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コロナウイルス感染防止対策

～レッスン参加時のお願い～
・全レッスン 14名定員制となります。

・開始30分前に整理券を配布します。

・マスク着用にてご参加いただきます。

・全てのクラス「マスクの着用」が必須となります。

・レッスン途中でスタジオ扉を開け、換気を実施します。

15分に1回実施（30分クラス1回・45分クラス2回）

・上記理由から、クラスの実施内容が従来とは異なります。

強度を下げ、使用曲数を減らすクラスが多くなります。

・スタジオ入場時/退場時に必ず手指消毒をお願いします。

・お客様自身で使用する備品の消毒にご協力下さい（使用前後）

・発熱や体調がすぐれない場合はご参加をご遠慮下さい。

・体調不良の際は途中退出して頂いて構いません。

・スタジオ内での会話をお控え下さい。

とは？スクリーンに映像を投影して⾏うレッスンです。



クラス名 時間 内容 強度 難易度

かんたんｴｱﾛ 45分 歩く動きを中心に、全身運動をおこなうｴｱﾛﾋﾞｸｽの入門ｸﾗｽです。 ★★ ★★

ｼｪｲﾌﾟﾋﾞｰﾄ 45分 ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ、ｼﾞｬﾝﾌﾟの動きがなく、足腰への負担が低い脂肪燃焼を目的としたｸﾗｽです。 ★★★ ★★★

かんたんｽﾃｯﾌﾟ 45分 踏み台を使って、簡単な昇降運動をおこなうｴｱﾛﾋﾞｸｽｽﾃｯﾌﾟｸﾗｽです。 ★★ ★★

ﾎﾞﾃﾞｨｱﾀｯｸ 30分 基本的なｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞと様々な動きの中で楽しく体力作りをするﾊｲｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｽです。 ★★～★★★★ ★★

クラス名 時間 内容 強度 難易度

ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾟﾝﾌﾟ 30分 音楽に合わせて効果的に全身をｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟできるﾊﾞｰﾍﾞﾙを使用したｴｸｻｻｲｽﾞです。 ★★～★★★★ ★★

LESMILLS　BARRE 30分 ﾊﾞﾚｴの動きを取り入れ、しなやかな身体を作っていくﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｸﾗｽです。 ★★ ★★

クラス名 時間 内容 強度 難易度

ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾊﾞｯﾄ 30分 ｴﾈﾙｷﾞｯｼｭな音楽に合わせ、格闘技の要素を取り入れておこなうｸﾗｽです。 ★★～★★★★ ★★

《ダンス系プログラム》　　ベーシックダンスから話題のプログラムまで！
クラス名 時間 内容 強度 難易度

ZUMBA 45分 ﾗﾃﾝの速いﾘｽﾞﾑと遅いﾘｽﾞﾑを組み合わせた、ｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞﾝｽﾌｨｯﾄﾈｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。 ★★ ★★

ﾒｶﾞﾀﾞﾝｽ 45分 楽しくｼﾝﾌﾟﾙでﾀﾞｲﾅﾐｯｸなﾀﾞﾝｽ系ﾌｨｯﾄﾈｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。 ★★ ★★

ﾍﾞﾘｰﾀﾞﾝｽ 45分 ﾍﾞﾘｰﾀﾞﾝｽの動きを楽しむﾀﾞﾝｽｸﾗｽです。 ★★ ★★

HIPHOP 45分 様々なジャンルのＨＩＰＨＯＰを楽しく踊るﾀﾞﾝｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。 ★★ ★★

