
原田 原田 小郡 原田 小郡 原田 小郡 原田 原田 小郡 原田 小郡
8:00-9:10 8:00-9:10 8:00-9:10

〈↓2か月限定〉 やさしい 目覚めの ゆがみリセット

8:30-9:30 フローヨガ 8:30-9:30 フローヨガ ＆ベーシックⅠ

9:00-10:00 9:00-10:10 9:00-10:10 9:00-10:00 9:00-10:10 オンラインヨガ 9:00-10:10 misako オンラインヨガ jun nao

オンラインヨガ 姿勢のための アライメント オンラインヨガ ベーシック eriko ベーシック eriko

yuki ヨガ ベースヨガⅠ sayuri ヨガⅠ＆セラピー ヨガ０

eriko nao sayuri haruna 9:50-11:00 9:50-11:00

ベーシック 10:00-11:10 ベーシック 10:00-11:00

10:30-11:40 10:30-11:40 10:30-11:40 ヨガⅠ アライメント ヨガⅠ オンラインヨガ

ベーシック 10:50-12:00 ベーシック 姿勢のための 10:45-11:55 misako ベースヨガⅡ eriko nao

ヨガⅠ 11:00-12:00 やさしい ヨガⅠ ヨガ 11:00-12:10 11:00-12:10 やさしいフロー eriko

yuki オンラインヨガ チェアヨガ sayuri nao 姿勢のための 中級ポーズを ＆リストラティブ 11:50-13:00 11:30-12:40

eriko sayuri チェアヨガ 学ぶヨガ azusa 体幹！ワーク 12:00-13:10 やさしい

12:20-13:30 12:20-13:30 12:20-13:30 nao eriko アウトヨガ 骨盤ケアヨガ 11:50-13:00 アライメント

ボディメイク チェアヨガ＆ ベーシックⅠ 12:30-13:30 nao ベーシック フローヨガ

ピラティス 12:40-13:50 12:40-13:40 リストラティブ ＆セラピー オンラインヨガ eriko ヨガ０ nao

yuki デトックス オンラインヨガ eriko nao 13:00-14:10 13:00-14:10 azusa 13:45-14:55 haruna 13:15-14:25

シェイプ sayuri ゆがみリセット骨盤ケア やさしい 13:50-14:50 デトックス

フローヨガ アロマリラックス リストラティブ チェアヨガ オンラインヨガ 13:50-15:00 シェイプ

eriko nao eriko nao haruna ベーシック フローヨガ

〈↓2か月限定〉 14:10-15:20 ヨガⅠ eriko

14:15-15:15 14:20-15:30 14:15-15:15 コアベーシック ＆セラピー

オンラインヨガ 14:30-15:40 コアボディ オンラインヨガ ヨガ haruna 15:00-16:10

haruna 骨盤ケア& メイクヨガ nao azusa 15:30-16:40 15:30-16:40 ゆるめるヨガ＆

リストラティブ jun 女性のための やさしいフロー リストラティブ

ヨガ 癒しヨガ ＆リストラティブ eriko

nao nao haruna

18:30-19:40 18:30-19:40 18:30-19:40 18:30-19:40

ベーシック ゆるめるヨガ＆ 19:20-20:30 ゆがみリセット 19:00-20:10 姿勢調整

ヨガ０ リストラティブ コアベーシック ＆ベーシック やさしい ピラティス

haruna nao ヨガⅠ アライメント yuki

eriko jun 19:45-20:55 フローヨガ

20:10-21:20 20:10-21:20 骨盤ケア＆ nao 20:10-21:20

ベーシック ベーシック 20:10-21:20 リストラティブ ベーシック

ヨガⅠ ヨガⅠ 21:00-22:00 アシュタンガ 20:40-21:40 ヨガⅠ

＆セラピー オンラインヨガ ヨガ eriko オンラインヨガ ＆セラピー

haruna nao eriko jun eriko yuki
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mon tue wed thu fri sat

初級(座位のみ)➡ リラクゼーション➡

ストレッチポール使用➡ イス使用➡

ヨガスタジオKURA 筑紫野原田店＆小郡店タイムスケジュール
【2020 １０月筑紫野原田店／小郡店／オンラインヨガ】

初級Ⅰ→ 初級Ⅱ→ 初中級→ 中級→ 中級Ⅱ→

≪動くレッスン:まずは3ヶ月！定期的に継続しステップアップ≫

≪身体をゆるめる癒しのレッスン≫

クラスマーク説明

★休館日☆１日(木曜)原田店休み！→小郡店営業
☆毎週月曜金曜小郡店休み！→原田店営業

この10月オンラインクラスが続々リニューアル！NEWクラス開始！
食欲の秋！オンラインヨガを追加して、ボディメイクの秋に！

時間変更

NEWクラス

NEWクラス

ヨガたのしい～

両方楽しもう

時間変更

クラス・時間変更

クラス変更

クラス変更

クラス・時間変更



KURAとつながる

オンラインヨガ無料券
☆この券で１回限りご利用可

☆有効期限 2020年12月月末最終日まで

☆オンラインクラス当日クラス前に画面越しに

この券をご提示下さい！

☆ご予約はLINE・メール・HPで受付可！

KURAスタジオ(筑紫野原田店＆小郡店)とKURAオンラインヨガを両方楽しもう
オンライン受け放題セットが始めやすくなりました！(9月中申し込み10月から開始ができます！）

