特別企画

特別企画
ダンベルを 使った一 般 的
なエクササイズも、正しい
スピードと姿勢を保つこと
で、効果がまったく違う！

効率よく体を鍛えよう

2 ez
s ,rD
D]
e s,rD]
ダンベルとランニングマシンというイメージのフィットネスジムでしたが、どんどん進
化しているんですね。最新のマシンを使えば、短時間で効率よく脂肪をおとせたり、医
学的なサポートの下でトレーニングすれば、腰痛や肩凝りが楽になったりと、スタイル
や目的も多様化しています。あなたにぴったりのジムもきっと見つかりますよ！
特別企画の内容は、セニョ〜ムのホームページ www.senyumpress.com で公開しています！

パソコンやスマホとも連携できて成果を
確認できるので、モチベーションもアップ！

大手フィットネス
ジム な らで は の
質の高い内 容で、
効果も期待でき
そう。

生徒もインストラクターも女性だけなので、変
な気を使う必要もなく、エクササイズに集中で
きます。

プロモーション

料金
1ヵ月

299
3,000

RM

12ヵ月 RM

など

■ 2週間
無料トライアル
■ 12ヵ月ご契約で、
＋1ヵ月無料

フィット ネ ス フ ァ ースト

モントキアラ /KLCC/その他

Fitness First
ス マ ート

モントキアラ

フィット ネ ス

入会費＆月会費不要！
新しい「グループクラスパス」が登場！

SMART FITNESS
一回30分×週に2～ 3回で効果が出る！

アジア初、ドイツの最新技術を使った超効率的な女性専用ジム

「ジムに通いたいけど、忙しくて定期的に通えない」という方におす
すめ！ 「グループフィットネスクラスパス」なら、入会費、月会費無料

「運動すれば痩せることは分かっているけど、時間がない！」という
仕事や家事に忙しい女性の皆さん！
ササイズに割いてみませんか？

たった30分を週に2 〜 3回、エク

3月にパブリカにオープン予定の「ス

員女性。もちろん、時間に制限はなく、体力のある人は毎日でも何時間でも

で、都合がいい時に好きなクラスに通えます。現在このパスを実施して

ジムの利用は可能です。

いるのは、1 Montʼ Kiara とAvenue KにあるFitness First Platinumのみ。

少人数制で、一人ひとりの体の状態をアクセスカードに記憶してプログラ

１クラスあたりの料金は参加するクラスの数次第ですが、34リンギから

マートフィットネス」は、
「PIXFORMANCE Smart Trainer」という長

ムを組んでくれるので、年齢や体の状態を問わずエクササイズ可能。例えば、

とリーズナブル。以下の3つのカテゴリーから自分の目的にピッタリな

年の研究に基づいてつくられたドイツ製の最新マシンを使い、短時間で

腰や膝が痛くて運動はあきらめていたという方でも、患部に負担をかけない

クラスを選んで参加して、理想のボディを手にいれよう！

効果的にエクササイズできるまったく新しい女性専用のフィットネスジ

エクササイズができるので大丈夫！

ム。アメリカやヨーロッパで爆発的に広まっているマシンで、世界で一

のリハビリにも使用されています。シャワー完備でタオルの無料貸し出しあ

ジェントルフロー /ダイナミックフロー /アドバンスフロー /コアフロー

日約13万人が利用しているんですよ！

り。まずは2週間の無料トライアルで、効果を確かめてみませんか？

/エアリアルフロー /ホットフロー

アルツハイマーやパーキンソン病患者

マシンは大きな画面のようになっており、自分の体と一緒に正しい動

を燃焼できるのです。インストラクターの指導も受けられるので、自己
流トレーニングとは段違いの効果が得られます。インストラクターも全
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さまざまなスタイルのヨガを習得。

インストラクターはじめ参加者のやる気が高く、モチベーションが保てそう。

RM

34

など

■ BE LEAN 脂肪を燃焼して体重を落とすためのクラス。

きをするためのガイドが表示されるので、画面を見ながら最も効果的な
角度やスピードでエクササイズすれば、効率よく筋肉が刺激でき、脂肪

■ BE AGILE

料金
グループフィットネス
クラスパス

Burn / Surge / Freestyle Group Trainingから選べます。
＊3月オープン予定！ 新着情報はセニョ〜ム Facebookでご確認ください。
A2-1-6, Solaris Dutamas, No.1, Jalan Dutamas 1, 50480 KL
03-6211 4817（オフィス）
6:30am-10:30pm

