:00
フィットネススクール　LEVEL3

池原
【登録制】

21:15～21:45
MOSSA Power
【映像プログラム】

17:00～19:00
カルチャースクール

ダンス

19:15～19:45
MOSSA Centergy
【映像プログラム】

10:00～11:00
フィットネススクール　LEVEL2

髙橋
【登録制】

11:15～12:15
フィットネススクール　LEVEL1

髙橋
【登録制】

15:30～16:00
バレトン ソールシンセシス30
【映像プログラム】

11:55～12:25
ミラクル アクア30

中川

12:35～13:20
エンジョイマスターズ45

小川
【登録制】

20:40～21:25
スペシャルマスターズ45

末武
【登録制】

14:45～16:45
ジュニアスイミングスクール
※成人用2コース

16:45～20:00
ジュニアスイミングスクール
※成人用0コース

20:00～20:30
ジュニアスイミングスクール
※成人用2コース

10:00～10:30
ベーシックステップ30

ヒロ

10:45～11:15
ZUMBA（30min）

ヒロ

11:30～12:15
温パワーヨガ45

長倉

13:00～13:30
Group Fight 30

龍

13:45～14:30
Group Blast 45

北尾

14:45～15:15
ZUMBA（30min）

小原

15:30～16:15
温ヨガ45
小原

16:30～17:00
MOSSA Centergy
【映像プログラム】

17:15～17:45
MOSSA Power
【映像プログラム】

19:00～19:30
UBOUND30

龍
【暗闇WORKOUT】

18:00～18:45
Group Fight 45

龍

12:30～12:45
adidasGYM&RUN15
【映像プログラム】

10:15～10:45
腰痛予防ストレッチ30
【映像プログラム】

11:45～12:45
フィットネススクール　LEVEL2

鎌野
【登録制】

14:30～15:00
MOSSA Power
【映像プログラム】

16:00～18:00
カルチャースクール

バレエ

18:15～18:45
バレトン ソールシンセシス30
【映像プログラム】

19:00～19:30
ピラティス30

【映像プログラム】

15:15～15:45
MOSSA Fight
【映像プログラム】

11:00～11:15
お尻シェイプ15

【映像プログラム】

13:00～14:00
フィットネススクール　LEVEL1

鎌野
【登録制】

11:15～11:30
おなかシェイプ15
【映像プログラム】

9:30～10:30
ジュニアスイミングスクール
※成人用0コース

13:45～17:30
ジュニアスイミングスクール
※成人用０コース

10:30～12:15
ジュニアスイミングスクール
※成人用2コース

17:30～19:00
ジュニアスイミングスクール
※成人用2コース

10:30～12:45
ジュニアスイミングスクール
※成人用2コース

12:45～13:45
ジュニアスイミングスクール
※成人用4コース

10:00～10:30
ボディメイクヨガ30
【映像プログラム】

10:45～11:15
Group Power 30

山本

11:30～12:00
UBOUND30

山本
【暗闇WORKOUT】

13:00～13:30
adidasGYM&RUN30

櫻井
【暗闇WORKOUT】

12:15～12:45
カーディオキックボクシング30

櫻井
【暗闇WORKOUT】

13:45～14:30
温ヨガ45
小長井

14:45～15:30
Group Fight 45

髙橋

15:45～16:15
Group Blast 30

髙橋

16:30～17:10
温アロマストレッチ40

鎌野

17:30～18:00
MOSSA Fight
【映像プログラム】

18:15～18:45
MOSSA Power
【映像プログラム】

10:00～11:00
フィットネススクール　LEVEL3

髙橋
【登録制】

14:45～15:45
フィットネススクール　LEVEL1

櫻井
【登録制】

13:30～14:30
フィットネススクール　LEVEL2

池原
【登録制】

16:15～16:30
おなかシェイプ15
【映像プログラム】

16:45～17:15
ストレッチポール®30
【映像プログラム】

16:00～16:15
お尻シェイプ15

【映像プログラム】

12:30～13:00
バレトン ソールシンセシス30
【映像プログラム】

17:30～18:00
骨格リセットエクササイズ30
【映像プログラム】

11:15～12:15
フィットネススクール　LEVEL1

髙橋
【登録制】

9:30～10:30
ジュニアスイミングスクール
※成人用0コース

12:45～14:00
親子ベビー

※成人用2コース

10:30～12:45
ジュニアスイミングスクール
※成人用2コース

14:45～17:00
ジュニアスイミングスクール
※成人用0コース

17:00～19:00
ジュニアスイミングスクール
※成人用3コース

14:00～14:45

※成人用4コース

プールエリアご利用に関して
フリートレーニングエリアを設置しております。
最新の水中バイクのご利用やウォーキング、
その他の水中エクササイズ用のツールを
ご用意しています。より効果的により楽しく

プールをご利用いただけます。
なお、「※成人用0コース」の時間帯には

ご利用いただけませんので、ご注意ください。
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感染症予防対策に関して皆様にご協力いただきたい点
◆必ずマスクの着用をお願いします。

◆入場時は消毒液で手指の消毒をお願いします。
◆使用されたツールは備付けの消毒液で拭いてからお戻しください。

◆いつもと体調が違うと感じられる場合は、無理をせずにご来館をお控えください。

火

休
館
日

基本タイムスケジュール
※スケジュールは変更となる場合がございます。変更内容は館内掲示、または、WEBをご確認ください。
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●QRコード対応の携帯電話を
お持ちの方は、上記QRコード
の読み取りをお試しください。
携帯電話でタイムスケジュー
ルを確認できます。

