
スタジオ プール プチレッスン スタジオ プール プチレッスン スタジオ プール プチレッスン スタジオ プール プチレッスン スタジオ プール プチレッスン スタジオ プール プチレッスン

　

■安全管理上、レッスン開始以降の途中入場はご遠慮ください。
■レッスン開始30分前より参加者カードを配布致します。レッスン前に担当インストラクターにお渡し下さい。
■都合により、クラスを変更する場合があります。
■★は 定員16名。
■みんなでスイム（ｼｮｰﾄ＆ﾛﾝｸﾞ）は2コースで短い距離と長い距離を目標に分かれて泳ぐコースになります。

19：30～20：00

30 30

30 30
ＲＡＭＰｽﾄﾚｯﾁ

22:00 22:00

村中 ガイダンス 吉岡 ガイダンス ガイダンス ガイダンス21：30～21：45

西山 21：00～21：30
21:00 21:00

BAILABAILA はじめての ZUMBA30 はじめての はじめての はじめての

中本21：00～21：30 21：00～21：30 21：00～21：30 21：00～21：30 泉 21：00～21：30

30 （ｼｮｰﾄ＆ﾛﾝｸﾞ） 30
クロール エアロビクス ボディコン30 アクア

★
初級30 ダンベル30

初中級30
すいすい 田中 ★ みんなでｽｲﾑ

村中 20：30～21：00 20：30～21：00 20：30～21：00

18:00

★ 泉 ★ 西山

30 30
背泳ぎ Enjoy★RAMP30 平泳ぎ B-RAMP30スイム バタフライ

20：00～20：30 20：00～20：30 20：00～20：30
20:00 20:00

エアロビクス バトルミックス30 クロール20：15～20：45 20：15～20：45

19:00 19:00
19：10～19：15   シェイプTIME19：15～19:45 19：15～19：30

17:00
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30
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バトルミックス30

西山
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  コレクトTIME
30 30

ヨガ30
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30
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【中級】北口
15：30～16：00 15：30～16：00
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ガイダンス エアロビクス 佐藤彰 ★ エアロビクス ガイダンス 北口 ガイダンス
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アクア
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30
辻

ダンベル30 30
はじめての
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10：15～10：30
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30 30 30

はじめて
パワーヨガ45

アクア エアロビクス はじめての
ヨガ45

すいすい
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佐藤彰

アクトス名張 特別編成プログラム週間予定表     2021.7月～
月曜日 火曜日　 水曜日 木曜日 金曜日　 土曜日　 日曜日　
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バラエティーレッスンのお知らせメール 

の配信はこちらからご登録頂けます。 

お知らせメールのご案内 

休

館

日
 

休

館

日
 

タイムテーブルの確認は

www.axtos.com 

急なレッスン・インストラクター変更や 

バラエティーレッスンのお知らせメール 

の配信はこちらからご登録頂けます。 

お知らせメールのご案内 

休

館

日
 

休

館

日
 

タイムテーブルの確認は

www.axtos.com 

急なレッスン・インストラクター変更や 

バラエティーレッスンのお知らせメール 

の配信はこちらからご登録頂けます。 

お知らせメールのご案内 

休

館

日
 

休

館

日
 

タイムテーブルの確認は

www.axtos.com 

急なレッスン・インストラクター変更や 

バラエティーレッスンのお知らせメール 

の配信はこちらからご登録頂けます。 

お知らせメールのご案内 

休

館

日
 

休

館

日
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下半身引き締め 
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