
通常価格 

30分 4,860円 (税込)のところ・・・ 

江藤圭一郎トレーナー (加圧インストラクター) 
 

短時間、低負荷で効果が出るので、忙しい方、一人でのトレーニングが不安な方にオススメです。 
身体が健康であれば心も健康です。この機会に理想の身体を手に入れましょう！ 

◆フロントにてお申込みください。(電話申し込み可) 
◆キャンセルは2時間前までにお願いします。 
 ※それ以降のキャンセルは全額お支払頂きます。 
ご質問ご不明点はフロントへお気軽にお声がけください。 

お正月に溜め込んだものを解消しませんか？ 

加圧体験 
イベント 

パーソナル特別レッスン 

成長ホルモンが分泌されるため、 
肌のハリ・ツヤが良くなります！ 
化粧のりもあがりますよ♪ 

アンチエイジング 
成長ホルモンによって、太りにくいカラダに。 
またトレーニングによって筋肉が増えると、 
脂肪が燃焼しやすいカラダになります。 

ダイエット 

1回30分で 

肩こり・冷え性・アンチエイジング効果！ 

血流量も多くなるので新陳代謝が活発になり 
肩こり・冷え症・便秘改善効果も期待できます。 

血行が良くなる 

【目黒店】 江藤圭一郎トレーナー 開催スケジュール 

《土曜日》 
2月2日・9日・16日・23日 
 

①13:00～13:30 ④14:45～15:15 ⑦16:30～17:00 
②13:35～14:05 ⑤15:20～15:50 ⑧17:05～17:35 
③14:10～14:40 ⑥15:55～16:25 ⑨17:40～18:10 



通常価格 

30分 4,860円 (税込)のところ・・・ 

根本将英トレーナー (加圧インストラクター) 
 

体を引き締めたい方、冷え性を改善したい方、体調を整えたい方にオススメです。 
運動が苦手な方でも出来る、シンプルな運動を、専用のベルトを巻いて行なっていきます。 
どなたでも安心してお越しください。良い運動習慣を一緒に作っていきましょう。 
 

◆フロントにてお申込みください。(電話申し込み可) 
◆キャンセルは2時間前までにお願いします。 
 ※それ以降のキャンセルは全額お支払頂きます。 
ご質問ご不明点はフロントへお気軽にお声がけください。 

お正月に溜め込んだものを解消しませんか？ 

加圧体験 
イベント 

パーソナル特別レッスン 

成長ホルモンが分泌されるため、 
肌のハリ・ツヤが良くなります！ 
化粧のりもあがりますよ♪ 

アンチエイジング 
成長ホルモンによって、太りにくいカラダに。 
またトレーニングによって筋肉が増えると、 
脂肪が燃焼しやすいカラダになります。 

ダイエット 

1回30分で 

肩こり・冷え性・アンチエイジング効果！ 

血流量も多くなるので新陳代謝が活発になり 
肩こり・冷え症・便秘改善効果も期待できます。 

血行が良くなる 

【五反田店】 根本将英トレーナー 開催スケジュール 

《木曜日》 
2月7日・14日・21日・28日 
 

①17:45～18:15 
②18:20～18:50 
③18:55～18:25 
④18:30～19:00 
⑤19:05～19:35 
⑥19:40～20:10 
⑦20:15～20:45 
 
 

《日曜日》 
2月3日・10日・24日 
 

①10:00～10:30 
②10:35～11:05 
③11:10～11:40 
④11:45～12:15 
⑤12:20～12:55 
⑥13:00～13:30 
⑦13:35～14:05 
⑧14:10～14:40 

《水曜日》 
2月6日・20日・27日 
 

①17:45～18:15 
②18:20～18:50 
③18:55～18:25 
④18:30～19:00 
⑤19:05～19:35 
⑥19:40～20:10 
⑦20:15～20:45 



通常価格 

30分 4,860円 (税込)のところ・・・ 

◆フロントにてお申込みください。(電話申し込み可) 
◆キャンセルは2時間前までにお願いします。 
 ※それ以降のキャンセルは全額お支払頂きます。 
ご質問ご不明点はフロントへお気軽にお声がけください。 

お正月に溜め込んだものを解消しませんか？ 

加圧体験 
イベント 

パーソナル特別レッスン 

成長ホルモンが分泌されるため、 
肌のハリ・ツヤが良くなります！ 
化粧のりもあがりますよ♪ 

アンチエイジング 
成長ホルモンによって、太りにくいカラダに。 
またトレーニングによって筋肉が増えると、 
脂肪が燃焼しやすいカラダになります。 

ダイエット 

1回30分で 

肩こり・冷え性・アンチエイジング効果！ 

血流量も多くなるので新陳代謝が活発になり 
肩こり・冷え症・便秘改善効果も期待できます。 

血行が良くなる 

【新橋店】  開催スケジュール 

《水曜日・濱田トレーナー》 
2月6日・13日・20日・27日 
 

①18:00～18:30 
②19:30～20:00 
③20:00～20:30 
④20:30～21:00 
 
 

《木曜日・江藤トレーナー》 
2月7日・14日・21日・28
日 
 

①18:00～18:30 
②18:30～19:00 
③19:30～20:00 
④20:00～20:30 

《火曜日・三戸トレーナー》 
2月5日・12日・19日・26日 
 

①18:00～19:00 
②19:00～19:30 
③20:00～20:30 
④20:30～21:00 
⑤21:00～21:30 
⑥21:30～22:00 

《金曜日・濱田トレーナー》 
2月7日・14日・21日・28日 
 

①18:00～18:30 
②18:30～19:00 
③19:30～20:00 
④20:00～20:30 

木曜日江藤トレーナー (加圧インストラクター) 
 