※傷、汚れ、光の反射などによっ
てはQRコードが読み取れない
場合もございますのでご注意く
ださい。

※一部機種では対応していない
場合があります。ご了承ください。

※「QRコード」は株式会社デン
ソーウェーブの登録商標です。

※消費カロリーは、体重60ｋｇ
の方が表記の時間プログラム
を実施した場合の換算をして
います。 【カロリー：ｋｃａｌ】

※時間の単位は分になります。

プログラム内容は予告なく
変更になる場合がございます。
予めご了承ください。

目的から自分に適した
プログラムを選べます。

な
り
た
い
自
分
に

　
　
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
！

『このプログラムが上手
くなりたい』という方に
適したプログラムです。

『柔軟性を高めたい』と
いう方に適したプログ
ラムです。

『リラックスしたい』と
いう方に適したプログ
ラムです。

『筋力をつけたい』とい
う方に適したプログラ
ムです。

『体力をつけたい』と
いう方に適したプログ
ラムです。

身体を『引き締めたい』
という方に適したプロ
グラムです。

『痩せたい』という方に
適したプログラムです。

【お問い合わせＴＥＬ】

基 本 タイム 
スケジュール

ケータイで
最新タイム
スケジュール
の確認が
できます！

ケータイで
最新タイム
スケジュール
の確認が
できます！

I
イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

nformation
2021

■■定員制プログラムへのご
参加方法は館内掲示をご
確認いただくか、スタッフま
でお問合せください。

■■クラスの品質を守り、お客
様のケガを防止するため
プログラム開始時刻以降
の途中参加や途中退場
はご遠慮ください。

■■スタジオへの入場は、担当
者の準備ができてからご
案内致しますので、スタジ
オ前にてお待ちください。

■■担当インストラクターは変
更となる場合がございます。
変更内容は館内掲示板
やルネサンスホームページ
で案内しておりますのであ
らかじめご確認ください。 

■■スタジオ・プール内にお持
ちいただける飲み物は、蓋
付きの割れない容器のみ
となります。

075-582-5010

スタジオプログラムSTUDIO
【エアロビクス】リズムに合わせて、身体の大きな筋肉を動かす事で、心肺機能を高め脂肪を燃焼することができるプログラムです。

プログラム名 時間 カロリー 強度／難度 プログラム内容 目的・効果

ベーシックエアロ30 30 150
エアロビクスがはじめての方や少し慣れてきた方を対象とした
プログラム

【ステップ系】リズムに合わせて、ステップ台への昇降運動を繰り返しながら、身体の大きな筋肉を動かす事で、心肺機能を高め脂肪を燃焼することが
できるプログラムです。

プログラム名 時間 カロリー 強度／難度 プログラム内容 目的・効果

ベーシックステップ30 30 165 ステップに少し慣れてきた方を対象としたプログラム

Group Blast 30 30 180
ステップ台を使用し、シンプルかつアスレチックな動作を 
エキサイティングな音楽に合わせて行うプログラム

Group Blast 45 45 270
ステップ台を使用し、シンプルかつアスレチックな動作を 
エキサイティングな音楽に合わせて行うプログラム

