
時間 難易度 強度 時間 難易度 強度

30分 ☆ ☆ 45～60分 ☆☆ ☆～☆☆

45分 ☆☆ ☆☆ 60分 ☆☆ ☆☆

45分 ☆☆☆ ☆☆☆ 45～60分 ☆☆☆ ☆☆☆

45分 ☆☆☆☆ ☆☆☆ 60分 ☆☆ ☆☆

45分 ☆☆☆☆ ☆☆☆ 60分 ☆☆ ☆

60分 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 45分 ☆☆ ☆

60分 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 45分 ☆☆ ☆☆

45分 ☆☆☆ ☆☆☆ 60分 ☆☆ ☆

60分 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 45～60分 ☆～☆☆ ☆

45分 ☆☆ ☆☆

30分 ☆☆☆ ☆☆

45分 ☆☆☆☆ ☆☆☆ 60分 ☆☆ ☆

30分 ☆☆ ☆☆☆ 45分 ☆☆ ☆☆

45分 ☆☆ ☆☆☆☆ 45分 ☆☆ ☆☆☆

60分 ☆☆ ☆☆☆☆☆ 60分 ☆☆ ☆☆☆

75分 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 45分 ☆☆ ☆

20分 ☆ ☆

60分 ☆☆ ☆☆ 30分 ☆ ☆

60分 ☆☆☆ ☆ 45分 ☆ ☆

60分 ☆☆☆ ☆ 20分 ☆ ☆

45～60分 ☆☆
☆☆～
☆☆☆

45分 ☆ ☆☆

60分 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆ 30分 ☆ ☆

45分 ☆☆ ☆☆

45分 ☆☆ ☆☆

30分 ☆☆ ☆☆ 45分 ☆☆☆ ☆☆☆

45分 ☆☆ ☆☆☆

60分 ☆☆☆ ☆☆☆☆ 15分 ☆ ☆

15分 ☆ ☆

30分 ☆ ☆☆ 15分 ☆ ☆

30分 ☆ ☆☆ 15分 ☆ ☆

45分 ☆ ☆☆☆ 15分 ☆☆ ☆☆

60分 ☆ ☆☆☆☆ 15分 ☆ ☆

30分 ☆ ☆☆ 15分 ☆ ☆

20分 ☆ ☆☆☆

20分 ☆ ☆☆

15分 ☆ ☆

50分 ☆☆ ☆☆ 15分 ☆ ☆

45分 ☆☆☆ ☆☆☆

60分 ☆☆☆ ☆☆☆☆

時間 難易度 強度 時間 難易度 強度

30分 ☆ ☆ 30分 ☆ ☆☆

30分 ☆ ☆ 30分 ☆☆ ☆☆

30分 ☆ ☆ 30分 ☆☆ ☆☆☆

30分 ☆ ☆ 30分 ☆ ☆☆

30分 ☆☆ ☆ 水中ジョギング 30分 ☆ ☆☆

45分 ☆☆ ☆☆ 30～45分 ☆☆
☆☆☆～
☆☆☆☆

45分 ☆☆ ☆☆ 30分 ☆☆ ☆☆☆

45分 ☆☆ ☆☆ 30分 ☆ ☆

45分 ☆☆ ☆☆ 45分 ☆☆ ☆

30分 ☆☆☆☆
☆☆☆～
☆☆☆☆

45分 ☆☆☆ ☆☆☆

60分 ☆☆☆☆
☆☆☆～
☆☆☆☆

☆　お楽しみプログラム

お楽しみレズミルズ
隔週で違う内容のレズミルズプログラムを行うレッスンです。
マシンジムの掲示板にてご確認下さい

☆☆

25m泳げる方が対象です。平泳ぎを長く綺麗に泳ぐ練習と基
礎ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを行います。

スイムトレーニング

スイムマスター
4種目泳げる方が対象のクラスです。水中スタートやターンな
どの技術を練習します。45分で1,000～1,200ｍ泳ぎます。

アクアコンディショニング
水中歩行、ヨガ、ピラティスの動作を組み合わせて筋力、柔軟
性、バランスを身につけます。

エキストラレッスン（有料） 60分

全国大会優勝・国際大会出場経験指導者による人数限定の
クラスです。

☆　有料系

ダンロップスポーツクラブ綾瀬

☆☆☆～
☆☆☆☆

ステップアップバタフライ
・背泳ぎ

45分

バタフライ・背泳ぎ25m泳げる方が対象です。バタフライ・背泳
ぎを長く綺麗に泳ぐ練習と基礎トレーニングを行います。レッス
ンの中でバタフライ・背泳ぎのレッスンを行います。タイムスケ
ジュール※参照

