
クラス名 内容 時間 強度 難易度 クラス名 内容 時間 強度 難易度

かんたんエアロ 歩く動作を中心に、音楽に合わせて全身運動を行うエアロビクスの入門クラスです。 45分 ★ ★

エアロボディメイク 前半はシンプルなエアロビクス、その後筋力トレーニングを行い身体の引き締めを図るクラスです。 45分 ★★ ★

ジョギング・ジャンプの動きが無く、足腰への負担が低い脂肪燃焼を目的としたクラスです。 45分 ★★ ★★

60分クラスはレベルを高めた、ロー＆ミドルインパクトの中上級者向けクラスです。 60分 ★★ ★★

ファンカーディオ ジョギング・ジャンプの動きを取り入れた、ロー＆ハイインパクトのクラスです。 45分 ★★★ ★★

エアロマックス 強度、難易度共に高い、エアロビクス最上級のチャレンジクラスです。 60分 ★★★ ★★★

かんたんステップ 踏み台（ステップ）を使ったエアロビクスの入門クラスです。 45分 ★ ★★

踏み台を使ったバリエーションを紹介しながら、ステップに慣れるクラスです。 ★★ ★★

60分はステップに慣れた方向けの上級クラスです。 ★★★ ★★★

クラス名 内容 時間 強度 難易度

クラス名 内容 時間 強度 難易度

UBOUNDエレメント UBOUNDの基本的な動きの説明・動作確認を行います。※出入り自由となります。 15分 ★ ★

クラス名 内容 時間 強度 難易度

ラテンEXコンサルサ ラテンのリズムでエアロビクスの様にシンメトリー（左右対称）に踊るクラスです。 60分 ★★ ★★

ラテンエクササイズ ラテンのリズムに乗せて行う、エアロビクスのダンスクラスです。 60分 ★★ ★★

ラテンダンス サルサやマンボ等、ラテンの要素を取り入れたダンスクラスです。 60分 ★★ ★★

ZUMBA ラテン系の音楽とダンスを融合させて創作されたダンスフィットネスエクササイズです。 60分 ★★★ ★★ クラス名 内容 時間 強度 難易度

HIP　HOP HIPHOPの動きを中心に楽しく踊るクラスです。 60分 ★★ ★★★ ヒップクラッシュ ヒップアップを目的としたお尻のみに特化したトレーニングクラスです。 15分 ★ ★

ラテン（フリースタイル） ラテンを軸にしてストリート系やジャズダンス等、様々な要素を融合して楽しむクラスです。 60分 ★★ ★★ リセットポール ストレッチポールを使用し、姿勢の歪み改善目的に行います。 15分 ★ ★

ダンスワークアウト 様々なジャンルのスタイルを取り入れたフリースタイルのダンスクラスです。 60分 ★★ ★★

クラシックバレエ クラシック音楽に合わせ、バレエの基礎的な動きを習得するクラスです。 75分 ★ ★★

ジャズダンス 様々なジャンルの音楽に合わせて感じたままに身体全体で表現するダンスです。 45分 ★★ ★★

フラダンス ハワイアンの音楽に乗って、ゆっくりと優雅に身体を動かすダンスクラスです。 60分 ★★ ★★ クラス名 内容 時間 強度 難易度

サルサ サルサの動きを中心に、ラテンの要素を取り入れたダンスクラスです。 45分 ★★ ★★ ビューティーペルビス 身体の中心部である骨盤から全身を調整することを目的としたプログラムです。 60分 ★ ★

太極舞 タイチーダンスとも呼ばれ、情緒あふれる音楽に合わせて舞うプログラムです。 45分 ★★ ★★ ヨガ 呼吸法と全身を調整するポーズを行い、心身のストレスを解消するクラスです。 45・60･75分 ★ ★