【格闘技系】様 な々格闘技の「型」や「動き」を身につけながら、心肺機能を高め脂肪燃焼の効果を高めていくことができるプログラムです。
プログラム名 時間 カロリー 強度／難度 プログラム内容 目的・効果

カーディオキックボクシング30 30 180
暗闇と照明演出の中でシンプルな格闘技の動きと走る、跳ぶ
などの有酸素運動を行うプログラム

Group Fight 30 30 180
総合格闘技をはじめ、ボクシング・ムエタイ等さまざまな格闘技
の動きをエキサイティングな音楽に合わせて行うプログラム

Group Fight 45 45 270
総合格闘技をはじめ、ボクシング・ムエタイ等さまざまな格闘技
の動きをエキサイティングな音楽に合わせて行うプログラム

【青竹】リズムに合わせて、青竹を踏む動作を緩やかに繰り返すことで、足のつぼを刺激しつつ、血流を促進させることで身体の機能を整えていくプログラム
です。
プログラム名 時間 カロリー 強度／難度 プログラム内容 目的・効果

青竹ストレッチ30 30 90
青竹踏みで足裏のツボを刺激し、ストレッチで全身の血行を促
進することで自然治癒力を高めることが期待できるプログラム

【ヨガ】ヨガのポーズを行う事で、心と身体のバランスを整えていくプログラムです。
プログラム名 時間 カロリー 強度／難度 プログラム内容 目的・効果

ヨガ30 30 75 様 な々ヨガのポーズを楽しみたい方を対象としたプログラム

ヨガ45 45 110 様 な々ヨガのポーズを楽しみたい方を対象としたプログラム

温ヨガ30 30 75
様々なヨガのポーズを楽しみたい方を対象としたプログラム

（30～32℃の室温で実施）

温ヨガ45 45 110
様々なヨガのポーズを楽しみたい方を対象としたプログラム

（30～32℃の室温で実施）

温ボディメイク ヨガ30 30 75
呼吸に合わせたリズミカルなヨガや、流れのあるヨガ（天地礼拝）を楽しむことができ、ヨガに
これからチャレンジしたい方にオススメの初心者向けプログラム(30~32℃の室温で実施）

温ボディメイク ヨガ40 40 100
30～32℃の室温のなかで、呼吸に合わせたリズミカルなヨガや、流れのあるヨガ（天地礼
拝）を楽しむことができ、ヨガにこれからチャレンジしたい方にオススメの初心者向けプログラム

温パワーヨガ45 45 140
ダイナミックなヨガのポーズを楽しみたい方やシェイプアップし
たい方を対象としたプログラム（30～32℃の室温で実施）

【ダンス系】様 な々音楽に合わせて踊る楽しさを味わい、様 な々ダンスの動きやステップを習得することができるプログラムです。
プログラム名 時間 カロリー 強度／難度 プログラム内容 目的・効果

ZUMBA（30min） 30 150
世界の様 な々ダンスステップと音楽を融合させて創作されたダ
ンスフィットネスプログラム

【ダンベル・バーベル系】体力レベルや目的に合わせた筋力トレーニングにより、筋力、筋持久力などの維持向上を図ることができるプログラ
ムです。

プログラム名 時間 カロリー 強度／難度 プログラム内容 目的・効果

Group Power 30 30 210
バーベルを使って筋力トレーニングを行ない、全身を引き締め
ていくシェイプアッププログラム

【ストレッチ系】心身をリラックスさせ心と身体の疲労の回復を図ることを目的としたプログラムです。
プログラム名 時間 カロリー 強度／難度 プログラム内容 目的・効果