短時間、低負荷で効果が出るので、忙しい方、一人
でのトレーニングが不安な方にオススメです。 
身体が健康であれば心も健康です。この機会に理想
の身体を手に入れましょう！ 



通常価格 

30分 4,860円 (税込)のところ・・・ 

江藤圭一郎トレーナー (加圧インストラクター) 
 

短時間、低負荷で効果が出るので、忙しい方、一人でのトレーニングが不安な方にオススメです。 
身体が健康であれば心も健康です。この機会に理想の身体を手に入れましょう！ 

◆フロントにてお申込みください。(電話申し込み可) 
◆キャンセルは2時間前までにお願いします。 
 ※それ以降のキャンセルは全額お支払頂きます。 
ご質問ご不明点はフロントへお気軽にお声がけください。 

お正月に溜め込んだものを解消しませんか？ 

加圧体験 
イベント 

パーソナル特別レッスン 

成長ホルモンが分泌されるため、 
肌のハリ・ツヤが良くなります！ 
化粧のりもあがりますよ♪ 

アンチエイジング 
成長ホルモンによって、太りにくいカラダに。 
またトレーニングによって筋肉が増えると、 
脂肪が燃焼しやすいカラダになります。 

ダイエット 

1回30分で 

肩こり・冷え性・アンチエイジング効果！ 

血流量も多くなるので新陳代謝が活発になり 
肩こり・冷え症・便秘改善効果も期待できます。 

血行が良くなる 

【田町店】 江藤圭一郎トレーナー 開催スケジュール 

《木曜日》 
2月7日・14日・21日・28日 
 

①10:00～10:30  



通常価格 

30分 4,860円 (税込)のところ・・・ 

山下美穂トレーナー  
(加圧インストラクター/水泳指導管理士) 
 

加圧トレーニングは筋繊維を太くせずに 
全身を引き締める事が出来る女性向けの 
トレーニングです。 
低負荷、短時間トレーニングですので、 
運動経験がなくても大丈夫です。 
皆様のお越しをお待ちしております。 

◆フロントにてお申込みください。(電話申し込み可) 
◆キャンセルは2時間前までにお願いします。 
 ※それ以降のキャンセルは全額お支払頂きます。 
ご質問ご不明点はフロントへお気軽にお声がけください。 

お正月に溜め込んだものを解消しませんか？ 

加圧体験 
イベント 

パーソナル特別レッスン 

成長ホルモンが分泌されるため、 
肌のハリ・ツヤが良くなります！ 
化粧のりもあがりますよ♪ 

アンチエイジング 
成長ホルモンによって、太りにくいカラダに。 
またトレーニングによって筋肉が増えると、 
脂肪が燃焼しやすいカラダになります。 

ダイエット 

1回30分で 

肩こり・冷え性・アンチエイジング効果！ 

血流量も多くなるので新陳代謝が活発になり 
肩こり・冷え症・便秘改善効果も期待できます。 

血行が良くなる 

【高田馬場店】 
 山下美穂トレーナー 開催スケジュール 

《水曜日》 
2月6日・13日・20日・ 
27日 
 

①13:45～14:15 
②14:20～14:50 
 
 

《火曜日》 
2月5日・12日・19日・26日 
 

①19:20～19:50 
②19:55～20:25 
③20:30～21:00 

大久保トレーナー 開催スケジュール 

《日曜日》 
2月3日・10日・17日・24日 
 

①13:00～13:30 ⑤15:20～15:50 
②13:35～14:05 ⑥15:55～16:25 
③14:10～14:40 ⑦16:30～17:00 
④14:45～15:15 

大久保直人トレーナー  
(加圧インストラクター) 
 

年が変わり今年こそ身体を変えたいと思い
ながらも、まだ行動に移せていない方、この
機会にぜひ最初の一歩を踏み出してみませ
んか？まずは気軽な気持ちでご体験お待ち
しております！ 



通常価格 

30分 4,860円 (税込)のところ・・・ 

山下美穂トレーナー (加圧インストラクター/水泳指導管理士) 
 

加圧トレーニングは筋繊維を太くせずに全身を引き締める事が出来る女性向けのトレーニングです。 
低負荷、短時間トレーニングですので、運動経験がなくても大丈夫です。 
皆様のお越しをお待ちしております。 

◆フロントにてお申込みください。(電話申し込み可) 
◆キャンセルは2時間前までにお願いします。 
 ※それ以降のキャンセルは全額お支払頂きます。 
ご質問ご不明点はフロントへお気軽にお声がけください。 

お正月に溜め込んだものを解消しませんか？ 

加圧体験 
イベント 

パーソナル特別レッスン 

成長ホルモンが分泌されるため、 
肌のハリ・ツヤが良くなります！ 
化粧のりもあがりますよ♪ 

アンチエイジング 
成長ホルモンによって、太りにくいカラダに。 
またトレーニングによって筋肉が増えると、 
脂肪が燃焼しやすいカラダになります。 

ダイエット 

1回30分で 

肩こり・冷え性・アンチエイジング効果！ 

血流量も多くなるので新陳代謝が活発になり 
肩こり・冷え症・便秘改善効果も期待できます。 

血行が良くなる 

【中野店】 山下美穂トレーナー 開催スケジュール 

《金曜日》 
2月1日・8日・15日・ 
22日 
 

①19:30～20:00 
②20:05～20:35 
③20:40～21:10 
 
 

《土曜日》 
2月2日・9日16日・ 
23日 
 

①13:15～13:45 
②13:50～14:20 
③14:25～14:55 
④15:00～15:30 
⑤15:35～16:05 
⑥16:10～16:40 

《火曜日》 
2月5日・12日・19日・
26日 
 

①16:15～16:45 
②16:50～17:20 
③17:25～17:55 


