
P1表

9:00-10:20('80)

10:00-11:00('60) アライメント 9:10-10:20('70) 9:20-10:30('70) 9:20-10:35('75)

ママヨガ ベースヨガ やさしいフローヨガ 9:20-10:35('75) 9:20-10:40('80) やさしい ベーシックヨガⅠ

nao eriko ベーシックヨガⅠ 姿勢のための フローヨガ

jun チェアヨガ jun hitomi

sayuri nao
11:00-12:15('75) 11:00-12:15('75) 11:00-12:15('75) 11:10-12:35('85)

やさしいフロー& ベーシックヨガⅠ 11:10-12:35('85) 11:15-12:35('80) ゆがみリセット＆ 骨盤ケアヨガ

ベーシックヨガ0 リストラティブヨガ ゆがみリセット& デトックスシェイプ アロマリラックス withチェア

sayuri jun アロマリラックス フローヨガ セラピー

sayuri セラピー jun nao
12:45-13:45('60) eriko eriko

13:20-14:35('75) ママの為の骨盤ケア 12:50-14:15('85)

アロマdeリンパヨガ 骨盤ケアヨガ 13:00-14:15('75)

withチェア 13:10-14:30('80) 13:10-14:30('80) コアベーシックヨガ

haruna nao 体幹の筋肉を作る 骨盤ケア&

パワーヨガ リストラティブヨガ yuki

eriko eriko
15:00-16:25('85) 14:50-16:05('75)

 ゆるめるヨガ 15:00-16:15('75) ベーシックヨガ０

 &リストラティブ ゆがみリセット& ＆セラピー

⑴10:00-11:15('75) nao やさしいフローヨガ yuki
足の冷え解消yoga yumi

⑵12:00-13:00('60)

ファミリーヨガ 18:30-19:40('70)

18:45-20:00('75) 姿勢のための 18:30-19:45('75)

デトックスシェイプ ピラティス ベーシックヨガⅠ 19:20-20:35('75)

⑶13:40-14:55('75) フローヨガ yuki アロマ

アロマリラックス eriko haruna リラックスセラピー

セラピー hitomi

20:30-21:45('75) 20:10-21:25('75) 20:15-21:30('75)

骨盤ケアヨガ ベーシックヨガⅠ やさしいフロー

withチェア yuki &リストラティブ

eriko haruna

sun

11:35-12:50('75)

&セラピー

sayuriﾌﾟﾗｽ200円

祝日特別営業
スケジュールが

異なります！

イベントクラス

or

スクールクラス

satmon tue wed thu fri

withチェア

①1/13&②2/24

ベーシックⅠ

(お子様連れOK)

(お子様連れOK)

ストレッチポール使用

イス使用

予約受付時間
（営業受付時間）

月 9：00-1４：３０

火～金 ９：００-２１：30

（火:14：30-16：30ｸﾛｰｽﾞ）

土 ９：００-１６：００

日 ９：００-１４：３０

✽当日のご予約はなるべくレッスンが

始まる４５分前までにお願致します。

✽レッスンの直前予約はお電話が

オススメです！

ヨガスタジオKURA タイムスケジュール

【2020 1月〜3月】 春日店

☎092-558-8272

LINE ID:yogakura2
HP:https://yogakura.com/

＼ご予約はこちら／

クラスマーク説明

≪動くレッスン:まずは3ヶ月！定期的に継続してステップアップ☄≫
≪身体をゆるめる癒しのレッスン≫

2/11(火㊗) ✽詳細はP2裏面へ！

nao&eriko1日リトリート開催！！

1月〜3月休館日

✽ご予約・お問合せ受付もお休みです。

お正月休み

1(水),2(木),3(金),4(土)
1月

スクール①〜④

イベントA〜G

祝日特別営業①②

1日リトリート

P1裏面

P2表面

＼各イベント等詳細はコチラ／

ゆるめるﾖｶﾞ&

ﾃﾞｨｰﾌﾟﾘｽﾄﾗﾃｨﾌﾞ

15:00-17:00
2h2P      nao

1/15,29
2/12,26
3/11,25

パワーポーズ

習得クラス

13:10-15:10
2h2P    eriko

1/9,23
2/6,20
3/5,19

アロマdeリンパヨガ

19:20-20:35

1P+200円

(アロマオイル代として)

1/31
2/28
3/27

P2表面

基本のポーズを

一歩深く学ぼう

14:30-16:30
2h2P  eriko&nao

1/12,26
2/9,23
3/15,29

P2裏面

スクール②

スクール③

初級基礎Ⅰ→ 初級基礎Ⅱ→ 初中級→ 中級→
初級(座りポーズ)

リラクゼーション

スクール④

イベントA:

①1/5 ②3/22イベントE:1/24

イベントD:

①1/29 ②3/4イベントG:2/25

イベントB:①②

イベントC:①②

全3回

コース

全

6
回

全

6
回

全

6
回

1(土)メンテナンスデー

11(火㊗)1日リトリート開催の為

メンテナンスデー

1(日),20(金㊗)

