
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

やさしい 目覚めの ゆがみリセット

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 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 目覚めの オンラインヨガ ベーシック ベーシック eriko

yuki ヨガ フローヨガ 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 10:00-1100
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 10:45-11:55 misako ベースヨガⅡ eriko nao

ヨガⅠ 11:00-12:00 骨盤ケアヨガ ヨガⅠ 11:00-12:10 11:00-12:10 11:00-12:10 やさしいフロー eriko

yuki オンラインヨガ withチェア sayuri 姿勢のための 姿勢のための 中級ポーズを ＆リストラティブ

eriko sayuri ヨガ チェアヨガ 学ぶヨガ azusa 11:30-12:40

12:20-13:30 12:20-13:30 nao nao eriko 11:50-13:00 12:00-13:10 11:50-13:00 やさしい

ボディメイク チェアヨガ＆ 12:30-13:30 体幹！ワーク 骨盤ケアヨガ ベーシック アライメント

ピラティス 12:40-13:50 12:40-13:40 リストラティブ オンラインヨガ アウトヨガ ヨガ０ フローヨガ

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

シェイプ sayuri 背骨と骨盤 ゆがみリセット骨盤ケア 13:15-14:25

フローヨガ リラックスヨガ アロマリラックス リストラティブ 13:45-14:55 13:50-14:50 13:50-15:00 デトックス

eriko nao nao eriko やさしい オンラインヨガ ベーシック シェイプ

14:10-15:20 チェアヨガ haruna ヨガⅠ フローヨガ

14:20-15:30 コアベーシック nao ＆セラピー eriko

14:30-15:30 14:30-15:40 コアボディ ヨガ haruna

オンラインヨガ 骨盤ケア& メイクヨガ azusa 15:30-16:40 15:30-16:40 15:00-16:10

haruna リストラティブ jun 女性のための やさしいフロー ゆるめるヨガ＆

ヨガ 癒しヨガ ＆リストラティブ リストラティブ

nao nao haruna eriko

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＆ 19:10-20:20 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 ベーシックⅠ ＆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 20:50-21:50 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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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 ９月筑紫野原田／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

クラス変更

★ １(火曜)原田店休み！
→（小郡店通常営業）
☆２１(月㊗)原田店営業♪
→短縮特別営業！（小郡店休み）
☆２２(火㊗)小郡店営業♪
→短縮特別営業！（原田店休み）

休館日＆特別営業のご案内

時間変更

KURAのオンラインヨガが今大人気！ヨガをさらに日常に！『オンラインヨガ』をやってみよう！
一度受けたら楽しく、毎週受けるとカラダが整うhappyな習慣ができる！KURAを楽しもう！！

オンラインでもお一人ひとりの動きを大切にする
KURAのオンラインヨガクラス！やってみよう！

時間変更

時間変更

クラス増設！

多くの皆さま
のご要望に
お応えして！
火曜の夜
オンライン
ヨガはじまる
にゃ～ぁ♪

＼やったあ／

担当・クラス変更

時間変更

クラス変更

クラス増設！



【原田店２１日(月㊗)特別営業】※夜の営業なし

◇ 9:00-10:00 オンラインヨガ「爽快！朝のストレッチヨガ」yuki

朝からあまりキツイ事はしたくない、でも身体は伸ばしたい！固まった身体を

全身気持ちが良く伸ばして、スッキリした朝をスタートをしましょ！

◇10:30-11:40  ベーシックヨガⅠ yuki
◇12:20-13:30 ボディメイクピラティス yuki
◇14:20-15:30  やさしいフロー＆リストラティブ haruna
◇16:00-17:00   オンラインヨガ「アロマdeリンパヨガ」haruna

休日のアロマdeリンパヨガが好きな方、必見です！アロマのオイルを使用して、心

地よい香りに抱かれながら、極上のリラックスタイムを過ごしましょう。カラダの

リンパを流して夏の疲れやおもだるさを改善！（好きなオイルを準備ください）

【小郡店２２日(火㊗)特別営業】※夜の営業なし
◇ 7:15- 8:25  朝ヨガベーシック nao 

◇ 9:00-10:10  やさしいアライメントフロー nao
◇ 10:50-12:00  骨盤ケアヨガ sayuri
◇12:40-13:40   オンラインヨガ sayuri
整骨院やヨガに何度も通ってもまた肩が凝り頭痛がする方。あなたの
「脳」が肩こり、頭痛をプログラミングしている可能性が！！筋肉の緊張
をほぐした後に「メディテーション」を味わいませんか？

◇14:20-15:30  アライメントベースヨガⅡ eriko

◇16:00-17:00  オンラインヨガ eriko

※クラス内容は上記「NEWclass」紹介をご参照下さい。

通常火曜20:00-のクラス内容が16:00から開催いたします♡

KURAのコロナ対策！強化中！！

安心安全のために、ご協力をお願いします！

①体温チェック ～ご自宅での検温を必ず行いお越しください！
これからフロント玄関ににて検温をさせていただきます。

②除菌水C×７（弱酸性次亜塩素炭酸水）～スタジオの除菌を徹底！
KURAではクラスの間に、C×７（シーセブン）を使用して、スタジオ・フ
ロントの除菌を行っています。C×７を使用することによって除菌力も除
菌スピードも高まる方法で対策をしています。C×７の購入も引き続き可
能です。引き続き、除菌対策のご理解ご協力をお願いします。

③ご自身のヨガ道具の購入と持参 ～道具のご購入をオススメ！
マイ道具の持参で荷物が多くなっているにも関わらず、笑顔でご協力して
くださる皆さま、心から感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうござい
ます。コロナ対策強化のためにも、これを機に、
MYヨガマット・ブロックそろえませんか？
スタジオでも安心💛
オンラインでも使える💛
おうちでもヨガが楽しめる～💛
KURAでかわいいマットをゲットしませんか？

（カードの3か月コンプリートの割引が使えます！）

火曜20:50‐ 女性のための癒しのヨガ〈小郡〉

こり固まった筋肉をまずはしっかりリセットしよう！！！
特に冷えや生理痛、便秘や腰痛の方にオススメ！骨盤まわりをしっか
りほぐし、整えていきます。このクラスでは、女性に多い不調に特化
して行います！夜、１日の疲れを取り癒しの時間に❀❀❀

＼好きな道具をゲット／

担当インストラクター：eriko

みなさまのご要望にお応えして💛

９月より新たに！

eriko先生のオンラインヨガが

平日夜に受けけられるようになりました！

オンラインヨガの夜クラスが増設！！

※祝日全てのクラスは通常クラスとなりますので、ご予約の枠数内でご予約をお願いします。


