
原田 原田 小郡 原田 小郡 原田 小郡 原田 原田 小郡 原田
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

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 9:45-10:55 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＆ 19:00-20:00 ゆがみリセット 19:00-20:00 19:00-20:00 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Ⅰ 骨盤ケア＆ やさしいアライ ピラティス

haruna nao jun リストラティブ メントフロー yuki

☟CHECK eriko eriko ヨガ　nao ☟CHECK

20:10-21:10 20:10-21:10

オンラインヨガ オンラインヨガ

haruna 20:40-21:40 20:40-21:40 yuki

オンラインヨガ オンラインヨガ

eriko eriko
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↑ご予約はコチラから

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

２０２１年もKURAのYOGAでさらに自分のカラダもココロも好きになろう♡
★休館日:2/1(月) 11(木㊗) 原田店 ★短縮営業:2/11(木㊗)小郡店＆23(火㊗)両店舗

クラス変更

2021年2月

クラス変更

好評にて再新設！

クラス変更

クラス変更

Coubic(クービック)ご予約利用開始！
スタジオ予約:２月から/ オンライン予約:３月から

◎24時間予約できる！

◎アプリで予約を確認できる！

◎予約が「即」わかる！！

Coubicでの２月分ご予約は
１/１５(月)から利用開始！

スタジオ→オンライン
時間変更

◎原田店20:10クラス(月金)は…
('60)オンラインクラスへ変更！

◎原田店20:10クラス(火水)は…
お休みとなります！

◎小郡店夜クラス（火水木）は…
19:00-20:00('60 )へ時間変更！

スタジオ→オンライン
クラス＆時間変更

時間変更



オンラインZOOMのサポートをします！皆さまがいつでもどこでもヨガが楽しめるように！

＜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➡8:30-19:30
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➡8:30-19:30(close14-17)
水木➡10:30-19:30(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  姿勢のためのヨガ eriko

10:50 ポーズをもっと上手になるコツ eriko 

12:40    デトックスシェイプフロー eriko

14:30    骨盤ケア＆リストラティブ nao

→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   オレンジボールで身体のコリをリリース

＆ほぐストレッチ！ sayuri

手軽にコリをほぐせるので、皆さんに大人気なオレンジ
ボール。これだけでも身体が温まりますよね♪オレンジ
ボール、使い方は何十通りもありますよ。今回は色々な
使い方をレクチャーします！！マスターしてお家でもぜひ
活用してください(^^♪)最後にストレッチもいれます！全身
軽やかbodyに変身しましょ♪オレンジボールのご準備を♡

→夜のクラスはお休みとなります！

原田店 ２/２３（火㊗）短縮営業タイムスケジュール 両店舗！ 小郡店

KURAInstagramをフォローしよう

原田店

２/１１（木㊗）短縮営業タイムスケジュール 小郡店！ 小郡店

8:30 オンライン ストレッチポールdeゆがみリセット＆朝ヨガ eriko

9:00 ベーシックヨガⅠ nao

11:00 中級ポーズを学ぶヨガ eriko

12:40    骨盤ケアヨガ eriko

14:50 ゆるめるヨガ＆リストラティブ nao 

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、大人気「PeopleTree

チョコレート」を贈呈させていただきます♡ぜひぜひ♡

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！

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。

GoogleMapにKURAの口コミを書こう！

星をタップ！口コミ入力！

↑オンラインイベント

原田店は
休館日！

小郡店は短縮営業！
特別スケジュール！

夜のクラスは
お休みとなります！

森のぶどうさんのマルシェ開催！

天然酵母で作る、体に優しいスコーンや
ヘルシークッキー、アップルパイ、はちみつプリン！

体に優しいのに最高に、幸せになれる、
おやつがたくさんやってきますよ～♪

ヨガとおやつを楽しみにKURAへ来てくださいね。
←写真はイメージとなり、メニューは当日のお楽しみ！

↑オンライン