マンスリーコース＋月額２，９８０円

オンライン受け放題！
※月４回・６回・８回、１店舗フリー、

２店舗フリー、年一括コースの方が対象

〇オンラインクラス内容がこの１０月さらにリニューアル！ 〇毎週１３本！ 〇平日朝昼夜や土日の都合良い時間が選べる！

〇リラックスクラスから汗をかく動くクラス、姿勢改善クラスなどバラエティ豊かなクラスが受けられる！（詳細はオンラインスケジュール参照）

９月限定配布！

会員全員の皆様へ「KURAとつながる

オンラインヨガ無料券」をプレゼント！
気軽に手軽に充実したヨガを楽しめるオンライン

ヨガを、スタジオ利用が多い方も、ぜひお試しを！

わたしたちが全力でオンラインZOOMのサポートをします！

代謝ダウン

元気が出ない ねむりが浅い コロナ太り

疲れやすい

体質改革

気になる人はオンライン＋スタジオで

筋肉の低下

に取り組みましょう！

＜筑紫野原田店＞
連絡先：
０９２-４０８-１６２５
LINE：yogakura
定休日：毎月１日
営業時間：
月火水金➡8:30-21:00
木➡8:30-14:00
土➡8:00-16:00/ 日➡8:00-15:00

住所：筑紫野市原田8-2-24
(JR原田駅より徒歩5分)

ZOOMの使い方などに不安がある方は、フロントまでお気軽にお尋ね下さいませ。

＜小郡店＞
連絡先：
０９４２-２５-８６３７
LINE：yogakura3
定休日：毎週月曜金曜
営業時間：
火➡8:30-20:30(close14-17)
水木➡10:30-20:30(木close14:30-17)
土➡8:00-16:00/ 日➡8:00-15:30

住所：小郡市横隈822-5
(如意輪寺カエル寺近く)

お問合せ先

ホームページ:https://yogakura.com/

↓LINE QR

↓LINE QR

（税別）

フロントでお一人１枚お渡しします！



mon tue wed thu fri sat sun
8:30-9:30 8:30-9:30

9:00-10:00 9:00-10:00 10:00-11:00

eriko (小郡) eriko (小郡)
yuki (原田) sayuri(原田) nao (小郡)

11:00-12:00

12:30-13:30

eriko(原田)

azusa(原田)

12:40-13:40
13:50-14:50

14:15-15:15 14:15-15:15
sayuri(小郡) haruna(小郡)

haruna(原田) nao (小郡)

21:00-22:00 20:40-21:40

eriko(小郡) eriko(小郡)

NCAコンディショニングインストラク
ターの資格をもつ、Nao＆Erikoによる
体質改善クラスがスタートします！

美姿勢、美腹、美尻、美脚
を目指します！

ゆがみを治して、代謝の高い体、
美しい姿勢を目指しませんか？

KURA オンラインＹＯＧＡ タイムスケジュール

【2020 10月】

受講したいクラスの店舗に予約→LINE・メール・HP予約可！＼ご予約はこちら／

スタジオ＋オンライン両方のヨガを楽しもう！オンライン受け放題コースでいつもより多くヨガをしよう！

爽快！朝の
ストレッチ
ヨガ

コア＆
ベーシック
ヨガ

肩こり解消ヨガ＆
ストレス低減
メディテー
ション

ポーズをもっと
上手になるコツ！

代謝を上げる
朝活ヨガ

からだぽかぽか
巡りのヨガ

冷えやむくみ
改善！フット
リンパセラピー

肩首♡整え
ゆっくりヨガ

快適な肩と首
と姿勢を整える
朝ヨガ

質の高い睡眠
のためのヨガ

時間変更

２か月限定！！

【オンライン特別クラス】

姿勢改善メソッドシリーズ

女性のための
癒しのヨガ

姿勢改善メソッド
美姿勢・美腹編

姿勢改善メソッド
美尻・美脚編

２か月限定！！

【オンライン特別クラス】

姿勢改善メソッドシリーズ

【NEWクラスの紹介】
下半身の冷えがある方、脚がむくむ方、
O脚やX脚など、日頃から改善したいと
思っている方いませんか？脚の筋肉は
癖の出やすい筋肉です。お尻や足の筋
肉を整えて、毎日の脚の使い方を見直
してみませんか？美尻＆美脚を目指し
て、体質まで改善していきましょう！