■ BE STRONG

筋肉をつけてたくましく！

HardCore / HardCore Maxx / HardCore Overload
※参加回数は、5回、10回、25回から選べます。

1 Montʼ Kiara
03-6204 9300
Avenue K
03-2166 1866
※クランバレーに全12店舗を展開
月〜金：6:30am-11pm、土日：7am-9pm、祝：9am-8pm
www.ﬁtnessﬁrst.com.my
& @ﬁtnessﬁrstmalaysia
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特別企画

特別企画

料金

トライアル

初回限定
ホットピラティス

ＲＭ75

1回無料

身体測定を含む

2017年5月末
まで

専属のトレーナーが体調に合
わせて負荷を調整してくれる
ので、指示された簡単な動き
を20 分続けるだけ！

（上）バーを使い、ラバーバンドなども使用して体のさまざ
まな筋肉を伸ばし、鍛える「Xtend Barre」
。
（下）木材の床
やレンガを使ったスタイリッシュなスタジオには、男女別に
ロッカーやシャワールームも完備。

ピラティスマシンを導入し
た最先端のピラティスを体
験できる。

プロモーション
ハッピーアワー
プロモーション

1回 RM100
5回 RM325
※平日11am-5pmのみ有効
※3月末まで

重りを使わず、体に負担をかけずエ
クササイズ！ 足腰が弱い人にも続
けられます。

インパ ルス
アーバ ン スプ リン グ

バンサー

Impulse Studio

Urban spring

トレーニング時間たったの20分！

バンサーの隠れ家的ピラティスジム。アメリカのセレブに人気の「ホットピラティス」も！

世 界 52 ヵ国 で 利 用 さ れ て い る 全 身 型 EMS（Electrical Muscle

週2回、3ヵ月で理想のボディラインを！
が得られるうえ、着替え、トレーニング、シャワーなど準備を含めて1時間

バンサーのおしゃれなショップロット内のスタジオで、日本でもまだ

を行う「エクステンドバー」は、55分間で最大700キロカロリーを消費でき

Stimulation）トレーニングシステム「X Body」を導入した、日本でも

以内で済ませられるのが最大の魅力！

珍しいアメリカ発の最新ワークアウトを体験できるピラティスジム。バ

るというもの。どのクラスもプロフェッショナルなインストラクターの指導

話題のエクササイズ。全身中90％の筋肉を直接電気刺激することで、筋

がら、誰にでもできる簡単なエクササイズを指導してくれるので英語が苦手

ランスドボディ社のマシンなど最新の設備を使ったピラティスのほか、

の下で行われ、少人数クラスか個別指導から選べます。

専属のトレーナーが負荷調整をしな

肉の強収縮による筋肥大と、筋肥大に伴う内分泌の活性化を促進。食

な人も大丈夫。現在、KL市内からアクセスに便利な5か所にスタジオがあり、

室温40度の環境で行うホットピラティス、バレエとピラティスを組み合

年齢性別問わず一人ひとりの目的に合わせたワークアウトができるのがピ

事制限や重りなどを使用せず短時間・期間で、ダイエット、筋力アッ

メンバーならネットでの事前予約でどのスタジオにも行くことが可能！

わせた「Xtend Barre（エクステンドバー）」など、アメリカのセレブに

ラティスが選ばれる理由ですが、例えば、脂肪を落として理想の体型になる、

プ、体幹強化など目的に合わせたボディメイキングが実感でき、プレッ

後「Impulse Studio」は店舗数を増やし、どこにいても気軽に立ち寄れる施

も注目されているワークアウトに挑戦してみませんか。

体幹を鍛えることで美しい姿勢を保てるようになる、ストレス発散、産前産

シャーを感じることなく持続できるのがポイント！

設づくりに取り組んでいます。携帯からの予約アプリも近日公開！

ピラティスってどんどん進化しているんですね。マシンを使ったピラ

後の体調管理など、目的を定め、それを目指して続けたいですね。

EMSは医療用途でも利用されており、糖脂肪代謝機能の改善や活性

ティスはスプリングがきいていて、ハンドルなどのサポートもあるので、

化を促し、太りにくい体質へ導く効果があり、体脂肪量減少など内面だ

ケガをしていたり、腰痛や膝が弱い人でも体のコンディションに合わせ

けでなく、体の各部位や肌を引き締め美しいボディラインを形成できま

たエクササイズやリハビリができます。

す。また、筋肉をしなやかにし、血流を改善するので、肩こりや腰痛に

「ホットピラティス」は、汗をかいてストレスを発散！

40℃のスタ

ジオでストレッチ、脂肪燃焼、筋肉増強すべてをカバーしたワークアウ
トです。そして、バーを使い、バレエの要素を取り入れたエクササイズ
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バンサー

