
 

▼ご予約の際は

　キャンセルの場合は、キャンセル待ちのお客様もいらっしゃいますので当日でも必ずご連絡(HP・電話)いただきますようご協力お願いします。

　レッスン開始から10分以内のスタジオ入室であれば受講いただけますが、それ以降はいかなる場合でも入室はお断りしております。

▼温度のご案内 ★の数は強度を示しています。
　　　ホット：温度３８℃、湿度６５％ 初級：★　　⇒どなたでも安心
　セミホット：温度３３～３６℃、湿度５５％ 初級～中級：★★　⇒少し慣れている方　　　

中級～上級：★★★⇒上級者向け　　　　　　
日 月 火 　　 水 木 金 土

shizuka ★★★

あすみ ★ 鏡子 ★★ shizuka ★★★

あすみ ★★★ ちえこ ★★ shizuka ★

鏡子 ★★★

Kei ★★★

Kei ★

ちえこ ★★★ よう ★★

ちえこ ★★ よう ★

ちえこ ★★★ 早苗 ★★ ちえこ ★★ shizuka ★★★ あすみ ★ 鏡子 ★★ shizuka ★★★

ちえこ ★ 早苗 ★ ちえこ ★ shizuka ★★ あすみ ★ ちえこ ★★ shizuka ★★

Kei ★ Ｓａｎｇｏ ★ shizuka ★ ちえこ ★★ 鏡子 ★★★

Kei ★ Ｓａｎｇｏ ★★ 14:15 Kei ★

Kei ★★

Kei ★★ 18:00

鏡子 ★★ ちえこ ★★★ ちえこ ★★ よう ★★

Kei ★ 19:15

鏡子 ★ ちえこ ★★★ ちえこ ★★ よう ★

shizuka ★★ 代行 早苗 ★★ ちえこ ★★ shizuka ★★ あすみ ★ 鏡子 ★★ shizuka ★★★

shizuka ★ 代行 早苗 ★ ちえこ ★ shizuka ★★ あすみ ★★★ ちえこ ★★ shizuka ★

Kei ★★ Ｓａｎｇｏ ★ shizuka ★ ちえこ ★★ 鏡子 ★★★

Kei ★★ Ｓａｎｇｏ ★★ 14:15 Kei ★★★

Kei ★

Hiroko ★★ 18:00

鏡子 ★★ ちえこ ★★★ ちえこ ★★★ よう ★★

Hiroko ★ 19:15

リラクゼーション空中ヨガ

19：15～20：15
ビューティーヨガ

ピラティス パワーヨガ デトックスフローヨガ ベーシックヨガ

16：00～17：00

はじめて空中ヨガ サーキットwithＴＲＸ

14：30～15：30
デトックスフローヨガ

ベリーダンス初・中級クラ
ス 上級者向け空中ヨガ

13：00～14：00
はじめて空中ヨガ

ベリーダンス入門クラ
ス

アロマリラクゼーショ
ンヨガ

ピラティス ビューティーシェイプヨガ

11：30～12：30 アロマリラクゼーショ
ンヨガ

アロマリフレッシュヨ
ガ

アロマリラクゼーショ
ンヨガ

スリムアップヨガ パワーヨガ ベーシックヨガ アロマリフレッシュヨ
ガ

10：00～11：00
ビューティーヨガ ベーシックフローヨガ ベーシックヨガ はじめて空中ヨガ リラクゼーション空中ヨガ

11 12 13 14 15 16 17

リラクゼーションフ
ローヨガ

アロマリフレッシュヨ
ガ

20：30～21：30
アロマリフレッシュヨ

ガ
アロマリセットヨガ 代謝アップヨガ

コアバランスヨガ

19：15～20：15
はじめて空中ヨガ

ピラティス パワーヨガ はじめて空中ヨガ ベーシックヨガ

16：00～17：00

はじめて空中ヨガ サーキットwithＴＲＸ

14：30～15：30
アロマリフレッシュヨ

ベリーダンス初・中級クラ
ス

リラクゼーション空中ヨガ

13：00～14：00
アロマビギナーピラティス

ベリーダンス入門クラ
ス

アロマリラクゼーショ
ンヨガ

ピラティス ビューティーシェイプヨガ

11：30～12：30 アロマリラクゼーショ
ンヨガ

アロマリフレッシュヨ
ガ

アロマリラクゼーショ
ンヨガ

スリムアップヨガ
アロマリラクゼーショ

ンヨガ ベーシックヨガ はじめて空中ヨガ

10：00～11：00
アシュタンガヨガ ベーシックフローヨガ ベーシックヨガ 上級者向け空中ヨガ リラクゼーション空中ヨガ

4 5 6 7 8 9 10

ベーシックヨガ

20：30～21：30
リラクゼーションフ アロマリフレッシュヨ

19：15～20：15
デトックスフローヨガ

上級者向け空中ヨガ

16：00～17：00
リラクゼーション空中ヨガ

14：30～15：30

11：30～12：30
パワーヨガ ベーシックヨガ アロマリフレッシュヨ

ガ

13：00～14：00
サーキットwithＴＲＸ

ビューティーシェイプヨガ

10：00～11：00
リラクゼーション空中ヨガ ピラティス ビューティーシェイプヨガ

1 2 3

9:30
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鏡子 ★ ちえこ ★★★ ちえこ ★★ よう ★