☆☆ ☆☆

初心者からマスターズ大会参加者までのクラスでパドルなども
使用し効率的なレッスンを行います。

ステップアップクロール・平泳
ぎ

４泳法の事から、水中運動の事までマンツーマンでレッスンを
行います。

アクアプライベートレッスン（有料）

45分

クロール・平泳ぎ25m泳げる方が対象です。クロール・平泳ぎ
を長く綺麗に泳ぐ練習と基礎トレーニングﾞを行います。レッス
ンの中でクロール・平泳ぎのレッスンを行います。タイムスケ
ジュール※参照

☆☆☆

☆　水中運動（ファン)系☆　スイミング(スキル)系

プ　　ー　　ル　　プ　　ロ　　グ　　ラ　　ム　　内　　容　　一　　覧　　表

4種目泳げる方が対象のトレーニングクラスです。60分クラス
では1,200～2,300ｍ泳ぎます。

☆☆～

ステップアップクロール
25m泳げる方が対象です。クロールを長く綺麗に泳ぐ練習と
基礎ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを行います。

流水リラクゼーション45
水流を作るマシンを使って全身の血行を良くし、体全体をリ
ラックスさせます。

初めて平泳ぎ
基本姿勢から手のかき方とキック、呼吸練習を行い、平泳ぎ
の25m完泳を目指します。

アクアビクス
音楽に合わせて楽しく全身を動かして有酸素運動を行いま
す。

初めてバタフライ
基本姿勢から手のかき方とキック、呼吸練習を行い、バタフラ
イの25m完泳を目指します。

アクアズンバ
音楽に合わせて楽しくサンバやサルサといったラテン系で全身
を動かして有酸素運動を行います。

水中ジョギングと筋力トレーニングを組み合わせ、全身をシェイ
プアップします。

ステップアップバタフライ
25m泳げる方が対象です。バタフライを長く綺麗に泳ぐ練習と
基礎ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを行います。

ステップアップ背泳ぎ
25m泳げる方が対象です。背泳ぎを長く綺麗に泳ぐ練習と基
礎ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを行います。