2月

3月

P1裏

スクール① イベントクラス

13:10－14:25('75)

hitomi

A:
③1/19  ④3/8
F:
①2/2   ②2/16



スクール②

スクール③

スクール④

スクール①

学びスクールでは、同じ先生・同じクラス・同じ時間で

定期的に受けて頂くことで、より深く理解ができ、

yogaをさらに深めていく時間となります。

頭でも体でもしっかりと理解して体の動かし方のコツを学びましょう。

理解が深まれば、筋肉の使い方が分かり、姿勢が変わり、

柔軟性もアップして体が動かしやすくなります。

yogaで自分を変えて、もっとステキな自分になりませんか？

ク学 び ス ー ルあなたが変わる！！

こんな

あなたへ

オススメ

・もっともっとポーズを上手になりたい！ ・むくみや代謝の悪さを改善したい！

・自律神経を整えて、不調から脱出したい！ ・美しいボディラインを作りたい！

・カチコチな身体から、しなやかな身体になりたい！

ゆるめるヨガ&ディープリストラティブ 水曜15:00-17:00(120min) 2ポイント

nao【目的】 冷えで固くなった体をゆるめよう。

カチコチな体や肩こり、首こりをほぐし、

胸を開いて呼吸の入りやすい体を手に入れよう。

パワーポーズ習得クラス！ 木曜13:10-15:10(120min)  2ポイント

eriko逆転のポーズを深めよう❣

逆転はホルモンバランスを整え、血行の促進、代謝アップにとっても効果的なポーズです。

正しく行うことでより良い効果を生み出します！コアの安定などにも役立つ、若返りのポーズです。

ヨガをさらに深めたい方、ぜひお待ちしております♡

定期的に行うことで理解でき、あなたのヨガのレベルアップにつながりますよ！

(逆転のポーズはもちろん、前屈、反り、ねじり、立位から座位までバランスよく行います。)

1/9,23
2/6,20
3/5,19

全6回

コース

【日程】

【日程】

アロマdeリンパヨガ 金曜19:20-20:35(75min) 1ポイント＋200円(アロマオイル代)

hitomi
3/27

1月と2月で行ったリンパケアを

ゆっくりと復習しながら、

全身を内側から温めていきましょう！

また、ご自宅でも出来るように

リンパケアを一緒にマスターしましょう。

2/28
寒い季節に特に姿勢が悪くなりやすく、

呼吸が浅くなります。

首、肩、デコルテを中心にリンパケア♡

呼吸も整えながら、体を温めていきます。

フェイスラインもスッキリ♡

1/31
足先から温まるように、

前半は下半身をしっかり使ったヨガ♡

足のリンパケアを中心に♡

全6回

コース

全3回コース

1/15,29 3/11,25
2/12,26

基本のポーズを一歩深く学ぼう 日曜14:30-16:30(120min) 2ポイント

Eriko&Nao

「ポーズは何となくできるけど、これであってるの？」

と思うことはありませんか？

今回は基本の立位のポーズを学びます。

足の正しい使い方や、

正しい骨盤の向きまで

しっかりと理解して深めましょう。 1/12,26 2/9,23 3/15,29
【日程】

全6回コース

〜こんな方にオススメ〜

・もっとポーズを上手になりたい ・ヨガを深く学びたい

・筋肉をしっかり使えるようになりたい

・股関節をしなやかにしたい ・正しい姿勢を手に入れたい

初級者の方はより深く、中級者〜の方はもう1度基礎を

学ぶことでより楽しく、レベルアップ出来ますよ！

1レッスンのみの

受講もOK！

もちろん

当日予約もOK！

全受講が

オススメ！

1コース

まとめて予約OK!

P1裏

P2表



1/13(月)&2/24(月)

✽通常とレッスンスケジュールが異なります。

イベントG

 〜祝日特別営業〜

イベントB

イベントC

イベントD

イベントE

イベントF

イベントA

⑴10:00〜11:15('75) 足の冷え解消yoga sayuri

⑵12:00〜13:00('60) ファミリーヨガ sayuri&yumi

⑶13:40〜14:55 アロマリラックスセラピー yumi

足の冷え解消yoga sayuri

おしりビューティーヨガ hitomi

対象:

5〜12歳までのお子様とそのご家族

(年齢はお気軽にご相談ください☺)

料金:大人１名様につき

1ポイントor1,500円(税抜)

(お子様は1名様まで料金不要)

