
クラス名 時間 強度 難度 内容 クラス名 時間 強度 難度 内容

エンジョイエアロ 30分 ★★ ★ シンプルな動きで脂肪燃焼、カロリー消費を目指していくクラス フリースタイル NEXT 30分 ★★ ★ リズム取りや簡単な振付けを楽しむクラス

バーニングエアロ 30分 ★★★ ★★ 様々な動きのバリエーションを楽しむクラス フリースタイル STAGE 30分 ★★★ ★★★ 上達ポイントなど含め、様々な振付けを楽しむクラス

アドバンスエアロ 30分 ★★★ ★★★ 個性あふれる様々な動きをマスターし、振付けを楽しむクラス やさしいジャズダンス 30分 ★★ ★ 基本のステップを楽しむクラス

ボディメイクエアロ 30分 ★★★ ★★ シンプルなエアロビクスと筋力トレーニングを交互に行い、シェイプアップを目指していくクラス ジャズダンス NEXT 30分 ★★ ★ 表現や踊るポイントなどを含め振付けを楽しむクラス

カーディオラテン 30分 ★★ ★★ シンプルなラテンムーブメントを楽しみながら脂肪燃焼を目指していくクラス ジャズダンス STAGE 30分 ★★★ ★★★ スキルアップを目指しながら振付けを楽しむクラス

らくらくステップ 30分 ★★ ★ ステップ台を使用し、シンプルなステップを楽むクラス フラダンス 30分 ★★ ★ フラダンスの踊りを楽しむクラス

エンジョイステップ 30分 ★★★ ★ ステップ台を使用し、シンプルなステップから様々なコンビネーションを楽しむクラス Belly SHAPE 30分 ★★ ★ ベリーダンスの動きで、音楽に合わせ、楽しく踊りながらシェイプアップしていくダンスプログラム　　　　

バーニングステップ 30分 ★★★ ★★ ステップ台を使用し、様々なコンビネーションを楽しみながら脂肪燃焼を目指していくクラス nani ALOHA 30分 ★★ ★ ハワイに古くから伝わるハワイアンフラと現代のフィットネスを融合した新しいエクササイズのクラス

アドバンスステップ 30分 ★★★ ★★★ ステップ台を使用し、様々なコンビネーションにチャレンジするクラス しなやかバレエストレッチ 30分 ★ ★ バレエのメソッドを取り入れたストレッチを行うクラス

ZUMBA®（30クラス） 30分 ★★ ★ ラテン系の音楽とダンスを融合させたダンスフィットネスエクササイズ やさしいバレエ 30分 ★★ ★ シンプルな動きを楽しむクラス

ラテンエクスプレス 30分 ★★ ★ 様々なラテンスタイルをエアロビクスのフットパターンに盛り込んだ、ラテンダンスエクササイズ アンドュオールバレエ 30分 ★★★ ★★ ターンやジャンプなども習得を目指すクラス

ラテンエクスプレスコンサルサ 30分 ★★ ★★ エアロビクスとサルサを融合し巧緻性・筋バランスにもフォーカスしたラテンダンスエクササイズ エトワールバレエ 30分 ★★★ ★★★ テクニックや上達のポイントなどを習得を目指すクラス

モムチャンダイエット 30分 ★★ ★ 筋力トレーニングと有酸素運動を組み合わせ「モムチャン＝最高な身体」を作るクラス ポルトブラ 30分 ★★ ★ 音楽に合わせてバレエを基本としたダンスを行い姿勢維持、筋力・柔軟性向上に効果のあるプログラム 

BAILA BAILA 30分 ★★ ★ ラテン系の音楽×振付の一体感を誰もが楽しめるスペイン発のダンスプログラム

Fit Boxing 30分 ★★★ ★★ 本格的なボクシングの動きを楽しみながら効率よく脂肪燃焼していくクラス ヴォ－カリズム 30分 ★★ ★★ 音楽に合わせて発声に必要な筋肉のストレッチやエクササイズをおこない、正しい発声法を身につけるクラス

協栄シェイプボクシング 30分 ★★★ ★★ 数々のプロボクサーを輩出した協栄ボクシングがプロデュースするボクシングエクササイズ ハーモニズム 30分 ★★ ★★ 「リズム」を全身で感じながらゴスペルやポピュラーな曲を歌うことで正しい発語（発音）を身につけるクラス 