 日 月 火 水 木 金 土

ちえこ ★★★ 早苗 ★★ ちえこ ★★ shizuka ★★★ あすみ ★ 鏡子 ★★ shizuka ★★★

ちえこ ★ 早苗 ★ ちえこ ★ shizuka ★★ あすみ ★ ちえこ ★★ shizuka ★★

Kei ★ Ｓａｎｇｏ ★ shizuka ★ ちえこ ★★ 鏡子 ★★★

Kei ★ Ｓａｎｇｏ ★★ 14:15 Kei ★

Kei ★★

Hiroko ★★ 18:00

鏡子 ★★ ちえこ ★★★ ちえこ ★★ よう ★★

Hiroko ★ 19:15

鏡子 ★ ちえこ ★★★ ちえこ ★★ よう ★

shizuka ★★ 代行 早苗 ★★ ちえこ ★★ shizuka ★★ あすみ ★ 鏡子 ★★ shizuka ★★★

shizuka ★ 代行 早苗 ★ ちえこ ★ shizuka ★★ あすみ ★★★ ちえこ ★★ shizuka ★

Kei ★★ Ｓａｎｇｏ ★ shizuka ★ ちえこ ★★ 鏡子 ★★★

Kei ★★ Ｓａｎｇｏ ★★ 14:15 Kei ★★★

Kei ★

Hiroko ★★ 18:00

鏡子 ★★ ちえこ ★★★ ちえこ ★★★ よう ★★

Hiroko ★ 19:15

鏡子 ★ ちえこ ★★★ ちえこ ★★ よう ★

ピラティス(★★) ダイエット効果の高いピラティスの種目を中心に行う、全身引き締めのクラスです。基礎代謝を上げ、痩せやすい体に体質改善します。

リラクゼーションヨガ(★) 呼吸をしながら体を動かすことで心と体の声に耳を傾け、リラクゼーションとストレスの解消を目的としたクラスです。

むくみ改善ヨガ(★)
全身のゆがみを整え、血行、リンパの流れをスムーズにします。日々働いて、頑張っている女性のむくみを解消し、環境の良い体へと変
えていくクラスです。

アロマビギナーピラティス(★)
姿勢改善やウエスト・背中など体幹部引き締めに効果的なピラティス。腹式呼吸を行い、基礎代謝を上げていきます。初めて方でも安心
してご参加いただけるように基本項目を中心に行う優しいクラスです。

アシュタンガヨガ(★★★)
太陽礼拝から始まり、立位、座位と途切れなく流れるように行うクラスです。アーサナの順番がすべて決まっています。代謝アップ、集中
力アップの効果があります。『動く瞑想』と言われており、呼吸・バンダ・視線が大事なヨーガです。

パワーヨガ(★★★)
ゆっくりとポーズを行ったり、ダイナミックに動いてたくさん汗をかき、デトックス効果を高めていきます。体力に自信がある方、体を引き締
めたい方にお勧めです。

リラクゼーションヨガ(★★) 呼吸をたっぷりしながら、流れるようにヨガをしていくクラスです。のんびりしたい方、活力が欲しい方にお勧めです。

代謝アップヨガ(★★)
呼吸をしながらポーズを行うことで内臓機能を向上させ基礎代謝をあげ、太りにくい体を作ることを目的としたクラス。血液の循環を良く
し、冷え性の解消にもつながります。

コアバランスヨガ(★★)
体の中心軸を感じながら、インナーマッスルを使っておなか周りや胸、背中、ヒップなど全身のバランスを整え、姿勢改善、体質改善を目
指すクラスです。

ベーシックフローヨガ(★★)
ヨガの基本的な動きを中心に行い、流れるように動いていきます。ヨガ独特の呼吸法をたっぷり味わいながら、美しい体つくりが期待でき
ます。

ビューティーヨガ(★★)
呼吸・リンパ・骨盤・姿勢・アンチエイジング(若返り)など、さまざまな角度からケアし、女性らしくキレイを目指すクラス。血液やリンパを流
し、鮮やかで美しい肌、セルライト除去にも効果的。

スリムアップヨガ(★★) 体を引き締めるヨガのポーズを中心に行うクラス。筋力アップをさせて、痩せやすい体を作ります。

リフレッシュヨガ(★) 日々の生活で溜まった肉体的・精神的な疲れやダメージから解放され心も体もリフレッシュしていくクラスです。

ベーシックヨガ(★★)
最もベーシックなクラスです。ヨガ独特の呼吸法や体の動かし方、筋肉の伸ばし方などヨガの基本的な動きが中心に組み込まれていま
す。心と体を内側から健康に、美しく整えていきたい方にも最適なクラスです。

