
7:00-8:10('70)

やさしいフローヨガ

nao

8:00-9:15('75)

8:40-10:05('85) 8:40-9:50('70) 8:40-9:55('75) 8:45-10:00('75) 目覚めのフローヨガ

9:30-10:45('75) 姿勢のためのヨガ ベーシックヨガ0 ベーシックヨガⅠ 9:00-10:10('70) ベーシックヨガⅠ jun

ベーシックヨガⅠ withチェア sayuri yuki ベーシックヨガ０ eriko

&セラピー eriko haruna 9:50-11:05('75)

yuki  ベーシックヨガⅠ

10:30-11:45('75) 10:30-11:55('85) 10:40-12:05('85) ＆セラピー

10:40-11:50('70) ベーシックヨガⅠ パワーポーズ 10:45-12:00('75) 体幹！ jun

ベーシックヨガ0 習得クラス やさしいフロー& ワークアウトヨガ

11:30-12:40('70) sayuri リストラティブヨガ nao 11:40-13:00('80)

ボディメイク misako nao azusa デトックスシェイプ

ピラティス 12:40-14:05('85) フローヨガ

yuki 12:20-13:40('80) eriko

12:25-13:50('85) チェアヨガ 12:35-14:00('85) withチェア

デトックスシェイプ ＆リストラティブ ゆがみリセット& eriko

フローヨガ eriko

eriko セラピー

nao 13:35-14:50('75)

アロマdeリンパヨガ

14:30-15:55('85) 14:20-15:35('75)  14:40-15:55('75) haruna

骨盤ケア& コアボディ  女性のための

リストラティブヨガ メイクヨガ  リストラティブヨガ

withチェア jun hitomi 15:30-16:40('70)

nao ベーシックヨガ０

16:40-17:55('75) haruna

やさしいフロー&

リストラティブヨガ

hitomi

18:15-19:35('80) 18:15-19:25('70)

18:25-19:35('70) ディープ 18:20-19:35('75) ベーシックヨガ０

ベーシックヨガ０ リストラティブ ゆがみリセット& 19:00-20:15('75)

nao ベーシックヨガⅠ アシュタンガヨガ yuki

haruna jun

jun 19:50-21:05('75) 　

20:00-21:15('75) 20:00-21:15('75) 20:00-21:15('75) ベーシックヨガⅠ

ベーシックヨガⅠ ベーシックヨガⅠ 女性のための ＆セラピー

＆セラピー リストラティブヨガ yuki

haruna nao jun

sun

骨盤ケアヨガ

mon tue wed thu fri sat

アロマリラックス

予約受付時間（営業時間）

月 9：00～21:00

火～金 8：００～21：00

土 8:00～17:30

日 8：00～１6：30
✽朝1番目のクラスのみ当日予約不可

✽当日予約はなるべくレッスンが始まる＜1時間半前まで＞にお願い致します.

✽レッスンの直前予約はLINE/メールではなく、お電話にてお願い致します。

初級(座りポーズ) リラクゼーション

ヨガスタジオKURAタイムスケジュール

【2020 4月】 原田店

☎092-408-1625

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

＼ご予約はこちら／

クラスマーク説明

初級基礎Ⅰ→ 初級基礎Ⅱ→ 初中級→ 中級→ 中級Ⅱ→

≪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☄≫

4月休館日
✽ご予約・お問合せ受付もお休みです。

1(水) 29(水㊗) 30(木)

ストレッチポール使用 イス使用

≪身体をゆるめる癒しのレッスン≫

時間変更

(月 13：30〜15：00ｸﾛｰｽﾞ）
(金 12：30〜15：30ｸﾛｰｽﾞ）

メンテナンスデー

時間変更

yogaで免疫力をあげて 春を楽しもう！！



イベントG

ディープリストラティブ nao

火曜日 18:15〜19:35('80)

ＣＡハＮ

2020 5/29(金)―31(日)

