
月 火 水 木 金 土 日

■定番の教室から、今流行りの教室まで盛りだくさんです。
  自分に合った教室を見つけてください！

■定員に達していない教室は「体験」が可能です♪（税込：870円）

【問合せ】ホルトホール大分　健康プラザ

　　電話：097－576－8883

ヘルスアップルーム　教室タイムスケジュール   【2014年10月～12月】
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シェイプアップ
体操
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（無料）30 親子体操教室（無料）

30 日曜日はどの教室も
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カキラ エアロビクス＆
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運動不足
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16:00～17:00フラダンス ヨガ ジャズダンス
30 30体引き締め

21:00～21:30 21:00～21:45 テック & 45
ポールを使った背中・肩周り

ヨガ
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エクササイズ

CXWORXリラクゼーション教室 21:25～21:45
テック ＆ 30この教室は

１回料金
500円♪

ストレッチ（無料）

テック & 45FX テック ＆ 45
ボディパンプ

18:30～19:30 18:30～19:30

※「赤文字」は前期からの
変更箇所です。

【運動不足解消プログラム】
①ボディパンプ　②ボディコンバット

③ボディバランス④ボディバイブ　等を
週替りで行います♪

「初めての方にお薦めです♪」
　

【体引き締めエクササイズ】
①ボディパンプ　②ボディコンバット
③ボディアタック④CXWORX　等を

週替りで行います♪
「早く効果を出したい方に

お薦めです☆」

ＺＵＭＢＡ

ベビーマッサージ

11:00～12:00

肩こり腰痛ケア
体操

18:45～19:45
レスミルズ
プログラム

テック & 45FX 解消プログラム

20:00～21:00

21:00

14:30～15:30

30
13:30～14:00

ストレッチ（無料）
ボディパンプ
テック & 45

30

健康づくり
【第２・４土曜日】

「親子」の教室です。

「１回単位」の教室です。
 ワンコイン♪（５００円）

「無料」の教室です。
　　※別途 材料費 や トレーニングルーム利用料 は必要です

週替り 

週替り 

週替り 

週替り 

増設！ 

11月7日 
スタート 

各教室のご案内

プログラム名 価格（税込） 内容 定員

ベビーマッサージ教室
　（赤ちゃん対象年齢：
　　0歳2カ月～１歳0カ月まで）

お母さんが赤ちゃんとふれ合い「心と身体のコミュニケーション」を図るクラスです。
（初参加時に左記の対象年齢のお子様と、そのお母様が対象）
※シューズ不要

25組

ママエアロ教室
　（お子様対象年齢：
　　1歳0カ月～3歳0カ月まで）

お母さんが、お子様と一緒に参加できるエアロビクスプログラムです。
普段の運動不足を解消しましょう！「ママ友作り」にもお薦めなクラスです♪
（初参加時に左記の対象年齢のお子様と、そのお母様が対象）

20組

ヨガ教室 ヨガのポーズと呼吸法をゆっくりと正確に行い、心身の調整を図ります。※シューズ不要 40名

コンディショニング＆ヨガ教室 効果を高める為、簡単な運動をして、身体を温めた状態でヨガを行います。 40名

健美操教室 分かり易い動きを組み合わせた、どなたでも出来る体操エクササイズです。 40名

フラダンス教室 フラダンスの基本的な振付を、楽しみながら習得するクラスです。※シューズ不要 40名

太極拳教室 中国古来の武術のしなやかな型を習得し、心身の健康増進につなげます。 40名

シェイプアップ体操教室 誰でもできる簡単な筋トレで身体を引締め、太りにくい身体を作っていきます。 40名

カキラ教室
骨や関節を意識しながら動かす事で様々な体の機能改善（肩こり、腰痛、冷え性…など）

に繋げていくプログラムです。『頑張らないでいい』が大切なので、運動に慣れていない方
も安心です。（「カ」…関節「キ」…機能改善「ラ」…楽になる　）　　※シューズ不要

40名

エアロビクス＆
ステップエクササイズ教室

脂肪燃焼や健康増進に効果的な「エアロビクス」とステップ台を使った昇降運動
「ステップエクササイズ」を週替わりで行うプログラムです。

28名

肩こり腰痛ケア体操教室
円柱のポールやバランスボールを使い、肩周り、腰周りをほぐします。
疲れの溜まりやすい背中へのリラックス効果が抜群です。

28名

ピラティス教室　※｢入門｣は優しめ インナーマッスルを意識して様々なポーズを取り、お腹を引き締めるプログラムです。 40名

初級者向けエアロビクス教室
基本動作を繰り返すので、初めての方でも安心。
エアロビクスで楽しみながら運動不足を解消していきましょう♪

40名

簡単筋トレとストレッチ教室 日常生活に必要な適度な筋肉を付け、柔軟性も高め、身体のケアしていきます。 40名

ジャズダンス教室 ジャズダンスを基礎から習得していき、楽しく優雅に踊れるようになるクラスです。 40名

ボディパンプ ﾃｯｸ＆45教室
専用バーベルを使ったシェイプアッププログラムです。
自分に合った負荷で運動できますので、初めての方でも安心！女性にお薦めです♪

28名

ボディバランス ﾃｯｸ＆45FX教室
ヨガ・太極拳・ピラティスなどの要素を取入れた癒しとコア(体幹)の教室です。
ヨガ好きの女性に人気のクラスです♪　※シューズ不要