温アロマストレッチ40 40 80
四季に合わせたアロマを使用し、全身のストレッチと呼吸機能改善のエクササイズを実施します。また、クラ
スの終盤に漸進的筋弛緩法を用いることで心身のリラックスを目指します。（28～30℃の室温で実施）

【その他】
プログラム名 時間 カロリー 強度／難度 プログラム内容 目的・効果

UBOUND30 30 180
リズミカルな音楽（最大6曲）に合わせトランポリンの上でエク
ササイズを行います。

adidasGYM&RUN30 30 250
「走る」ために必要な下肢筋力を短時間で効率良くトレーニングすることで、脚力強化
だけでなく、お尻を中心とした下半身のシェイプアップにも効果的な30分のプログラム

Group Centergy 30 30 120
ヨガやピラティスの動きを取り入れたワークアウトを明るく軽快
な音楽に合わせ行うプログラム

【映像プログラム】
プログラム名 時間 カロリー 強度／難度 プログラム内容 目的・効果

カラダ・うごく15 15 — 【映像を見ながら行う運動】様 な々『動き』を正しく行なうことで、全身の柔軟性や筋力・バランス
能力を同時に高め、日常生活のパフォーマンスを高めるファンクショナルトレーニングプログラム

おなかシェイプ15 15 — 【映像を見ながら行う運動】お腹周りをターゲットに集中的に
筋力トレーニングを行うシェイプアッププログラム

お尻シェイプ15 15 — 【映像を見ながら行う運動】お尻周りをターゲットに集中的に
筋力トレーニングを行うシェイプアッププログラム

腰痛予防ストレッチ30 30 60
【映像を見ながら行う運動】腰痛に関連が深い骨盤周辺・体幹部・下肢のストレッチやエ
クササイズを行います。筋の緊張をほぐし可動域を広げ腰痛予防を目的としたプログラム

温腰痛予防ストレッチ30 30 60
【映像を見ながら行う運動】28~32℃の環境下で、腰痛に関連が深い骨盤周辺・体幹部・下肢のスト
レッチやエクササイズを行います。筋の緊張をほぐし可動域を広げ腰痛予防を目的としたプログラム

ヨガ30 30 60
【映像を見ながら行う運動】様 な々ヨガの基本的なポーズを楽
しむプログラム

ボディメイクヨガ30 30 60
【映像を見ながら行う運動】天地礼拝とヨガのポーズで心身
の調和を図り、柔軟性や筋力の向上を目的としたプログラム

温ボディメイクヨガ30 30 60
【映像を見ながら行う運動】30～32℃の環境下のなかで、天地礼拝とヨガ
のポーズで心身の調和を図り、柔軟性や筋力の向上を目的としたプログラム

ストレッチポール®30 30 75
【映像を見ながら行う運動】ストレッチポールと言う筒状のツールを使用し基本的なエクササイ
ズを行うことで、身体の凝りや張りを和らげ、身体を本来あるべき状態に戻していくプログラム

ピラティス30 30 75
【映像を見ながら行う運動】独特な呼吸とともに背骨や骨盤を意識して身体を動かしま
す。インナーマッスル（内側の筋肉）を鍛え、機能的で美しい身体を目指すプログラム

骨格リセットエクササイズ30 30 90
【映像を見ながら行うプログラム】「肩甲骨から背骨、骨盤をあ
たため・ほぐし・整えることで美しい姿勢づくりを目指すプログラム

温パワーヨガ30 30 90
【映像を見ながら行う運動】30～32℃の環境下のなかで、ダイナミックな
ポーズを呼吸に合わせて連続して行う、フロースタイルのヨガプログラム

MOSSA Centergy 30 120
【映像を見ながら行う運動】ヨガやピラティスの動きを取り入れ
たワークアウトを明るく軽快な音楽に合わせ行うプログラム

バレトン ソールシンセシス30 30 140
【映像を見ながら行う運動】バレエ・フィットネス・ヨガを組み合わ
せたNY初の裸足で行うボディメイクエクササイズプログラム