スタジオ

悩んでいる方にもおすすめです。さらに、ゴルフやスポーツ選手の筋ト
57-1, Jalan Bangkung, Bukit Bandaraya, Bangsar, 59100 KL
03-2095 3998 / 012-287 3351
info@urban-spring.com
www.urban-spring.com
urbanspringpilates
Urban Spring Pilates - Bangsar, Kuala Lumpur, Malaysia

レにも効果発揮！
わずか20分で、一般的な筋力トレーニングの4時間分に相当する効果

今

まずは

トライアルでその効果を実感しよう！

1ST Floor, 11A, Jalan Telawi 3, Bangsar Baru,
59100 KL
03-2202 1511 / 1611
contact@impulse-studio.asia
【支店】KL Sentral、Changkat (Havana Bar),
G Tower, Damansara Perdana (PJ Trade Centre)
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特別企画
ピー ク

特別企画
フィット ネ ス

KL & PJ

ビバ

セニョ〜ム読者特典
（2017年6月末日まで）

Peak Fitness

KL & PJ

VIVA VERTICAL

① 2名で7日間無料で
お試し会員（RM490相当）
② 会員申し込み時、無料で
「パスポートメンバーシップ」に
アップグレード。

便利な立地で通いやすい！
ジム設備完備でプログラムも豊富！

バ ー ティ カ ル

初心者大歓迎！ 楽しくできる
フィットネススポーツで魅力的なボディを！

（SOGOとCITTA Mallの両店を自由に
利用可能に！）

ポールダンス、エアリアルフープ /シルクは、アクロバティック

トレーナーが揃うフィットネスジム。日本人も多く通っていま

で敷居が高そうですが、実はフィットネススポーツとして人気

す。誰もが効率的に目的にあった運動ができるよう、健康と

上昇中！ 年齢経験を問わず多くの生徒が参加しています。各

フィットネスに関する知識を備えた医師により厳選された機器

種器具を使用したレッスン前後にはストレッチや筋トレも十分

を世界から導入。初心者からアスリートまで満足してワークア

に行い、個々の体の弱点や悩みを克服できるようにサポートし

ウトに励むことができます。ヨガ、ボディパンプ、ボディコン

てくれます。講師陣は国際資格をもち、国内外の大会で優勝経験

バット、ボディステップ、ズンバ、サスペンショントレーニン

も豊富。
ポールダンスクラスは日本人インストラクターもいます。

グ、マーシャルアート、スピニングなどのフィットネスプログ

曜日、時間帯で希望があればプライベートレッスンや、4人以上

ラムも充実。なによりリーズナブルな価格で好きな時間にエク

の参加で新規クラスも開設可能。年に数回は生徒も参加できる
ジム内にある運動器具は、フィットネスに精通した
医師により厳選され、筋力アップや体力づくり、ダ
イエットはもちろん、病気や怪我の予防に繋がるか
らだづくりに最適！

ササイズができるのが便利！

ウェブサイトにて開講クラスを要チェック！ モン
トキアラからのアクセスも便利なAtivo Plazaスタ
ジオでは、現在ポールとヨガのみを開講中だが、
エアリアルのクラスも受付中。

セニョ〜ム読者割引

Peak Fitnessはメンテナンスの行き届いた設備と専属の優秀な

8週間コースが、
1人 RM350
2人以上ならRM300/1人
4、5月、各月1週目から新規の受講なら、
お得にスタートできるチャンス！ その他
プロモーションもフェイスブックにてUP！

ショーイベントが開催されるのでモチベーションもアップ！
Ground Floor, Heritage House, 33 Jalan Yap Ah Shak, Asian Heritage Row, KL
016-209 6997（WhatsApp or SMS/日本語可）
vivaassistant@gmail.com（日本語可）
Viva Vertical Malaysia
http://www.vivavertical.com/（クラススケジュール /料金）
【スタジオ支店】Ativo Plaza、Desa Sri Hartamas, Bangsar Village 2

KL SOGO（8階）
03-2618 1855
月〜金：6:30am-11pm、土日祝：9:30am-7:30pm
Citta Mall（1階）
03-7832 4895
月〜金：6:30am-11pm、土日祝：9am-10pm
www.peakﬁtness.com.my
Peak Fitness Malaysia