40名

ボディコンバット ﾃｯｸ＆45教室
キックやパンチなど格闘技の動作を取り入れたシェイプアッププログラムです。
ストレス発散、二の腕やウエスト等の引き締め効果抜群です☆

40名

ＣＸＷＯＲＸ ﾃｯｸ＆30教室 お腹、お尻を引き締めるのに最適なプログラムです！　短時間で仕上げます☆ 40名

ボディバイブ ﾃｯｸ＆45教室 ユックリとした音楽に合わせて動く優しい教室です。運動が苦手な方でも安心です♪ 40名

プログラム名 価格（税込） 内容 定員

ポールを使った背中・肩周り
リラクゼーション教室

疲れの溜まりやすい「背中」や「肩」を中心にほぐしていきます。肩こりの人、デスクワー
クが多い人には特にお薦めです！レッスン後の「感動」を一度味わってください♪
※シューズ不要

28名

【ＮＥＷ】ＺＵＭＢＡ教室
ラテンを中心に世界中の音楽を取り入れたダンス教室です。
パーティーのような雰囲気で楽しみながら身体を動かす事が出来ます。
初めてでも安心して参加できます。

40名

【ＮＥＷ】レスミルズ
プログラム教室

週替わりで様々な教室を行います。（ボディバランス、ボディバイブ、ＣＸＷＯＲＸ、
ボディコンバット、ボディアタック、ボディパンプ等）運動効果抜群の教室です。

28名

運動不足解消プログラム
運動を始めたい方にお薦めのクラスです♪　以下の教室を週替で行います。

・ボディバランス・ボディバイブ・ボディコンバット・ボディパンプ等
テック（動きの練習）を30分行ったうえで30分のプログラムに臨みます。

28名

体引き締めエクササイズ
運動に慣れてきた方にお薦めの効果抜群のクラスです☆　以下の教室を週替で行います。

・ボディパンプ・ボディコンバット・ボディアタック・ＣＸＷＯＲＸ等
28名

プログラム名 価格（税込） 内容 定員

ストレッチ教室
自宅でもできる様々なストレッチをご紹介します。ストレッチで全身スッキリしましょう♪
対象：当日のトレーニングルーム利用者及び教室参加者　※シューズ不要

40名

親子体操教室
　　（お子様対象年齢：
　　　1歳0カ月～3歳0カ月まで）

簡単な体操や、リズムに合わせた運動などを行います。
楽しく運動し、親子のスキンシップもはかれる教室です♪
（参加時に左記の対象年齢のお子様と、その保護者様が対象）　※毎月1日に事前予約受付開始

20組

無料

≪コース型教室　（10回単位）　～続ける事で効果が得られます～≫　※「1回体験」も可能です　（定員に達していない教室のみ）

6,480円

5,400円

≪ワンコイン教室　（１回単位）　～お気軽にご参加ください～≫　※事前予約はございません （当日先着順：教室開始の1時間前～）

500円

≪無料教室　（１回単位）　～是非ご参加ください～≫

満員御礼 

満員御礼 

満員御礼 



「親子」の教室です。

「１回単位」の教室です。
 ワンコイン♪（５００円）

「無料」の教室です。
　　※別途 材料費 や トレーニングルーム利用料 は必要です

各教室のご案内

プログラム名 価格（税込） 内容 定員

ベビーマッサージ教室
　（赤ちゃん対象年齢：
　　0歳2カ月～１歳0カ月まで）

お母さんが赤ちゃんとふれ合い「心と身体のコミュニケーション」を図るクラスです。
（初参加時に左記の対象年齢のお子様と、そのお母様が対象）
※シューズ不要

25組

ママエアロ教室
　（お子様対象年齢：
　　1歳0カ月～3歳0カ月まで）

お母さんが、お子様と一緒に参加できるエアロビクスプログラムです。
普段の運動不足を解消しましょう！「ママ友作り」にもお薦めなクラスです♪
（初参加時に左記の対象年齢のお子様と、そのお母様が対象）

20組

ヨガ教室 ヨガのポーズと呼吸法をゆっくりと正確に行い、心身の調整を図ります。※シューズ不要 40名

コンディショニング＆ヨガ教室 効果を高める為、簡単な運動をして、身体を温めた状態でヨガを行います。 40名

健美操教室 分かり易い動きを組み合わせた、どなたでも出来る体操エクササイズです。 40名

フラダンス教室 フラダンスの基本的な振付を、楽しみながら習得するクラスです。※シューズ不要 40名

太極拳教室 中国古来の武術のしなやかな型を習得し、心身の健康増進につなげます。 40名

シェイプアップ体操教室 誰でもできる簡単な筋トレで身体を引締め、太りにくい身体を作っていきます。 40名

カキラ教室
骨や関節を意識しながら動かす事で様々な体の機能改善（肩こり、腰痛、冷え性…など）

に繋げていくプログラムです。『頑張らないでいい』が大切なので、運動に慣れていない方
も安心です。（「カ」…関節「キ」…機能改善「ラ」…楽になる　）　　※シューズ不要