ステップアップ平泳ぎ

アクアパドル
手で持つ器具（フレックス）を使用し、歩きながら上半身を中
心にトレーニングをします。

クラス名 レッスン内容 クラス名 レッスン内容

初めてプール
顔付けや浮き身姿勢などの基本的な動作の修得を目指しま
す。

水中ウォーキング
ウォーキングやストレッチを中心にゆっくりと有酸素運動やリラ
クゼーションを行います。

アクアベル 浮き具（ベル）を使用し、全身のシェイプアップをします。初めて背泳ぎ
基本姿勢から手のかき方とキック練習を行い、背泳ぎの25m
完泳を目指します。

初めてクロール
基本姿勢から手のかき方とキック、呼吸練習を行い、クロール
の25m完泳を目指します。

アクアヌードル
浮き具（アクアヌードル）を使用し、やさしい筋力トレーニングと
リラクゼーションを行います。

☆☆ ☆

おなかスッキリ
音楽に合わせて、簡単な腹筋運動が実施出来る筋力トレーニ
ングのクラスです。

天空大河50
武道の力強さや優雅さを「天・空・大・河」の世界観で表現する
エクササイズです。

☆　格闘技系シェイプアップ 青竹体操
音楽に合わせながら、青竹を踏んでいきます。血行促進・むく
み解消・疲労回復に効果的です。

ボディコンバット45
ボディコンバット60のクラスから8曲をチョイスし構成されたク
ラスです。

ボディコンバット60
馴染みのある音楽に合わせながらマーシャルアーツや様々な
格闘技の動作を振付けたクラスです。

腰痛予防
腰痛を予防するための腰回りの簡単なトレーニングやストレッチを行い
ます。筋力アップ・姿勢改善骨盤矯正に効果的です！！

トランポリン
トランポリンを使用して行なうトレーニングです。バランス力アッ
プ・下半身強化に効果的です。

全身シェイプ お腹シェイプ 器具を使ったり、自体重で腹部を刺激していきます。

チューブやダンベルを使用したり、全身の筋力トレーニングを行
うクラスです。

チューブやダンベルを使用したり、簡単な筋力トレーニングを行
うクラスです。

専用のバーベルやプレートを使用し、全身の筋力トレーニング
を行うクラスです。

筋トレマックス

ボディパンプ60

スラックライン 15分

ロープや綱を渡る「綱渡り」の一種♪不安定なロープの上でバ
ランスをとる事により、バランス感覚・体幹トレーニングを行う
事ができます。お尻・お腹・脚へのシェイプアップに非常に効果
的です！！

ボディパンプ30
ボディパンプ60のクラスから5種類の筋力トレーニングをチョイ
スしたクラスです。

バランスボール
バランスボールを使用しながら行うトレーニングです。
バランス感覚の向上に効果的です。

ロープ
ロープ使用して行なうトレーニングです。筋力アップ・持久力
アップに効果的です。

ストレッチ ウェーブリングを使用しながら、行なうストレッチです。シェイプ
アップ・血行や血流改善・柔軟性向上・姿勢改善・むくみ解消・
リラクゼーション・柔軟性向上・リラクゼーションに効果的です。CX WORX 身体機能の向上・怪我の予防を目的としたクラスです。 筋膜リカバリー