クラス名 時間 内容 強度 難易度

ﾖｶﾞ 45分 呼吸法と全身を調整するﾎﾟｰｽﾞを行う、心身のｽﾄﾚｽを解消するｸﾗｽです。 ★ ★

ﾊﾟﾜｰｽﾀｲﾙﾖｶﾞ 45分 従来のﾖｶﾞに筋力的な要素を加え、呼吸と全身の動きを調和させ、全身を強化します。 ★★ ★

ﾍﾟﾙﾋﾞｯｸｽﾄﾚｯﾁ 45分 骨盤を中心に全身を調整し、ﾊﾞﾗﾝｽを整える開脚ｽﾄﾚｯﾁのｸﾗｽです。※長めのﾌｪｲｽﾀｵﾙをご持参下さい。 ★ ★

ﾋﾟﾗﾃｨｽ 45分 呼吸を意識し、体幹の深層部の筋肉のｴｸｻｻｲｽﾞを反動を使わずに行います。 ★★ ★

ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ 45分 ﾐﾆﾎﾟｰﾙを使用した体幹ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞによる姿勢改善ﾀﾞｲｴｯﾄｴｸｻｻｲｽﾞです。 ★ ★

機能改善体操 30分 認知症予防の体操や、様々な運動を行っていくｸﾗｽです。 ★ ★

ﾏｯﾄｻｲｴﾝｽ 30分 ﾋﾟﾗﾃｨｽとﾖｶﾞの要素を取り入れながら、全身の筋強化・柔軟性・ﾊﾞﾗﾝｽ力の向上をしていくｸﾗｽです。 ★ ★

ボディコンバット ｴﾈﾙｷﾞｯｼｭな音楽に合わせ、格闘技の要素を取り入れておこなうｸﾗｽです。

ジムスタイル川越
スタジオプログラムインフォメーション

2020年9月

《エアロビクスプログラム》　　脂肪燃焼に効果的な有酸素運動！

《シェイプアップ・筋力系プログラム》　　シェイプアップ・筋力アップ！

《格闘技プログラム》　　エネルギッシュな音楽と動きでストレス発散！

《ヨガ・カルチャー系プログラム》　　心と身体を調和させてリフレッシュ！

《LESMILLS　VIRTUAL》　　※スクリーンに映像を投影して行います。
ボディバランスST 太極拳、ﾖｶﾞ、ﾋﾟﾗﾃｨｽを組み合わせ、柔軟性やﾊﾞﾗﾝｽ力、筋力向上を目指します。下半身・体幹の筋力強化をﾒｲﾝとなります。

ボディバランスFX 太極拳、ﾖｶﾞ、ﾋﾟﾗﾃｨｽを組み合わせ、柔軟性やﾊﾞﾗﾝｽ力、筋力向上を目指します。柔軟性を高めるｽﾄﾚｯﾁがﾒｲﾝになります。

※強度、難易度の表示はあくまでも目安です。ご自身の体力、体調に合わせて無理のないようにご参加ください。

※上記の内容は予告なく変更される場合がございます。ご了承ください。

ボディパンプ 音楽に合わせて効果的に全身をｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟできるﾊﾞｰﾍﾞﾙを使用したｴｸｻｻｲｽﾞです。

SH'BAM とてもｼﾝﾌﾟﾙな振付で構成されるﾀﾞﾝｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。

CXWORX ﾁｭｰﾌﾞやﾏｯﾄ上の様々なｴｸｻｻｲｽﾞで、音楽に合わせて体幹（ｺｱ）を強化するｸﾗｽです。



スタジオ参加時の注意事項

体調不良の方は

参加をご遠慮下さい。

レッスンで使用するツール

（マット・バー・プレート等）

の消毒にご協力下さい。

参加中に具合が悪くなった際は

途中退出をお願い致します。

スタジオ内で近距離の会話は

お控え下さい。

レッスン中出入口を

開放して換気時間を設けます。
※マット系レッスンは常時開放

ハイタッチやレッスン中の発声は

お控えください。

感染予防の為、ご理解ご協力をお願い致します

各スタジオ定員制です。

レッスン開始30分前から

整理券を配布します

整理券
1

スタジオご参加の際は、

必ずマスクの着用を

お願い致します。
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