
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 アライメント オンラインヨガ ベーシック 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 9:45-10:55 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 11:30-12:40 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 13:25-14:35 haruna 13:15-14:25

シェイプ sayuri ゆがみリセット 骨盤ケアヨガ 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 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

14:10-15:20 ヨガⅠ eriko

14:15-15:15 14:20-15:30 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 ヨガ haruna 15:00-16:10

haruna 骨盤ケア& メイクヨガ azusa 15:15-16:25 ゆるめるヨガ＆

リストラティブ jun 女性のための 15:30-16:40 リストラティブ

ヨガ 癒しヨガ やさしいフロー eriko

nao nao ＆リストラティブ

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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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 タイムスケジュール
【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:12/1(火) 原田店休み ★短縮営業:12/29(火)＆1/11(月㊗)両店舗 (詳細は裏面)

★年末年始休館日:12/30(水)～1/4(月) ➡2021.1.5(火)両店舗通常通り!スタート!!!

クラス変更

2020年12月 2021年1月

時間変更

時間変更

時間変更

時間変更

12/9＆1/13(水)
14:15-15:15
eriko＆nao

初！オンライン！
イベント開催！

『食について
考えよう』

小郡配信

12/3,12/10,
12/17(木)

8:30-9:30
eriko

ストレッチ
ポールde
ゆがみ
リセット
＆朝ヨガ
小郡配信

〈イベント〉
12/23(水)

19:45-20:55
eriko

12/24(木)
19:00-20:10

nao
クリスマス
キャンドル

ヨガ
小郡スタジオ

キャンドルの光に癒されクリス
マスもKURAで過ごそう❤自律
神経を整え心も体も癒されよう

2020年ありがとうございました！
2021年よろしくお願いします！！

3日間オンライン
特別クラス！！！

〈イベント〉
12/29(火)

12:40-14:10
eriko

年末！！
スペシャル
デトックス
シェイプ
フローヨガ
＜90分＞
１ポイント

コロナに負けない
免疫力アップする
ヨガと食の座談会

クラス変更

クラス変更

〈イベントクラス〉
は通常の予約コマ数
と別に制限なくご予
約可能！(先着順)



わたしたちが全力でオンラインZOOMのサポートをします！

＜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)

＜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

9:00  爽快！朝のストレッチヨガ yuki

10:30 ベーシックヨガⅠ yuki

12:20 ボディメイクピラティス yuki

14:15 

冷えとむくみ改善！フットリンパセラピー haruna

15:45 やさしいフロー＆リストラティブ haruna

→夜のクラスはお休みとなります！

8:00 新年‼目覚めのフローヨガ nao

10:00-12:00 〈イベント〉☆2時間2ポイント！
『ヨガのアーサナを深く学ぶ！』eriko＆nao
ヨガのポーズをもっと深く学び「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！

あなたのヨガがさらに深まる時間になるように、
eriko＆naoの二人でサポートしていきます！

9:00～12:00『ほっかほかぜんざい会』＠小郡店！
ヨガを受けないでも食べに来てくださいね(^^)

原田店 １/１１（月㊗）短縮営業タイムスケジュール 小郡店

KURAInstagramをフォローしよう

原田店 １２/２９（火）短縮営業タイムスケジュール 小郡店

9:00  姿勢のためのヨガ eriko

11:00

ポーズをもっと上手になるコツ eriko

12:40-14:10〈イベント〉

年末スペシャルデトックスシェイプフローヨガ

【９０分スペシャルクラス/１ポイント】eriko
お正月前にしっかり体をデトックスしましょう♡
いつもよりたくさんのポーズにチャレンジします！
→夜のクラスはお休みとなります！

9:00 アライメントベースヨガⅠ nao

10:50 やさしいチェアヨガ sayuri

12:40

足の冷え解消ヨガ＆身体を温めるメディテーション

sayuri

→夜のクラスはお休みとなります！

KURA10周年目を迎えました！

ヨガスタジオKURAは2020年11月で『10周年目』
を迎えることができました！日頃よりKURAを
ともに築いてくださり、ありがとうございます！

11月から2021年1月31日(日)まで
『GoogleMapにKURAの口コミキャンペー
ン』を開催！GoogleMap上のKURAの口コミ画面で、

KURAをご利用いただいての口コミをご記入いただくと、

ご協力いただいた方へ、大人気「PeopleTreeチョコ

レート」を贈呈させていただきます！♡ぜひ投稿を♡

GoogleMapを開く➡KURAを検索➡口コミ評価を投稿
※口コミにはGoogleのメールアドレスが必要です。

①キャンペーン対象者

✔︎KURA会員様＆KURAオンライン会員様

✔︎以前通われていた方

②プレゼント内容＆渡し方

✔︎KURA会員様:店舗でチョコレートを直接お渡し

✔︎KURAオンライン会員様

郵送の場合:ハーブティー＆スタジオ一回無料券

店舗ご来館の場合:チョコレートを直接お渡し

✔︎以前通われていた方 店舗でチョコレートお渡し

※各店舗１つコメントでプレゼント１つ！

両店舗コメントでプレゼント２つ（最大２つまで）

③各店舗にてコメントいただいた画面を提示下さい！

LINE等でコメントの画面写真を送信ください。

（詳細は各店舗フロントにお尋ねくださいませ❤）

GoogleMapにKURAの口コミを書こう！

星をタップ！口コミ入力！

オンライン

オンライン

オンライン

オンライン

〈イベントクラス〉は通常の予約コマ数と
別に制限なくご予約可能です！(先着順)