ゼ ニ ス ピ ラ ティス ス タ ジ オ

痛みが和らぐにつれ、やる
気もアップ！ 動けるよう
になってくると、毎日が楽
しくなるはず。

料金

料金

RM

Zenith Pilates Studio

スターター
パッケージ※

フィットネス
クラス

75

RM

最新のピラティスマシンを試せる
産前産後の女性からシニアも歓迎のジム

530

など

など

モントキアラ

2015年にモントキアラにオープンした最先端の設備を体験で
きるピラティスジム。例えば「アレグロ2リフォーマーズ」や
「スプリングボード」といった最新のピラティスマシンを使い
つつ、７人のインストラクターが一人ひとりの体の状態にあっ
たトレーニングプログラムを組んでくれます。グループレッス
ンは最大5人。明確な目標があるなら、その目標達成のために
プログラムを組んでくれるプライベートや少人数のレッスンも
おすすめ。ピラティスは、老若男女問わず、産前産後の女性も

骨や筋肉について熟知したト
レーナーがサポートしてくれ
るので、効果的なエクササイ
ズができる。

できるので、ぜひ挑戦してみよう！

体幹を鍛え、普段使わない筋肉を動かし、姿勢や
バランス感覚を改善し、しなやかでケガをしにくい
体をつくることができる。

※個人レッスン3回、グループレッスン1回

ヘ ルスワ ー ク ス

モントキアラ

Healthworks

ゲ ットア ク ティ ブ

カイロ + 理学療法 + フィットネスで
腰や肩の痛みにさよなら！ 保険適用も一部可能！
肩凝り、腰痛などは、ごくありふれた症状ですが、本人にとってみれ
ば深刻ですよね。そんな「痛くて動くのがおっくうになって、アクティ
ブに生活を楽しめなくなった」…という方におすすめ！ 「ヘルスワー
クス」は、カイロプラクティック、理学療法、そしてフィットネスの3
つの分野のサービスを提供しているユニークなヘルスケアセンター。そ
れぞれの専門家が協力してあなたの体の問題にアプローチし、痛みを取

（①と②は併用可能）

セニョ〜ム
読者特典

①

セニョ〜ム
読者特典

②
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り除き、アクティブに動けるようにプログラムを組んでくれます。

MOVEMENT ASSESSMENT
無料（通常 RM180 /人）

カイロや理学療法師の治療を受けて体がリセットされると、傷みが軽
くなります。さらにエクササイズを繰り返すことで動くのが楽になると、

※クーポン1枚につき1回、2人まで有効。
※2017年3月末まで有効。

フィットネスクラス12回 RM500
（通常1回 RM75、10回 RM500）
※クーポン1枚につき1人1回のみ有効。
※2017年3月末まで有効。

やりたかったことに挑戦しようという気力も湧いてきますよ！
Verve shops, Level 2.5,
Jalan Kiara 5, Mont Kiara, 50480 KL
03-6211 7533 / 018-982 8539
火〜金 : 8.30am‒6pm、
土 : 8am‒3pm、日 : 8am‒12pm
月曜定休
www.the-health-works.com
Healthworks Mont Kiara

L6-2A, Verve Shops, Jalan Kiara 5, Mont Kiara,
予約制 年中無休
50480 KL
012-488 6644 / 016-411 4857 / 012-306 2499
※問い合せはSMS / whatsappで
zenithpilates@gmail.com
www.zenithpilates.com

カイロ

と理学療法は保険適用も可能（保険の種類による）なので、まずは相談

モントキアラ

GetActive
プロフェッショナルなトレーナーが
あなたの肉体改造をサポート！
スーパーマーケットやカフェ、レストランのあるソラリスモン
トキアラにあり、全員が国際資格をもつ経験豊かなプロフェッ
ショナルトレーナーと最新のマシンを備えるジム。マンツーマ
ンやペアなどプライベートな環境でトレーニングすることがで
きます。「体を整えたい」「鍛えたい」「体重を減らしたい」と
いう方にライフスタイルや体力レベルに合せた最適なプログラ
ムをひとりひとりに組んでくれます。
きめ細かく、
丁寧なトレー
ナーのアドバイスであなたの目標を達成しませんか。完全予約
制であなたのパーソナルトレーナーがサポートしてくれます。

してみませんか？
初めての方向けの体の動きの問題を見極めるための「MOVEMENT
ASSESSMENT（通常180リンギ ）」がクーポン使用で、1人分無料に！
この機会に、長年の痛みにさよならしましょう！

10-1 Jalan Solaris 5,
Solaris Mont Kiara, 50480 KL
7am-8pm ※完全予約制
03-6203 7671
www.getactive.com.my

普段あまり運動をしていない人でも、レベルに合わ
せたトレーニングを組んでくれるので大丈夫！

12