ボディパンプ45
ボディパンプ60のクラスから8種類の筋力トレーニングをチョイ
スしたクラスです。

バレエバーを使用し、バレエの動作を通して柔軟性を向上させ
るストレッチクラスです。

ボディコンディショニング 体幹を使ったトレーニングやストレッチを行います。

ボディジャム60クラスから前半のカーディオブロックを短く構成
したクラスです。

☆　筋力向上・体力づくり

ＪＡＺＺ ＤＡＮＣＥ60 ジャズの振り付けを中心にダンスを楽しむクラスです。

ファンクショナルストレッチ
回旋動作等のトレーニングを行い、日常生活に必要な身体の
機能を高めていくクラスです

ベリーダンス
お腹や腰を独特な動きでシェイプして、ウエストまわりの引き締
めが期待できるダンスクラスです。

ボディジャム45 ☆　ファンクショナルトレーニングショート（ファントレS）

ボディジャム60
ダンスフィールを楽しみながらおこなうカーディオワークアウトク
ラスです。

ＳＨ'ＢＡＭ（シバム）
1曲ごとに動きが完結しているのでラテンやジャズ、ヒップホッ
プなどいろいろなダンススタイルをお楽しみいただけます。

ボディジャム30
最後のブロックがグルーヴ・ダウンではなくリカヴァリーにとって
代わり、1レッスン30分間の構成となる。

バレエ有料
クラシック音楽に合わせてバレエの基本動作を行い、体幹部
や下半身の強化を図ります。フロントでの申し込みが必要です

ズンバ
ラテン系の音楽や動作をダンス感覚で楽しむ事が出来るエア
ロビクスクラスです。

コア リラックス20
専用の器具を用いてストレッチやマッサージを行い、身体の歪
みや肩凝りの改善を図ります。

ストレッチ
エアロビクスの基本動作に合わせながら行うダイナミックスト
レッチを取り入れた基礎的なクラスです。

バレエ
クラシック音楽に合わせてバレエの基本動作を行い、体幹部
や下半身の強化を図ります。

アロマリラクゼーション45
アロマテラピーのメカニズムを活かし、精神安定や自然治癒力
の向上を図ります。

フラダンス60
ハワイアンミュージックに乗って身体を動かし、腹部や下半身
のシェイプアップを図ります。

シェイプビート60
シェイプビート45よりレベルを高めたローインパクトクラスです。
更なる脂肪燃焼が期待できます。

ルーシーダットン45
独特の呼吸法によって、血行促進や身体調整を行うヨガ系の
体操クラスです。

ファンカーディオ45
中上級者が対象のクラスです。 脂肪燃焼だけでなく、持久力
の向上も目的とした少し運動強度が高めクラスです。

バレトン
バレエのコンディショニングで、筋力・柔軟性・心と体の融合を
得ることができます。

ゆるやかな動きで「運動感覚」を鍛え、「動きの改善」を目的と
したクラスです。

☆　オーソドックスなエアロビクス

クラス名 レッスン内容 クラス名 レッスン内容

エアロマックス45
中上級者が対象のクラスです。 技のコンビネーションや難易
度が高く、運動強度が高めクラスです。

フェルデンクライスメソッド60

ス　タ　ジ　オ　プ　ロ　グ　ラ　ム　内　容　一　覧　表

シェイプビート45
ジョギング・ジャンプの動きがなく足腰への負担が低い脂肪燃
焼を目的としたクラスです。

パワースタイルヨガ ヨガのポーズに筋力トレーニングを取り入れたクラスです。

入門エアロ
エアロビクスの入門編で、歩く動作を中心に、基本動作を身に
つける為のクラスです

ヨガ
様々なヨガのポーズをとる事により心身のバランスを整えるク
ラスです。

かんたんエアロ45
歩く動きを中心に、音楽に合わせて全身運動を行うエアロビク
スクラスです。

リカバリーヨガ
アロマの嗅覚からの作用で心と身体をリラックスさせながら行
うヨガのクラスです。

☆　柔軟性向上・体力づくり

ボディバランス45※ST
ボディバランス(7種目の運動＋瞑想)のクラスで筋持久力や
スタビリティーの向上を目的としたクラスです。

エアロ有料

ボディアタック45

かんたんストレッチ
リラクゼーション系の静かな音楽を聴きながら、反動をつけず
にゆっくりと筋肉をほぐす基礎的なクラスです。

バレエストレッチ45

☆

ファンカーディオ60
ファンカーディオ45より時間、難易度を高めたロー&ハイインパ
クトミックスのクラスです。

ピラティス45
深層部にあるインナーマッスルをトレーニングし、バランスの良
い柔軟な身体作りを行います。

踏み台を使ったステップバリエーションを楽しみながら行うス
テップクラスです。

気功
自然な呼吸を取り入れた動作により、心身共にリラックスを図
ります。

様々なステップバリエーションを組み合わせた、強度・難易度
が高めのステップクラスです。

太極拳
中国古来の武術をもとにした緩やかな動作を行い、筋力強化
を行います。

リズムステップ60

リズムステップ45

ペルビックストレッチ
ラテン系の音楽に合わせてマンボ等のリズミカルな動作を行う
エアロビクスです。

☆～☆☆

ラテンエクササイズ45（初
級）

ボディアタック60
誰でも動けるシンプルな動作でハードに行うロー・ハイインパク
ト系クラスです。

ボディバランス60
太極拳・ヨガ・ピラティスをベースとした動作に呼吸法を取り入
れ心身の調和を図るクラスです。

ボディバランス※FX→フレキシビリティー　　ボディバランス※ST→ストレングス

リセットポール 専用の器具を使い、ストレッチや軽い運動を行います。

☆　ダンス技術向上

ボディステップ60のクラスから6曲分をチョイスした心拍数の
ピークを3回むかえるクラスです。

ビューティ・ヘルヴィス

45～60分
腰痛や猫背等の原因となる骨盤の歪みを改善させるエクササ
イズを実施します。

ボディアタック30

ボディステップ45

ボディステップ30

ボディアタック60のクラスから6曲分をチョイスしたロー・ハイイ
ンパクト系クラスです。

ボディアタック60のクラスから9曲分をチョイスしたロー・ハイイ
ンパクト系クラスです。

ボディバランス45※FX
ボディバランス(7種目の運動＋瞑想)のクラスでストレッチで
体を伸ばし、広げ、可動性を高めます。

ボディステップ60のクラスから10曲分をチョイスした心拍数の
ピークを3回むかえるクラスです。

美人体操
中国のダンサーが考案したストレッチ・ダンス・体操を一体にし
た全身運動です。

※ダンスクラスは難易度が高く表記されておりますが、フィットネスクラブ用に多くの皆様がお気軽に
ご参加頂ける内容になっております。

人数限定（少人数）で行う、上級エアロの有料クラスです。フ
ロントでの申し込みが必要です。