VOLTBOX START 20分 ★★ ★ シンプルで本格的なボクシングコンビネーションでサンドバッグにパンチを打ち込む初中級者クラス リピュアウォーク 30分 ★ ★ 骨盤を調整し、お腹周りの引き締めや、姿勢改善を目的としたウォーキングクラス

VOLTBOX 20/30 20/30分 ★★ ★★ シンプルで本格的なボクシングコンビネーションでサンドバッグにパンチを打ち込む中級者クラス オリジナルコンディショニング 30分 ★★ ★ ステップ台と自重を使い、簡単な有酸素運動と全身の筋力のトレーニング行うオールレベルのクラス

VOLTBOX maximum 30分 ★★★ ★★ シンプルで本格的なボクシングコンビネーションでサンドバッグにパンチを打ち込む中上級者クラス Dansing 30分 ★★ ★★ 歌って、踊って、演じるミュージカルフィットネスプログラム

VOLTCORE 10分 ★★ ★ 暗闇の中、音楽に合わせ、10分だけ集中してお腹周りを刺激するクラス

VOLTHIP 10/20分 ★★ ★ バンドを使用し、10分だけ集中してお尻を刺激する女性限定クラス ホットヨーガ・ビギナー 30/45分 ★★ ★ ホットスタジオ（高温または中温）が初めての方でも楽しめるクラス

VOLTDRUM 30分 ★★★ ★ 暖かいスタジオで、下半身のエクササイズとドラムスティックを使った上半身のエクササイズを行うクラス ホットヨーガ・ベーシック 30/45/分 ★★/★★★ ★★ ホットスタジオ（高温または中温）で様々な系統のポーズをバランス良く楽しくクラス

VOLTJUMP 30分 ★★ ★ トランポリンを活用し、『弾む』喜び、楽しさと運動を掛け合わせた、アミューズメント型プログラム ホットヨーガ・アドバンス 45/分 ★★/★★★ ★★ ホットスタジオ（高温または中温）で様々な系統のポーズをバランス良く楽しくクラス

VOLTSWEAT 15分 ★★ ★★ 普段は使わない重たいロープやケトルベルを使い、筋力強化・引き締めを目的とした女性限定クラス ホットヨーガ・ウエストシェイプ 30/45/分 ★★/★★★ ★★ ホットスタジオ（高温または中温）で腹部のねじりや側屈等ウエスト引き締めに効果的なポーズでウエストシェイプに効果的なクラス

TOBIPPA 15/30 ★★★ ★★ トランポリンを活用し、レッスン中は”跳びっぱなし”でシンプルなJUMPワークアウトでたくさん汗を流すプログラム ホットヨーガリセット・骨盤 30/45分 ★★/★★★ ★★ ホットスタジオ（高温または中温）で骨盤周りの筋肉をほぐす・強化させるポーズで骨盤のゆがみの改善や安定化を図るクラス

LesMILLS　GRIT™CARDIO 30分 ★★★ ★★ 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ハイ インテンシティ・インターバル トレーニング ホットヨーガリセット・肩こり 30/45分 ★★/★★★ ★★ ホットスタジオ（高温または中温）で首・肩・肩甲骨周りをほぐすポーズで肩こり改善に効果的なクラス

LesMILLS　GRIT™STRENGTH 30分 ★★★ ★★ バーベルやプレートを使用し、筋力を向上し引き締まった筋肉を作る、ハイ　インテンシティ・インターバル　トレーニング ホットヨーガリセット・腰痛 30/45分 ★★/★★★ ★★ ホットスタジオ（高温または中温）で股関節周りの筋肉を伸ばすポーズ、腰部や腹部の強化を図るポーズで腰痛改善に効果的なクラス

ホットヨーガリセット・冷え むくみ 30/45分 ★★/★★★ ★★ ホットスタジオ（高温または中温）で大筋群を伸ばすポーズ、また手足の末端まで動かすポーズで血流改善を図り冷えやむくみ改善に効果的なクラス

Group Power 30/45 30/45分 ★★ ★/★★ バーベルを使用し音楽に合わせてシンプルな動作で全身をトレーニングするクラス ホットヨーガパワー・ベーシック 30/45分 ★★★ ★★/★★★ ホットスタジオ（高温または中温）で太陽礼拝をベースにパワー系ポーズを楽しむベーシッククラス