ピフィラティス yuki

ピフィラティスとは、ピラティスをベースとした骨盤底筋郡を鍛えるメソッドです！

お腹やお尻、太ももを同時に鍛えることが出来、

ウエストのくびれやヒップアップ効果も期待できます！

バランスポーズに強くなる！ eriko

バランスポーズは、姿勢を支える体幹が強くなり身体のバランスとりやすくなります。

体を中心軸に戻してくれる大切なポーズ、右脳と左脳も活性化して、集中力アップ！

脳ストレスにも良いです。ぜひ、楽しくチャレンジしましょう☄

後ろ姿の中でも特に気になる”お尻”に意識を向けます！

正しく動かして、理想の『ヒップライン』『後ろ姿』を目指しましょう〜✰

肌の潤いアップ♡アロマdeリンパケア hitomi

寒い季節は乾燥肌になりやすいです。

オイルをたっぷりと使って、全身のリンパケアで、

潤いのある美肌を目指しましょう♡

股関節をしなやかにするコツ eriko

股関節をしなやかにするには、正しい動かし方を理解する事が大切です。

どのように動かすとしっかりと動き、ポーズが安定するのか？

コツがしっかりと分かるようにお伝えしていきます☄

ぜんざいでほっこりしませんか♡
いつもKURAに来て頂いているみなさまに感謝を込めて♡

年に1度のぜんざいを無料でふるまいます！ぜひyogaと合わせてほっこりしに来てください☺

(ベーシックヨガⅠレベル)

寒い季節、下半身の冷えで悩む方に！

このレッスンでは足の筋肉を働かせ、血流を良くする事で末端の冷えを改善します。

内側からポカポカな身体を手に入れましょう❣

ファミリーヨガ sayuri&yumi

後ろ姿、チェックしてますか？？

自信のある後ろ姿で”美しさ”に差を！

開催日

①1/5(日) ②3/22(日)[11:10〜12:25('75)]

③1/19(日) ④3/8(日)[13:10〜14:25('75)]

開催日

①1/13(月㊗) 

②2/24(月㊗)

[10:00〜11:15('75)]

(ベーシックヨガⅠレベル)

家族でヨガを楽しもう❣

一緒にyogaのポーズをとったり、

ゲームをしたり✰

お子様とママ&パパがしっかりと

コミュニケーションを取れる大切な1時間を過ごしませんか？

祝日特別

営業日

開催日

①1/13(月㊗) 

②2/24(月㊗)

[12:00〜13:00('60)]

祝日特別

営業日

開催日

①1/29(水) ②3/4(水)

[18:30〜19:40('70)]コアを鍛えて

体幹力アップ！

開催日

1/24(金)

[11:15〜12:35('80)]

1ポイント＋200円(アロマオイル代として)
開催日

①2/2(日) ②2/16(日)

[13:10〜14:25('75)]

開催日

2/25(火)

[18:45〜20:00('75)]

イベントB:①②

イベントC:①②

無料

P2表

P2裏

2/7(金)



13:00〜14:00(ランチ)

ヘルシーランチ付♡

みんなで体にやさしいランチとハーブティ♬ヨガの話もしましょう。

年に1度のぜんざいを無料でふるまいます！ぜひyogaと合わせてほっこりしに来てください☺

＼初開催／ Nao&Erikoによる

通常のクラスよりも、1日どっぷりとヨガにつかり、

あなたのヨガを深める時間を大切にしましょう。

正しい体の使い方、正しい姿勢を理解出来ると、

今まで出来なかったポーズのヒントになる事でしょう。

ポーズが出来る、出来ないがヨガではありません。

でも正しく理解する事であなたの姿勢や体は確実に変化します。

この1日リトリートで日常から離れてヨガを深め、心と体のバランスを取りましょう。

あなたのヨガがさらに深まる時間になるようにNao、Erikoが全力でサポートします。

10:00〜13:00(3ｈ)【立位・股関節・バランス・コア力アップ】

ヨガのアーサナを深く学び、「分かった！」「出来た！」を実感☄

コツや動き方をいつもより深く学ぶチャンスです。

14:00〜16:00(2ｈ)

【ヨガの話(ヨガの哲学)と逆転ポーズ 静かな時間を味わう】

ヨガの八支則とは？みんなで一緒に考えてみましょう！

逆転のポーズでホルモンバランスを整え脳をストレスから解放しよう。

≪1日リトリートスケジュール 10:00〜16:00(6ｈ)≫

≪定員≫28名様

≪料金≫

会員様:9,500円(税抜)

一般:11,500円(税抜)

[キャンセルポリシー]

キャンセル料は開催日の10日前より発生致します。(2/1(土)〜)

・開催10日前の2/1(土)〜 キャンセル料は受講料50%

・開催3日前の2/8(土)〜 キャンセル料は受講料100%を頂戴いたします。

≪申込方法≫

・ホームページ

https://yogakura.com/

・春日店TEL:092-558-8272

・春日店LINE ID:yogakura2

≪お支払方法≫

・春日店フロントにて現金でお支払

・お振込(振込手数料はご負担ください)

✽ご予約はご入金が確認できた時点で確定となります。

お申込日から1週間以内にご入金がない場合は、

ご予約取り消しとさせて頂きます。予めご了承ください。

11(火㊗)2/

Nao Eriko

写真はイメージです。

内容は当日のお楽しみ！

なんと！あの"和のおやつ"で大人気♡

「アヤメさん」のお弁当&おやつ付！！

受付締切

1/31(金)

春日店にて開催！
P2裏