リラクゼーションフ
ローヨガ

アロマリフレッシュヨ
ガ

▼クラス内容

20：30～21：30
むくみ改善ヨガ

アロマリセットヨガ 代謝アップヨガ

リラクゼーション空中ヨガ

19：15～20：15
ビューティーヨガ

ピラティス パワーヨガ デトックスフローヨガ ベーシックヨガ

16：00～17：00

はじめて空中ヨガ サーキットwithＴＲＸ

14：30～15：30
デトックスフローヨガ

ベリーダンス初・中級クラ
ス 上級者向け空中ヨガ

13：00～14：00
はじめて空中ヨガ

ベリーダンス入門クラ
ス

アロマリラクゼーショ
ンヨガ

ピラティス ビューティーシェイプヨガ

11：30～12：30 アロマリラクゼーショ
ンヨガ

アロマリフレッシュヨ
ガ

アロマリラクゼーショ
ンヨガ

スリムアップヨガ パワーヨガ ベーシックヨガ アロマリフレッシュヨ
ガ

10：00～11：00
ビューティーヨガ ベーシックフローヨガ ベーシックヨガ はじめて空中ヨガ リラクゼーション空中ヨガ

25 26 27 28 29 30 31

リラクゼーションフ
ローヨガ

アロマリフレッシュヨ
ガ

20：30～21：30
むくみ改善ヨガ

アロマリセットヨガ 代謝アップヨガ

コアバランスヨガ

19：15～20：15
ビューティーヨガ

ピラティス パワーヨガ はじめて空中ヨガ ベーシックヨガ

16：00～17：00

はじめて空中ヨガ サーキットwithＴＲＸ

14：30～15：30
アロマリフレッシュヨ

ベリーダンス初・中級クラ
ス

リラクゼーション空中ヨガ

13：00～14：00
アロマビギナーピラティス

ベリーダンス入門クラ
ス

アロマリラクゼーショ
ンヨガ

ピラティス ビューティーシェイプヨガ

11：30～12：30 アロマリラクゼーショ
ンヨガ

アロマリフレッシュヨ
ガ

アロマリラクゼーショ
ンヨガ

スリムアップヨガ
アロマリラクゼーショ

ンヨガ ベーシックヨガ はじめて空中ヨガ

10：00～11：00
アシュタンガヨガ ベーシックフローヨガ ベーシックヨガ 上級者向け空中ヨガ リラクゼーション空中ヨガ

18 19 20 21 22 23 24

リラクゼーションフ
ローヨガ

アロマリフレッシュヨ
ガ

 

20：30～21：30
むくみ改善ヨガ

アロマリセットヨガ 代謝アップヨガ



ベリーダンス初・中級(★★) ベリーダンスの基礎の動きに慣れたら、振付で踊りましょう。非日常と違う自分に出会える時間。

Instagram、Twitter、LINE友達募集中！(＠788ｐｍｒｃ

リラクゼーション空中ヨガ(★)
布を床近くまで下げ、リラックスした状態で体を布に預け、ゆっくりと股関節、骨盤を緩めていき、リラックスしながら自律神経の働きを整
え、全身の血行を良くし、しなやかな体を作ります。(逆さまのポーズはありません。)

上級者向け空中ヨガ(★★★)
ハンモックの上に立っていくことで、バランス力・集中力・体幹を鍛えていくクラスです。アクティブな動きが多く、引き締め効果の高いポー
ズ、ダイナミックな動きが中心です。血流が良くなるので体の芯から温まっていくことが出来ます。上級者向けクラスとなっているので十
分にハンモックに慣れてからのご参加をお勧めします。

ベリーダンス入門(★) 女性にとって良い効果が万歳のベリーダンスの基礎の動きをしっかり学んで美ボディ作りを。

ビューティシェイプヨガ(★★★) 脂肪燃焼効果のポーズで、気になる部分の引き締めを行い、インナーマッスルも強化して、健康的なボディを目指すクラスです。

サーキットwithTRX(★★★)
重力と自重を活用し、柔軟性・敏捷性・コアの安定性などあらゆる要素を同時に鍛えることが出来るエクササイズです。元々は海軍のト
レーニング法として使われていました。短期間で楽しく痩せたい方にお勧めです！！

はじめて空中ヨガ(★★)
基礎のクラスでハンモックに慣れていきます。姿勢改善やストレス解消に効果的なクラスです。地上では難しい、反重力の逆さまのポー
ズも簡単にとる事ができ、心身共にリフレッシュすることができます。

デトックスフローヨガ(★★★)
流れるような動きの中で、たくさん汗をかきデトックス効果が高まりダイエットにも繋がります。むくみが気になる方、しっかり動いてスッキ
リしたい方にオススメのクラス。
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