
9:00-10:20('80)

アライメント 9:10-10:20('70)

ベースヨガ やさしいフローヨガ 9:20-10:35('75) 9:20-10:40('80) 9:20-10:30('70) 9:20-10:35('75)

10:00-11:00('60) ベーシックヨガⅠ 姿勢のための やさしい ベーシックヨガⅠ

ママヨガ nao eriko チェアヨガ フローヨガ

jun jun hitomi

nao

sayuri 11:00-12:15('75) 11:00-12:15('75) 11:00-12:15('75)

やさしいフロー& ベーシックヨガⅠ 11:20-12:40('80) 11:15-12:35('80) ゆがみリセット＆ 11:10-12:35('85)

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 骨盤ケアヨガ

ベーシックヨガ0 sayuri jun アロマリラックス フローヨガ セラピー withチェア

セラピー jun

sayuri 12:45-13:45('60) eriko eriko nao
ママの為の骨盤ケア 12:50-14:15('85)

骨盤ケアヨガ 13:00-14:15('75)

13:20-14:35('75) withチェア 13:10-14:30('80) 13:10-14:30('80) コアベーシックヨガ 13:10-14:25('75)

アロマdeリンパヨガ パワーポーズ 骨盤ケア& おしり

nao 習得クラス リストラティブヨガ yuki ビューティーヨガ

haruna hitomi
4/13,27のみ開催 eriko eriko

14:50-16:05('75)

15:00-16:25('85) ベーシックヨガ０

 ゆるめるヨガ ＆セラピー

 &リストラティブ yuki

nao

18:30-19:35('65) 18:30-19:45('75)

姿勢のための ベーシックヨガⅠ

18:45-20:00('75) ピラティス 19:20-20:35('75)

デトックスシェイプ yuki haruna アロマdeリンパヨガ

フローヨガ

eriko hitomi
20:10-21:25('75) 20:15-21:30('75) 4/10,24のみ開催
ベーシックヨガⅠ やさしいフロー

20:30-21:45('75) &リストラティブ

骨盤ケア& yuki haruna
リストラティブヨガ

withチェア

eriko

4/19(日)13:10－14:25(’75)　hitomi

おしりビューティーヨガ
薄着の季節に向けて、見惚れてしまうくらいの後ろ姿美人になろう！

お尻の形はいくつになっても変えられます！楽しくエクササイズを

行ないながら、まずは自分自身が好きになる後ろ姿、お尻を手に入れましょう！

1、骨格を正しい位置に整えるエクササイズ→

2、整えた骨格の状態から、上手に股関節を使ってお尻に効かせるエクササイズ→

3、お尻にしっかり刺激が入るヨガのポーズ

sun

ベーシックⅠ

(お子様連れOK)

11:35-12:50('75)

&セラピー

mon tue wed thu fri sat

プラス200円

月2回クラス

特別クラス:4/19

特別クラス

(お子様連れOK)

プラス200円

sayuri

月2回開催

withチェア

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:14：00-16：30 close）

(金：15：00〜17：00 close）

(4月第1，3金曜日：９：００〜１５：００）

土 ９：００-１６：００

日 ９：００-１２:30
✽当日のご予約はなるべく

レッスンが始まる1時間30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 4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≫

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

時間変更

クラス内容変更

時間変更

1(水)

メンテナンスデー

29(水),30(木)

ゴールデンウィーク休み

〜4月の休館日〜

バスタオルと靴下を

お持ち下さい☺

バスタオルと靴下を

お持ち下さい☺

毎週金曜日

永川マルシェさんday



オススメ1 基礎体温をあげよう！ 〜体の表面だけを温めるのではなく、深部(コア)から体の温度をUP!〜

基礎体温+1℃→免疫力5〜6倍UP↗

と言われています！

逆に、体温－1℃→代謝は約12％

免疫力は30%Down↘

温かいハーブティーで

体の内側からポカポカ☄

1日3杯×3週間

ヒトの細胞は

3週間で生まれ変わると

言われています！

暖 warm     

冷えにお悩みの方へ

さらに!

お悩み別に選べる！

プラスαの効果☄

爽 refresh

疲れ気味の方へ

流 flow

むくみやすい方へ

潤 pure 

乾燥が気になる方へ

快 smooth 

花粉にお悩みの方へ

＼全てのハーブティーご注文受付可能／

お受付期限：3/29(日)まで！

オススメ2 腸内環境を整えよう！ 〜免疫細胞の約70％は腸内に！善玉菌を増やし体も脳もhappyに♡〜

腸内環境の変化→不安になったりりラックス

腸は副交感神経が優位になる事で働きやすくなります！

意識して生活に取り入れてみましょう！

・ゆったりとした深呼吸をする・カラダを温める・血流を良くする

yogaがピッタリ☄

・バランスの良い食生活(食物繊維や発酵食品、加熱していない食材等)

例：便秘や下痢に←                      ←ストレス

酵素を取り入れよう！
I

KURAで買えちゃう！オススメ商品のご案内

【マヌカハニー】

1日に数回、ティースプーン1杯なめるだけ✰高い殺菌力と整腸作用！

ニュージーランドでは”万能薬”として使われていますよ。

1家に1つ常備しておきませんか？？

【立体織のふわっふわっ美マスクシルクコーティング】(入荷予定)

(MGの数値が高くなるほど抗菌作用が高まります。)

◆天然素材と超抗菌性素材（銅撚糸）：

銅の力でウイルスや花粉等をガード。防臭効果も期待できるので嫌なにおいを抑制します。

◆シルクプロテイン加工仕上げ：

繭の持つ吸湿・保湿・発散の性質が、肌にやさしく快適なマスク環境にします。

◆高い紫外線カット効果：紫外線カット率95％以上を実現しています。

◆高い耐久性：100回以上洗濯しても除菌効果が変わらず、肌ざわりも維持。



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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日
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日
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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