従来のヨガに筋力的な要素を加え、呼吸と全身の動きを一致させます。また、心身の強化を

目的とし、有酸素運動の効果も期待できます。

ピラティス 呼吸を意識し、体幹の深層部の筋肉のトレーニングを反動を使わずに行います。 45・60分 ★★ ★

ホットヨガ ★★ ★ ボディケアピラティス テニスボースにて身体を緩め、体幹の深層部の筋肉のトレーニングを反動を使わずに行います。 60分 ★★ ★

ホットヨガストレッチ ★ ★ かんたん太極拳 はじめて太極拳をおこなう方向けのクラスです。　どなたでも気軽にご参加いただけます。 30分 ★ ★

ホットペルビックヨガ ★★ ★ 太極拳 ゆるやかな動きと自然な呼吸で、新陳代謝や内臓代謝、内臓機能を高めていくクラスです。 60分 ★ ★★

ピラティス 暖かい空間で行うことにより、気持ちよく汗をかいてピラティスを実施できます。 45分 ★★ ★★ ペルビックストレッチ 骨盤周辺のインナーマッスルを中心に動かし、ゆがみの調整や痛みの予防を目指します。 60分 ★ ★

ホットヨガ★顔・リンパ編★ 暖かい空間内で、リンパより流すアーサナ（座法）などを行うクラスです。 60分 ★ ★ ヴィンヤサフローヨガ 身体の動きと呼吸のリズムをシンクロさせ、流れるようにポーズを行うヨガ。 60分 ★★ ★★

暖かい空間で行うことにより、気持ちよく汗をかいてヨガを実施できます。
30分
45分
60分

60分パワースタイルヨガ

＜短時間で行う、どなたでも参加しやすいプログラムです。＞

★★ ★★

医学的根拠に基づき、どなたにでも行なっていただける、ヨガのポーズを用いた
安全で効果的な運動です。

60分 ★★ ★

★

体幹バランス
エクササイズ

姿勢のセルフチェックに始まり、体幹トレーニングを行い、
さらにストレッチ、リラクゼーションの流れで身体のバランスを整えていきます。

45分 ★★ ★

バランス
コンディショニング

◆ヨガ◆

ボディメイク
トレーニング

メリハリのついた体型作ることを目標に自体重エクササイズや軽いダンベル、チューブを使い、
筋力トレーニングを行うクラスです。

60分 ★★ ★

★★★ ★★

★★★ ★★

シェイプビート

リズムステップ 45・60分

ボディバランス ★★ ★★

★★★ ★★
LES MILLS GRIT

STRENGTH
30分

　全身シェイプ＆　　　　コ
ンディショニング

エアロビクスの基本動作と自体重エクササイズや軽いダンベル、チューブを使い、
筋力トレーニングを組み合わせた、シェイプアップに効果的なオリジナルクラスです。

60分 ★★

まったくの初心者からより強度を求める人まで幅広く対応したハイエナジーワークアウトです。プッシュアップやスクワットなどの筋力強化エクササイズと、ランニ
ング、ランジ、ジャンプなどのアスレチックエクササイズの動きを組み合わせたトレーニングです。 最大730カロリーを燃焼させるトレーニングは、達成感で一杯
にしてくれます。

ステップ台の昇降運動が基本となる、フルボディカーディオワークアウトです。 特にヒップや太ももの引き締めに効果が
あります。 爽快なヒットチャート音楽にのって、個々のトレーニングレベルに合わせて楽しみましょう。最大620カロリー
まで燃焼でき、ワクワクした気持ちと満足感で一杯になるはずです。

ストレングス、カーディオ、コアトレーニングの総合トレーニングを求めている方に最適です。45分間のトレーニングで、
そのチャレンジには、ランジ、スクワット、機能的トレーニング、チューブエクササイズなどが含まれます。また参加者全
員が満足するよう多種多様なオプションを備えているため基礎のクラスとしても優れています。

LES MILLS TONE

体幹周りの筋肉を鍛えるワークアウトです。強い体幹は日常生活からスポーツまですべての動作を向上します。30分
のワークアウトの中で、チューブやプレートを使ったエクササイズ、およびボディウェイトで行うクランチやホバーなどの
エクササイズを行うことで体幹に加え、ヒップや腰の強化にもつながります。

