
月 火 水 木 金 土 日 Lesson名 燃焼度 ﾏｯｽﾙ度 柔軟度

10:00

トレーニング初心者向け❤～慣れている方向け❤❤❤❤❤

11:10-11:50

マスターストレッチ＆バレエ　

限定6名

10:10-11:00

ピラティス＆

シルクサスペンション50

10:00－10:50

モーニングピラティス 美整体ピラティス ★ ★★★

❤❤<YUTSUKI> ❤❤<MIE> ❤❤<MIKI>

モーニングピラティス ★★ ★

11:00 担当インストラクターの変更があることもあります。 10:10－11:00

THE BODY

ピラティス＆TYE4　限定

８名

11:15-12:00

MUSICトランポリン45

MIX★45

11:00－11:50

シルクサスペンション

＆バンジー50

11:20

ピラティスBASIC ★★ ★★

❤❤<HITOMI> ❤❤❤❤＜YURI> ❤❤❤＜AKI>

The Body  ピラティス＆TYE4 ★★ ★★★

12:00 12:20－11:50

マスターストレッチ

限定6名

12:20－13:05

ピラティスBASIC

12:10-12:55

MUSICトランポリン45

カーディオラティス

12:20

BODYMAKEピラティス ★★★★ ★

❤❤<YUTSUKI/HITOMI> ❤<MIE> ❤❤<AKI>

ピラティス＆シルクサスペンション ★★★ ★

13:00 13:00－13:50

ピラティス＆

シルクサスペンション50

13:00－13:45

ピラティス♥美トランポリン

13:00－13:45

ピラティス♥美トランポリン

13:20-14:00

マスターストレッチ

限定6名

シルクサスペンション＆バンジー ★★★ ★★

❤❤❤<MIKI> ❤＜YURI> ❤❤＜YUTSUKI> ❤❤<YURI>

マスターストレッチ (シューズ必要）

マスターストレッチ＆バレエ (シューズ必要）
★★

★★★

★★★

★★★★

14:00 14:10－14:50

MUSICトランポリン

POP♪40

ピラティス❤　with 美トランポリン
★

★★

★★

★★

❤❤<MIKI>

ＭＵＳＩＣトランポリン カーディオラティス ★ ★

15:00 15:10-15:50

マスターストレッチ

限定6名

ＭＵＳＩＣトランポリン MIXビギナー♥40  (シューズ必

要）

ＭＵＳＩＣトランポリン MIX★45  (シューズ必要）

★★

★★★★

★★

★★★

❤❤<YURI>

ＭＵＳＩＣトランポリン High‼45 (シューズ必要） ★★★★★ ★★★

16:00 16:10-17:00

美整体ピラティス

16:10－16:55

ピラティス♥美トランポリン

c
Music Workout Party
Tiger🐯 (シューズ必要）

★★★ ★★★

❤＜YURI＞ ❤＜YURI> Group Price 税抜

17:00
月謝４
月４回まで

（どのレッスンも可）

¥9,000

月謝6
月５回まで

（どのレッスンも可）

¥10,000

18:00
月謝8
月６回まで

（どのレッスンも可）

¥12,000

18:40-19:25

ピラティスBASIC

18:20－19:05

ピラティス♥美トランポリン

18:20-19:10

美整体ピラティス

18:45－19:30

総合格闘技系エクサ

Body Combat45

18:20－19:05

MUSICトランポリン

MIX★45

月謝行き放題
ALL FREE
（定員・締切中）

¥14,000

19:00

❤❤＜ＦＵＭＩ＞ ❤＜YURI> ❤＜YURI＞ ❤❤❤<HITOM> ❤❤❤<YUTSUKI>

4回Ticket（3ヶ月） ¥11,000

19:40-20:25

総合格闘技系エクサ

Body Combat45

19:15ー19:55

THE BODY

ピラティス＆TYE4　限定8

名

19:30-20:15

MUSICトランポリン

MIX★45

19:30-20:10

マスターストレッチ＆バレエ

❤❤<YUTSUKI>　限定6

名

￥30,000charge（ご利

用日から半年・ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄも

利用可）

Group￥2,500
ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ￥6,000