Group Fight 30/45 30/45分 ★★ ★/★★ 格闘技とボクシングの動きを取り入れ、心肺機能向上やシェイプアップを目的としたクラス ホットヨーガパワー・アドバンス 30/45分 ★★★ ★★/★★★ ホットスタジオ（高温または中温）で太陽礼拝をベースにパワー系ポーズを楽しむアドバンスクラス

Group Blast 30/45 30/45分 ★★ ★★/★★★ ステップ台をシンプル、かつアスレチックに使用して行う30分のカーディオトレーニングのクラス ホットスタイルピラティス 30/45分 ★★ ★★ ホットスタジオ（高温または中温）で５ムーブメント１フローの新感覚ピラティスを楽しむクラス

Group Groove 30/45 30/45分 ★★ ★/★★ 様々なジャンルのダンスを素晴らしい音楽に合わせて行うフィットネスダンスのクラス ホットペルヴィックストレッチ 45分 ★★ ★★ ホットスタジオ（高温または中温）で骨盤を取り囲むインナーマッスルや関節を整え、歪みの改善や姿勢強化を目指すクラス

Group Centergy 30/45 30/45分 ★★ ★/★★ ヨガとピラティスを融合させたエクササイズで、体幹部の強化やバランス・柔軟性を養うクラス ≪VRプログラム≫ 映像による常温プログラム

LesMills BODYBALANCE Flexibility 15分/30分 ★★ ★★ 音楽にあわせてヨガをベースとした様々な動きを行い、特に柔軟性に集中したクラス

やすらぎヨーガ 30分 ★ ★ 短時間でヨーガに触れ心身を癒していくクラス LesMills BODYBALANCE Strength 15分/30分 ★★ ★★ 音楽にあわせてヨガをベースとした様々な動きを行い、特に筋力と安定性に集中したクラス

シェイプヨーガ 30分 ★ ★★ シェイプアップ効果の高いポーズを短時間で楽しむクラス LesMills BODYBALANCE Yoga 20分 ★★ ★★ 音楽にあわせてヨガをベースとした様々な動きを行い、筋力やマインド＆ボディ、日常生活にプラスとなるクラス

トラディショナルヨーガ 30分 ★ ★★ 伝統的なアーサナを楽しむヨーガクラス LesMills SH'BAM(シバム) 30分 ★★ ★★ 楽しいことが大好きな人たちのためのやみつきになるダンス系ワークアウト。音楽にのりシンプルなダンスの動きを行うクラス

パワーヨーガ 30分 ★★ ★★★ フロースタイルの太陽礼拝やシェイプアップ効果の高いポーズを楽しむクラス LesMills BODYCOMBAT 30分 ★★ ★★ 格闘技にインスピレーションを得た全身ワークアウト。シンプルな動きで心肺機能を強化し、脂肪燃焼を狙うクラス

美脊柱ヨーガ 30分 ★ ★ ローラー（ストレッチポール®）を使用し、ヨーガのポーズを行いながら脊柱を調整をしていくクラス LesMills CORE 15分/30分 ★★ ★★ チューブやプレートを使用し、ウエストラインを引き締めながら、あらゆるパフォーマンスを向上していくクラス

美曲線ヨーガ 30分 ★ ★ ウェーブストレッチリング®を使用しヨーガのポーズを行いながらほぐす、伸ばす、引き締めるの要素を体感するクラス LesMills CORE Ab blast 15分 ★★ ★ チューブやプレートを使用し、腹筋運動に特化してウエストを引き締めていくクラス

ヒーリングアロマヨーガ 30分 ★ ★ アロマの香りを楽しみながら、ポーズ、瞑想、呼吸法で心身を整えていくクラス LesMills BARRE(バー) 30分 ★★ ★★ 日常から解放されるようなバレエの動きで引き締まった美しい筋肉とコアを作るクラス

LesMills　BODYATTACK 30分 ★★ ★★ ランニングなどのアスレチックエクササイズと、スクワットなどの筋力強化エクササイズを組み合わせ、心肺機能向上や脂肪燃焼を目的とするクラス

ボディデザインピラティス 30分 ★★ ★★ 多彩な動きを組み合わせ、体幹部の安定と身体のバランスを整えていくクラス ≪VRプログラム≫ 映像によるホットプログラム（Reセルフ会員様も参加可能）

