
ホットプログラムのココがイイ！

カラダの温め方にこだわったW温熱仕様

天井からの遠赤外線パネルヒーターと床からの冷気をシャットアウ

トする床暖房の「W温熱」が全体を均一に温めるのでホットスタ

ジオ内のどこにいてもカラダ

の芯からじんわりと温まります。

湿度が高く乾燥せず、お肌

にも優しいスタジオです。

発汗作用 血行促進

◆美肌効果

◆むくみ解消

◆新陳代謝アップ

◆冷え性改善

◆デトックス効果

◆体質改善

◆肩こり解消

◆ストレス解消

期待できる効果

※効果には個人差があります

1670万色のカラーライティングで空間を演出

情熱、生命力

エネルギー、活力

鎮静、抑制

自律、リラックス

希望、輝き

ユーモア、楽しさ

安らぎ、調和

バランス、成長

ライティングはプログラムのテーマや目的、プログラム中の時間の経過でも変化して

いきます。色の持つ視覚効果を利用し、気持ちや運動の効果を高めます。

参加者の声

初めて参加したけど

45分間があっという間に

感じた！

激しくないのに

汗がかけて気持ちいい！

年中冷え性の私には

ポカポカして

気持ちよかった！

ヨガはもちろんトレーニング

やダンスなどオリジナルクラ

スも沢山あり色々楽しめ

た！

柔軟性向上老廃物排出

持ち物 感染防止対策

※ウエアは、ヨガウエアまたは通気性の高いTシャツ、ハーフパンツなどでご参加ください。

※ヨガマットはレンタル（330円）もございます。レンタルマットをご利用になる場合は、

マットの上にご自身のラグまたはバスタオルを敷いてご利用ください。

※ホットスタジオへは、館内シューズを脱いで入室していただきます。

※館内に自動販売機・冷水機もございます。

横 約60cm

縦 約170cm

厚み 0.4～0.6cm

ヨガマット

推奨サイズ

皆様に安心してご利用いただけるよう、最高レベルの感染対策を実施しております。

開始前の問診 プログラム中

はマスク着用

入退室時の

手指消毒

参加同士の

間隔を確保

プログラム中

の換気

換気システムによる

空気の入替え

スタジオ内

の会話は禁

止
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2021年11月 ホットプログラムスケジュール 下関店
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10月25日(木)
ご予約・申込は専用WEBサイトが便利!!

（店頭予約も可能）

ヨガ系
●プログラムは全て予約制となっています。（会員500円/一般1,500円/一枠につき）

●プログラム開始5分前までにご入室下さい。

●ドリンクやヨガマットをご持参ください（ヨガマットは有料のレンタルもございます）

定員 22名

筋トレ系有酸素系

予約・申込

受付開始

美Bodyピラティス
〜なりたいカラダへ〜

・初めてご参加の方はヨガマット、バスタオル

レンタル料が無料♪

・時間外利用料が無料(ホットイベント期間中)

開催期間：11/6（土）～ 11/11(木)

ウィメンズ ワークアウト

骨盤調整ヨガ

マット不要

リラックスヨガ

HOT ABS

ヴィンヤサヨガ

マット不要

マット不要



―　プ　ロ　グ　ラ　ム　イ　ン　フ　ォ　メ　ー　シ　ョ　ン　―

P I C K U P プ　ロ　グ　ラ　ム

ヨ　ガ　系　プ　ロ　グ　ラ　ム

筋　ト　レ　系　プ　ロ　グ　ラ　ム

有 酸 素 系 プ ロ グ ラ ム

24日(木)20:45- 担当者：花岡

【プログラム内容】

よりシンプルな動き、より簡単なステップ

の組み合わせで全身運動ができます。

ペースを自由に変えて運動レベルが調

整できるので、自分に合った健康づくり

が目指せます。※マット不要

【プログラム内容】

二の腕！ヒップ！背中、お腹！

普段は中々見ることのできない

後ろ姿を引き締め！

誰もが憧れるバックシルエットを

目指します。※マット不要

【日時・担当者】

11日(木)19:15-

担当者：百瀬

【日時・担当者】

6日(土)11:30-

担当者：前田

スタジオでも大人気の「フィータボ

ディ」。寒くなるこれからの季節に

体も心もホットにさせてくれること

でしょう！初心者でも自分のペース

で運動ができ、たくさんの汗をかく

こと間違いなしです！

オススメの理由 オススメの理由
ポスターのような体型って憧れます

よね。女性なら誰もが羨むボン・

キュッ・ボン★汗をかきながら身体

を引き締めますので一石二鳥！ズボ

ラなあなたにピッタリです♪

呼吸とポーズに意識を向け、ポーズを止めることなく動きます。

脂肪燃焼効果も期待できる内容です。

★★★★☆

9日(火)

19:15- 担当：菅

45分間

朝日のような力強い動きから静かな月のようなリフレッシュの

ポーズまで幅広く行っていきます。

7日(日)

12:15- 担当：青木

★★★★☆ 45分間

呼吸に関わる筋肉をヨガのポーズで伸ばし、快適な呼吸を繰り返す

ことで自律神経を整えていきます。

9日(火)

12:45- 担当：菅

45分間

キレイなボディラインを作るために欠かせないウエストとヒップを

刺激していくトレーニングプログラム。滝汗間違いなしです。

キレイなボディラインを作るために欠かせないウエストとヒップを

刺激していくトレーニングプログラム。滝汗間違いなしです。

★★★☆☆ 45分間

6日(土)

19:15- 担当：菅

女性限定の筋トレ&有酸素運動を組み合わせたオリジナルワーク

アウトです。夏に向け、気になる部位を効率よく引き締め！

★★★★☆ 45分間

10日(水)

20:00- 担当：菅

上半身、下半身、全身を意識して動かしていきます。

「ちょうど良い」と感じる負荷で楽しく汗がかけます。

11日(木)

19:15- 担当：百瀬

★★★★★ 45分間

自分ではなかなか見ることができない後ろ姿。誰もが憧れるバック

シルエットを目指していきます。

マット不要

リラックスヨガ

基本のピラティスをもとにバリエーションを加えながら

インナーマッスルを刺激していきます。

★★★☆☆ 45分間

7日(日)

10:45- 担当：青木

美Bodyピラティス

★★☆☆☆ ★★☆☆☆ 45分間

11日(木)

12:30- 担当：石田

骨盤調整ヨガ
骨盤周りの筋肉に刺激を与えるポーズをとり、じっくりと歪み

を整えていきます。

6日(土)

11:30- 担当：前田

音楽に合わせながら流れるような動きと自重エクササイズを融合

させた新感覚エクササイズ。音楽とライトで気分を高揚させます。

筋トレ、有酸素運動でしつこい脂肪に効果絶大！

しっかり燃やして引き締めていきます。

★★★★☆ 45分間

8日(月)

20:00- 担当：前田

HOT ABS

ヴィンヤサヨガ

運動強度 時 間

時間

★★★☆☆ 45分間

11日(木)

12:45- 担当：石田

流れる動きと固める動きで体を引き締めていきます。

体幹の強化で日常生活も楽になります。

マット不要