ベーシックエアロ30 30 150
【映像を見ながら行うプログラム】エアロビクスがはじめての方
や少し慣れてきた方を対象としたプログラム

MOSSA Groove 30 150
【映像を見ながら行う運動】アーバン、クラブ、ラテンダンスなど
様 な々ダンスの要素を取り入たフィットネスプログラム

MOSSA Fight 30 180
【映像を見ながら行う運動】総合格闘技をはじめ、ボクシング・ムエタイ等さま
ざまな格闘技の動きをエキサイティングな音楽に合わせて行うプログラム

MOSSA Blast 30 180
【映像を見ながら行う運動】ステップ台を使用し、シンプルかつアスレチックな動作を 
エキサイティングな音楽に合わせて行うプログラム

MOSSA Power 30 210
【映像を見ながら行う運動】バーベルを使って筋力トレーニング
を行ない、全身を引き締めていくシェイプアッププログラム

adidasGYM&RUN15 15 125
【映像を見ながら行うプログラム】「走る」ために必要な下肢筋力を鍛
え、お尻を中心とした下半身のシェイプアップにも効果的なプログラム

adidasGYM&RUN30 30 250
【映像を見ながら行うプログラム】「走る」ために必要な下肢筋力を鍛
え、お尻を中心とした下半身のシェイプアップにも効果的なプログラム

プールプログラムPOOL
【アクアエクササイズ系】水中で、身体の大きな筋肉を動かす事で、心肺機能や脂肪を燃焼することができるプログラムです。

プログラム名 時間 カロリー 強度／難度 プログラム内容 目的・効果

水中ウォーキング30 30 135
お一人でも効果的なトレーニングが行えるように、基本的な姿
勢を習得し、正しい歩き方を紹介するプログラム

アクア30 30 165
水中運動に慣れていない方や音楽に合わせた動きを楽しみ
たい方を対象としたプログラム

ビヨンド 
ミラクル アクア30 30 165

水中運動に慣れていない方や短時間で様 な々運動効果を得
たい方を対象とした様 な々ツールを使用するプログラム

【泳法系】泳力や目的に合わせ、ポイントを絞ったアドバイスを受けながら自分にあった泳ぎ方が習得できるプログラムです。
プログラム名 時間 カロリー 強度／難度 プログラム内容 目的・効果

水慣れ30 30 — これから泳ぎを習得していきたい方を対象に、水中での息吐き・姿勢・
キック（脚の動作）を習得するための練習方法を紹介するプログラム

クロール30 30 — クロールの完成を目指したい方を対象に、クロールの手の動
作と呼吸を習得するための練習方法を紹介するプログラム

背泳ぎ30 30 — 背泳ぎの完成を目指したい方を対象に、背浮き姿勢・キック（脚の
動作）・手の動作を習得するための練習方法を紹介するプログラム

セミパーソナル45 45 — 4泳法を更に綺麗に泳ぐための練習方法を紹介するプログラ
ム

エンジョイマスターズ45 45 — 競技ルールに基づいた練習を行い、大会出場を目指していく
プログラム（日本マスターズ水泳協会登録が必要となります）

スペシャルマスターズ45 45 — 大会出場のための本格的なトレーニングを行うプログラム（日
本マスターズ水泳協会登録が必要となります）

フィットネススクールSCHOOL
【TRYnations Team Training】

プログラム名 時間 カロリー 強度／難度 プログラム内容 目的・効果

フィットネススクール　LEVEL1 60 — 正しいトレーニングフォームを理解して、チームトレーニングを楽
しむクラス（有料）

フィットネススクール　LEVEL2 60 — トレーニングでの得意動作苦手動作を理解し、チームトレーニ
ングを通じて課題克服を楽しむクラス（有料）

フィットネススクール　LEVEL3 60 — 基本動作の強度（重量・ 反復回数） を高め、 各自 
トレーニングゴールを目指すクラス（有料）
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