ビューティフローピラティス 30分 ★★ ★★ ピラティスの多彩な動きを流れるように行い、達成感を味わえるクラス 骨盤調整ヨーガ 20分 ★ ★ ホットスタジオ（高温または中温）で骨盤周りを主に使う簡単なヨーガクラス

ポップピラティス 30分 ★★ ★★ 世界中で人気を高めている洋楽に振付されたアップテンポな音楽にノンストップで全身を部位ごとに分けて動かし、爽快感と達成感を味わえるクラス 肩・腰痛ヨーガ 20分 ★ ★ ホットスタジオ（高温または中温）で肩周りや腰回りをほぐす簡単なヨーガクラス

癒しのヨーガ 20分 ★ ★ ホットスタジオ（高温または中温）でリラックスを重視した全身ゆったり動かす簡単なヨーガクラス

Gaze30～マインドフルネス瞑想～ 30分 ★ ★ 呼吸法、自律訓練法、座禅を取り入れ集中力を高める、脳と心を休めるクラス ホットストレッチ 20分 ★ ★ ホットスタジオ（高温または中温）で全身のストレッチを行うクラス

Gaze　～美尻～マシュマロヒップ 30分 ★ ★★ 骨盤のゆがみを整え股関節周りの筋肉を活性化。お尻のラインを整え、美しいヒップを目指していく女性限定クラス ≪VRプログラム≫ メガロスLEANBODY　オンラインLIVEレッスン

Gaze　～美脚～グラマラスレッグ 30分 ★ ★ 下肢の筋・筋膜のこわばりやすい部分のセルフコンディショニングを行い、正しい脚の使い方を練習する女性限定クラスカーディオダンス 60分 ★★★ ★★★ 様々なダンスムーブメントを楽しみながら脂肪燃焼を目指していくクラス

オリジナルエアロ 30分/60分 ★/★★ ★★/★★★ 様々な動きのバリエーションを楽しみながら脂肪燃焼を目指していくクラス

気功 30分 ★ ★ 気功法を取り入れ、心身を整えていくクラス K-POP DANCE 60分 ★★ ★★ K-POPの音楽を使用し、振り付けを楽しむクラス

太極拳 30分 ★★ ★ 気と技を取り入れた中国の伝統武術で身体の免疫力を高め、健康増進にも効果的なクラス

健美操 30分 ★★ ★ 呼吸、精神、身体の３つの調和で身体のバランスを整える、静と動を組み合わせた健康体操を行うクラス

ポールdeスッキリ 20/30分 ★ ★ フィットローラー（ストレッチポール）で背骨の周りをほぐし、筋肉を緩め、体の不調を予防・改善するクラス

ウェーブストレッチ 15/30分 ★ ★ 全身にある様々な筋肉をウェーブストレッチリングを利用してほぐすクラス

Shape Fine 30分 ★★ ★ ショートダンスと骨盤・背骨の調整をおこない美しい姿勢をつくるクラス　　　　　

deep WORK 30分 ★★ ★★ アップテンポの音楽に合わせ、アライメントと呼吸に重きを置き、力強い動きと緩やかな動きを行うことで 瞬発力・持久力・体幹を養うクラス

REBORNS　FUN 30分 ★ ★ 毎月のテーマに沿った様々な運動を通じて、シニア世代の皆様に一生涯に渡りメガロスを楽しんでもらう為、また、人生を楽しんでもらう為の基礎体力をつけるクラス

MEGALOS  MITAKA    STUDIO  PROGRAM

≪アクティブ≫ 全身持久力の向上、脂肪燃焼効果高いプログラム ≪ダンス≫ 音楽に合わせて様々なダンスを楽しみます

≪コーディネーション≫ 様々なエクササイズで体の調整を行います

≪その他のプログラム≫ 様々な特徴を生かしたバラエティ豊富なプログラム

≪ホットプログラム≫ 室温30度～38度、湿度65％の環境で行うプログラム

≪MOSSA≫ その効果、楽しさ、安全性を兼ねそろえた誰でも楽しめるプログラム 

≪ヨーガ≫ ポーズ・瞑想・呼吸法で心身を整えます

≪ピラティス≫ 体幹部の筋バランスを整えます 

≪Gaze≫ 自分を見つめ、気づき、改善へとアプローチするプログラム

≪インナーパワー≫ 身体を動かし自己免疫力や治癒力を高め、内面から心身のバランスを整えます

店舗によってはスケジュールにないレッスンもございます。