40名

エアロビクス＆
ステップエクササイズ教室

脂肪燃焼や健康増進に効果的な「エアロビクス」とステップ台を使った昇降運動
「ステップエクササイズ」を週替わりで行うプログラムです。

28名

肩こり腰痛ケア体操教室
円柱のポールやバランスボールを使い、肩周り、腰周りをほぐします。
疲れの溜まりやすい背中へのリラックス効果が抜群です。

28名

ピラティス教室　※｢入門｣は優しめ インナーマッスルを意識して様々なポーズを取り、お腹を引き締めるプログラムです。 40名

初級者向けエアロビクス教室
基本動作を繰り返すので、初めての方でも安心。
エアロビクスで楽しみながら運動不足を解消していきましょう♪

40名

簡単筋トレとストレッチ教室 日常生活に必要な適度な筋肉を付け、柔軟性も高め、身体のケアしていきます。 40名

ジャズダンス教室 ジャズダンスを基礎から習得していき、楽しく優雅に踊れるようになるクラスです。 40名

ボディパンプ ﾃｯｸ＆45教室
専用バーベルを使ったシェイプアッププログラムです。
自分に合った負荷で運動できますので、初めての方でも安心！女性にお薦めです♪

28名

ボディバランス ﾃｯｸ＆45FX教室
ヨガ・太極拳・ピラティスなどの要素を取入れた癒しとコア(体幹)の教室です。
ヨガ好きの女性に人気のクラスです♪　※シューズ不要

40名

ボディコンバット ﾃｯｸ＆45教室
キックやパンチなど格闘技の動作を取り入れたシェイプアッププログラムです。
ストレス発散、二の腕やウエスト等の引き締め効果抜群です☆

40名

ＣＸＷＯＲＸ ﾃｯｸ＆30教室 お腹、お尻を引き締めるのに最適なプログラムです！　短時間で仕上げます☆ 40名

ボディバイブ ﾃｯｸ＆45教室 ユックリとした音楽に合わせて動く優しい教室です。運動が苦手な方でも安心です♪ 40名

プログラム名 価格（税込） 内容 定員

ポールを使った背中・肩周り
リラクゼーション教室

疲れの溜まりやすい「背中」や「肩」を中心にほぐしていきます。肩こりの人、デスクワー
クが多い人には特にお薦めです！レッスン後の「感動」を一度味わってください♪
※シューズ不要

28名

【ＮＥＷ】ＺＵＭＢＡ教室
ラテンを中心に世界中の音楽を取り入れたダンス教室です。
パーティーのような雰囲気で楽しみながら身体を動かす事が出来ます。
初めてでも安心して参加できます。

40名

【ＮＥＷ】レスミルズ
プログラム教室

週替わりで様々な教室を行います。（ボディバランス、ボディバイブ、ＣＸＷＯＲＸ、
ボディコンバット、ボディアタック、ボディパンプ等）運動効果抜群の教室です。

28名

運動不足解消プログラム
運動を始めたい方にお薦めのクラスです♪　以下の教室を週替で行います。

・ボディバランス・ボディバイブ・ボディコンバット・ボディパンプ等
テック（動きの練習）を30分行ったうえで30分のプログラムに臨みます。

28名

体引き締めエクササイズ
運動に慣れてきた方にお薦めの効果抜群のクラスです☆　以下の教室を週替で行います。

・ボディパンプ・ボディコンバット・ボディアタック・ＣＸＷＯＲＸ等
28名

プログラム名 価格（税込） 内容 定員

ストレッチ教室
自宅でもできる様々なストレッチをご紹介します。ストレッチで全身スッキリしましょう♪
対象：当日のトレーニングルーム利用者及び教室参加者　※シューズ不要

40名

親子体操教室
　　（お子様対象年齢：
　　　1歳0カ月～3歳0カ月まで）

簡単な体操や、リズムに合わせた運動などを行います。
楽しく運動し、親子のスキンシップもはかれる教室です♪
（参加時に左記の対象年齢のお子様と、その保護者様が対象）　※毎月1日に事前予約受付開始

20組

無料

≪コース型教室　（10回単位）　～続ける事で効果が得られます～≫　※「1回体験」も可能です　（定員に達していない教室のみ）

6,480円

5,400円

≪ワンコイン教室　（１回単位）　～お気軽にご参加ください～≫　※事前予約はございません （当日先着順：教室開始の1時間前～）

500円

≪無料教室　（１回単位）　～是非ご参加ください～≫