CXWORX

30分 ★★★ ★★

＜LESMILLS（レズミルズ）＞＜エアロビクスは音楽に合わせて身体を動かし、脂肪燃焼や心肺機能を高めるレッスンです＞

＜トレーニングで筋力アップ、シェイプアップしたい方のクラスです＞

＜音楽に合わせて踊る、様々なダンスを楽しむクラスです＞

＜心と身体をリラックスさせたい方のクラスです＞

ボディパンプ
低重量ウェイトから中重量ウェイトまでのバーベルを繰り返し上下運動することで、全身へのワークアウトが可能です。
最高540 カロリーを消費することができます。 素敵な音楽で行うので、やる気と向上心を刺激され、また次のクラスに
戻りたい気分になります。

ボディコンバット
最大740 カロリーまで燃焼させ、パンチとキックでフィットネスを突き進むワークアウトです。 格闘技にインスピレーショ
ンを得たこのハイエナジーワークアウトは、複雑な動きはありません。 すべてのラウンドで最大限の効果が得られるよ
う、強度とモチベーションを上げていきます。 ストレスを発散して、最高の時間を過ごしましょう。

UBOUND
ミニトランポリンの弾力面を使用するハイインテンシティかつミニマムインパクト（膝、足首等への負担の少ない）プログ
ラムです。主な目的は参加者の心肺機能や体幹、下肢の筋力を向上することです。また脂肪組織を刺激し脂肪燃焼、
体質改善に期待ができます。 60分で約400～900kcalを消費することができます。

45･30分 ★★★ ★★

＜RADICALFITNESS（ラディカルフィットネス）＞

LES MILLS GRIT
ATHLETIC

アスリートのように動ける身体を作る30分のハイ インテンシティ・インターバル トレーニング（HIIT）です。ステップ台を
使い、ジャンプ系のエクササイズとアジリティトレーニングを組み合わせ、瞬発力を強化し、引き締まった鍛えられた身
体を作ります。

30分

精神、身体、生き方そのものを向上するヨガベースの クラスです。簡単なヨガの動きで一連のストレッチを行い、太極拳
とピラティスの要素も取り入れたワークアウトです。 全身が強化され、クラス終了後には落ち着いた冷静な気持ちにな
り幸福感を感じられるワークアウトです。 【45分クラス】　ST：体幹中心　FX：柔軟性中心

45分

筋力を向上し、引き締まった筋肉を作る、30分のハイ インテンシティ・インターバル トレーニング（HIIT）です。バーベル
やプレートを使ったエクササイズに加え自重のエクササイズで、主要な筋肉群を鍛えます。

＜ファントレS（ショートプログラム）＞

＜ホットプログラム案内＞

2019.10～＜ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎店　スタジオプログラム案内＞

★★★45分

★★★★30分

★★★★45・ 60分

45分･60分

45分

ボディステップ

ボディアタック

45分 ★★★ ★★

★★★ ★★

LES MILLS GRIT
CARDIO

心肺機能を向上し、スピードをつけ、カロリーの燃焼を最大限にする30分のハイ インテンシティ・インターバル トレーニ
ング（HIIT）です。様々な自重のエクササイズで、あなたが結果を得られるようにするためのチャレンジを提供します。









＜有料プログラム　プール編＞　フロントにてご予約、入金が必要です。予めお申し込みください。

クラス名 内容 時間 強度 難易度 クラス名 内容 時間 参加費 定員

スクールアクア クロール・背泳ぎの25m完泳と平泳ぎの足の習得を目標に練習します。 プライベートレッスン プールでマンツーマンで30分ご希望の内容にてレッスンを行います。 30分 ¥3,300 ／１名

Ｓ１ 初めて水泳を行う方、浮けない方、潜れない方もお気軽にご参加ください。 リクエストレッスン 2～4名のグループレッスンです。レッスン内容を担当コーチへリクエストできます。

スクールアクア クロール・背泳ぎの効率の良い形にしていき、平泳ぎ・バタフライの習得を目標に練習します。 定員10名の有料プログラムです。10月、12月、2月はパドルを使用して上半身で水を捕えるレッスン、

Ｓ2 長く泳ぐことができない方向けのクラスです。 11月、1月、3月はビデオ撮影を行い、ご自身のフォームチェックやアドバイスをするクラスです。

スクールアクア 4泳法の泳力向上とターンの習得を目標に練習します。

Ｓ3 クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライが泳げる方向きのクラスです。 ＜有料プログラム　マシンジム編＞　フロントにてご予約、入金が必要です。予めお申し込みください。