20:00

❤❤❤❤<HITOM> ❤❤❤<HITOMI> ❤❤❤❤＜YURI>

19:45－20:30

シルクサスペンション45

❤❤❤＜AKI>

会員都度 ¥3,000

20:40-21:20

MUSICトランポリン

MIXビギナー♥40

20:15-21:00

Music Workout Party

Tiger🐯

20:30－21:20

シルクサスペンション

＆バンジー50

20:40-21:25

MUSICトランポリン

High!!45

20:30－21:20

BODYMAKEピラティス 非会員都度 ¥4,000

21:00

❤❤＜FUMI> ❤❤❤<HITOMI> ❤❤❤＜AKI> ❤❤❤❤❤＜YUTSUKI> ❤❤❤❤<YUTSUKI>

EVENT　5/24

19時15分～

 butterfly塾（有料）

 第４回 足裏を整える

NY発。手、脚、体幹にゴム状のアイテムを装着しレジスタンスト
レーニングを行います。伸びを感じながら体を動かせ、しっかりと
筋力アップできるのが特徴。

イタリア発のバレエバーと専用靴を使ったトレーニング。O脚・X
脚・偏平足・下半身太りに。足裏の強化を行い美脚を目指しま
す。

PAI発のトランポリンクラス。ピラティスとトランポリン。R&Bにのせ
てお洒落に楽しく爽やかにボディメイクしませんか？音楽を楽し
みましょう！

ハード目がお好きな方に。心拍数が上がりやすいクラス。
体力アップ・心肺機能向上・ダイエットに効果絶大。

バレリーナの飛び方で最高４Gの負荷が細胞にかかります。アン
チエイジング・骨密度増加にも効果大。トランポリン・有酸素が苦
手な方はjumpビギナークラスがおススメです。

トランポリンの有酸素運動と筋トレで太りにくく引き締まった体を
目指すクラス。ベーシックなジャンプからスタートし、後半はテン
ポのよい音楽に合わせて楽しくトレーニングしましょう♪

音楽に合わせてダンス・ピラティス・キックボクササイズ・筋トレ等
をミックスしたクラス。ダンスはNYのフリースタイル。振りが覚えら
れなくてもOK！暗闇で楽しく汗をかきませんか？
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PILATES ＋ 暗闇FITNESS　BUTTERFLY　2019/5
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ピラティスはリハビリから発祥したトレーニング。エクササイズを
続けることで体の歪みを調整、筋肉のハリを緩めボディラインを
整えます。ピラティスが初めての方も安心してご参加できます。

4/27～5/6GW期間中は別スケジュールとなります。 爽やかな朝でスタート。ピラティスのベーシックな動きをマスター
するクラス。初心者の方～ピラティス愛好者の方まで。

ピラティス基本の動きをマスターしませんか？バランスよく全身を
鍛えるクラス。インナーマッスル・アウターマッスル両方にアプ
ローチ。

ピラティス、ジャイロ、ヨガ等の要素を取り入れたクラス。
NY発の「TYE４」を使ったエクササイズを行います。体の伸びを感
じるのに最適です。

ピラティスをベースにアウターもしっかり鍛えるピラティスクラス。
ハード目の筋トレがお好きなかたにも◎

NY発のハンモックをつかった空中系体幹トレーニング。
シルクインストラクター養成校であるバタフライおススメのクラス
❤

ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ

大阪市中央区伏見町２－３－９ ＴＡＧ北浜ビル２階

ご予約は下記お電話・メールにて

☎ ０６－６１２１－６１１６ ✉ info@butterfly-jp.com

HP(group) http://butterfly-jp.com/ (private) http://pilates-butterfly.com/

5月 SPRING キャンペーン
定期グループレッスン体験 ¥2,000円

プライベート体験 4,000円 セミプライベート（カップルOK）体験 3,000円

３名以上プライベート体験 2,500円 時間・内容ご相談OK

ご入会は今がお得❤
体験当日Ticket・ﾁｬｰｼﾞご購入で入会金無料

月謝ご契約で初月度無料・入会金無料

行き放題は先着10名追加募集！
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