[開催場所/お問合せ]ヨガスタジオKURA春日店

福岡県春日市春日1丁目2-2

TEL:092-558-8272 LINE ID:yogakura2

HP:https://yogakura.com/☜詳しくはホームページを❣

［5/29(金)］①チェアを使ったヨガ<13:30-16:00(2.5h)

②女性のためのリストラティブヨガ<16:30-19:00(2.5h)

［5/30(土)］

ティーチングスキルアップ・パート1<13:00-18:30(5h/30分休憩)

［5/31(日)］

ティーチングスキルアップ・パート2<10:00-16:00(5h/60分休憩)

春を快適に乗り切る!!

背骨をゆるめて自律神経を整えよう！

春は心と体も乱れやすい季節です。ねじりのポーズや背骨を快適に伸ばして

逆転のポーズも行います。

このクラスで体を整えて快適な春をおくりましょう♡

免疫力を高めよう！！

暖 warm

冷えにお悩みの方へ

カラダの中からポカポカに！

爽 refresh

疲れ気味の方へ

ココロとカラダのリフレッシュに！

流 flow

むくみやすい方へ

溜めこまないカラダに！

潤 pure

潤いたい方へ

ウルウルで美しいカラダに！

凛 smart

スマートになりたい方へ

冷茶にしても美味しい！

ーブティー
快 smooth

花粉にお悩みの方へ

スッキリ爽快に！

マヌカハニー
殺菌効果が高く、健康や美容面での効果が期待！！

腸内環境を整えて免疫力ＵＰ！善玉菌を増やす効果あり♡

基礎体温を上げよう！

コンディショニングハーブティー

ご注文承ります☺

締切 3/29(日) まで

※ご不明な点はフロントにお尋ねください♪

4月から毎週🌸

4月末入荷予定

☺おたのしみに



4/29 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7

（水祝） （木） （金） （土） （日祝） （月祝） （火祝） （水祝） （木）

【短縮営業】 【祝日特別営業】

①9：00〜10：10　haruna ①9：00〜10：15　 yuki

　ベーシックヨガ０　 　ﾍﾞｰｼｯｸﾖｶﾞⅠ&ｾﾗﾋﾟｰ

②10：45〜12：00　azusa ②11：00〜12：10　 yuki

　やさしいﾌﾛｰ&ﾘｽﾄﾗﾃｨﾌﾞ 　ﾎﾞﾃﾞｨﾒｲｸﾋﾟﾗﾃｨｽ

③13：15〜14：30　haruna ③13：00〜14：15　haruna

　ﾍﾞｰｼｯｸﾖｶﾞⅠ&ｾﾗﾋﾟｰ 　ｱﾛﾏdeﾘﾝﾊﾟﾖｶﾞ

④15：00〜16：15　haruna

　ベーシックヨガⅠ

【短縮営業】 【祝日特別営業】

①9:20〜10：40　nao ①9：20〜10：35　sayuri

　姿勢のためのチェアヨガ 　ベーシックヨガⅠ

②11：15〜12：35　eriko ②11：10〜12：35　sayuri

　ﾃﾞﾄｯｸｽｼｪｲﾌﾟﾌﾛｰﾖｶﾞ  やさしいﾌﾛｰ&ﾘｽﾄﾗﾃｨﾌﾞ

③13：10〜14：30　eriko ③13：20〜14：35　yumi

　骨盤ｹｱ&ﾘｽﾄﾗﾃｨﾌﾞﾖｶﾞwithﾁｪｱ 　ｱﾛﾏﾘﾗｯｸｽｾﾗﾋﾟｰ
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常

営

業

通

常

営

業

通

常

営

業

通

常

営

業

通

常

営

業

★ご予約は各店舗まで
ヨガスタジオＫＵＲＡ原田店：☎092-408-1625

ヨガスタジオＫＵＲＡ春日店：☎092-558-8272
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