クラス名 内容 時間 参加費 定員

短期間で理想の身体を目指すパーソナルトレーニングです。

2ヶ月と3ヶ月コースに2コースをご用意しております。

個々の目的に合わせマンツーマンでトレーニングを行います。 30分 ¥2,100

専門知識と経験を備えたトレーナーがサポートします。 60分 ¥4,190

クラス名 内容 時間 強度 難易度 個々の目的に合わせマンツーマンでトレーニングを行います。 30分 ¥1,570

初めてプール 初心者向けのクラスです。プールで初めて水泳を習いたい方のクラスです。 30分 ★ ★ 社内研修をクリアしたスタッフがサポートします。 60分 ¥3,140

初めてクラス 初心者向けのクラスです。各泳法の姿勢、キック、手のかき方を基礎から練習し、25mの完泳を目指します。 30分 ★ ★ 有料レッスン スタジオを使用して少人数でレッスンを行います、

10月、1月バタフライ、11月、2月背泳ぎ、12月、3月平泳ぎの各種目の25m完泳を

1ヶ月毎に目指す初心者向けのクラスです。

ステップアップクラス 各泳法25ｍ以上泳げる方を対象に、より効率よく、より美しく、より速く泳ぐための練習をします。 45分 ★★ ★★

火曜日の10月、12月、2月はバタフライ、11月、1月、3月は背泳ぎ、

金曜日の10月、12月、2月は平泳ぎ、11月、1月、3月はクロールの各種目を

各泳法25ｍ以上泳げる方を対象に、より効率よく、より美しく、より速く泳ぐための練習をします。

スイムトレーニング クロールを中心に泳ぎ込みを行い、持久力を高めていくクラスです。 45分 ★★★ ★★★

ストレッチ（プールサイド） プールサイドにてストレッチを行います。途中入退場可能です。 10分 ★ ★

クラス名 内容 時間 強度 難易度

アクアビクス 水中でエアロビクスを行ない、身体全体を動かす有酸素運動のクラスです。 30･45分 ★★ ★★

クラス名 内容 時間 強度 難易度

水中ウォーキング 水中で様々な歩行動作を行い、身体に負担をかけず健康促進を行います。 15分 ★ ★

水中ジョギング 身体に負担をかけずに、様々な動作で全身運動を行います。 15分 ★ ★

アクアヌードル 浮き棒（ヌードル）を使用し、筋力向上・リラクゼ―ションを行います。（定員20名） 30分 ★ ★

アクアベル アクアベル（浮き具）を使い全身のバランスコントロールをします。 30分 ★ ★

週替わりアクアベル＆アクアヌードル 1週目、3週目、5週目はアクアベル、2週目、4週目はアクアヌードルのレッスンを行います。 30分 ★ ★

クラス名 内容 時間 強度 難易度

基本的なフィンの使い方から、滑らかな身体の動かし方を練習します。

泳力向上や筋力強化にも効果的です。（フィンのサイズに限りがございます）

＜水中で音楽に合わせてエクササイズ＞

＜脂肪燃焼＆健康促進を意識した・・・＞

＜お楽しみプログラム＞

パーソナルサポーター

パーソナルトレーニング

初めて月替わり3種目

ステップアップ月替わり2種目 45分 ★★

45分 ¥1,500 10名

別紙参照

期間完結
ダイエットプログラム

別紙参照

フィンスイム 30分 ★★ ★★

※上記のクラスは4週制にて行う為、5週目にあたる週は休講となります。（祝日も休講）

※対象クラスの申請は自己申告またはコーチよりご提案させて頂きます。

アクア会員・マスター会員以外の方が参加される場合、別途550円(税込)が必要です。

＜泳力向上を目的に・・・＞

30分 ★★

★★

1名

1名

別紙参照

＜ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎店　プールプログラム・有料プログラム案内＞ 2019.10～

＜泳法レッスン（スクールアクア）＞

45・ 60分

★ ★

★★ ★★

★★★ ★★★

★アクアプログラム案内★ ★有料プログラム案内★

有料プログラム（プール）