【NEWクラスの紹介】
朝は代謝をあげるのに、とっても良い
時間！この時間に、体の内側からゆが
みをなくし、しっかりと体の中心軸と
なる「お腹」を正しく使い、代謝の高
い体を手に入れませんか？！！そして、
正しい姿勢をトレーニングで作りま
しょう！疲れにくい、美しい姿勢、ヨ
ガのポーズも格段に上手になります！

腹筋や体幹や背筋
などの筋肉をしっ
かり働かせます！
お腹や背中の脂肪
を燃焼させましょ
う！！！sayuri

初秋は食べ物がお
いしい反面、夏バ
テの時期！冷えや
運動不足で、筋肉
の硬さや血やリン
パの流れの悪さか
ら、疲労物質がた
まることも！体を
動かしにくくなる
ことで太る原因に
も！朝のストレッ
チで「動かしたく
なるカラダ」作り
ませんか？yuki

日々体の疲れがと
れず、不調が改善
されない、良く寝
れない方におすす
め！リラックスし
ましょう！！eriko

２か月限定！オンライン特別クラススタート！

NEWクラス！姿勢改善メソッド！

肩や首こりを整え
るために、背面の
筋肉を使うポーズ
をたっぷり練習し
ます！背中すっき
りさんに♡haruna

時間変更
定休日の関係上、

小郡店配信の下記クラスの
予約締切にお気をつけください♡

火曜12:40クラス
➡火曜10:00までにご予約

♡土曜8:30クラス
➡木曜20:00までにご予約



＼たのしみ／

１０月よりお申込み受付開始！すでに５０名以上の方がオンライン受け放題コースにお申込みくださっています！！

マンスリーコース
（４回、６回、８回、１店舗フリー、
２店舗フリー、年一括の方対象）

＋
プラス

オンライン受け放題 が！

6,500円 2,980円
＜通常＞（税別）

なんと！この値段プラスで！

オンライン受け放題になり、
たくさんヨガが受けられて
体の調子がよくなった💛

家で手軽に
受けられるので
楽ちん💛

オンライン受け始めて
毎日のリズムが整い、
時短でとても便利♡

マスクなし！
とっても軽快に

のびのびヨガできる♡

月曜14:15 haruna【 冷えやむくみ
改善！フットリンパセラピー】

足のむくみや冷えが気になる方へ
足の改善にこだわったストレッチ、
ヨガポーズ、オイルを使ったフット
リンパケアの癒しの時間です💛

金曜12:30 azusa
【からだぽかぽか 巡りのヨガ】
夏にたまった疲れや体調の変化を感
じやすい時期。内側から巡りを良く
するフットセラピーやねじりを取り
入れて体を整えていきます。
疲れやすい方にオススメです💛

火曜11:00 eriko【ポーズを
もっと上手になるコツ！】

ポーズのコツを知れば、体にも効
果的！コツを知ることで、体のゆ
がみにも姿勢を変えるにも効果
的！ヨガをもっと上手になろう！

火曜12:40 sayuri【肩こり解消ヨガ

＆ストレス低減メディテーション】
コロナ渦でストレスを感じている
方が急増！私たちが「ストレスが
溜まっている」と感じている場所
はどこでしょう？…脳です！！！
そこから体の緊張にもつながりま
す。前半は体の緊張をほぐす、
ゆったりなヨガ。後半は、瞑想で
ストレスを感じている脳に、直接
アプローチしていきます。瞑想す
ると、ストレスが緩和され、頭が
すっきり！クリアになりますよ！
始めての方もぜひご参加ください

この１０月！オンラインクラスの多くがリニューアル！リニューアルクラス内容をご紹介します！

土曜8:30 eriko
【代謝を上げる朝活ヨガ】

正しく筋肉を使って、常に代謝を
高くコロナ太りを解消！毎日の活
動量が減ると、筋肉の低下が起こ
り、代謝が落ちてしまうのです。
朝から体をデトックスしましょう

日曜10:00 nao【快適な肩と首と
姿勢を整えるためのヨガ】

一日の始まりの朝！縮まった首・
肩をすっきりさせて、呼吸の筋肉
をしっかり動かして腹式呼吸をし
ましょう。体の軸を作り快適な姿
勢でヨガを実践しましょう！！！

木曜20:40 eriko【質の高い睡眠のためのヨガ】
みなさん、毎日ぐっすり睡眠がとれていますか？
私たちは寝ている間に免疫を上げたり、疲れを回
復したり、体の中で行っています。昼にねむい、
疲れがとれない方にオススメです。しっかりと、
深い眠りにつき、疲労回復を目指します！

☆★☆お申込み希望の方は、フロントスタッフまでお声かけください☺★☆★
１０月よりコースを開始希望の方は、9月中にお申込みをお願いいたします！

（税別）（税込3,278円）


