
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 8:30-9:40 目覚めの ゆがみリセット

8:30-9:30 フローヨガ ベーシック フローヨガ ＆ベーシックⅠ

9:00-10:00 9:10-10:20 9:10-10:20 9:00-10:10 9:10-10:20 9:10-10:20 オンラインヨガ 9:00-10:10 misako ヨガⅠ＆セラピー 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Ⅰ ベーシック eriko ベーシック eriko 8:00-9:00

yuki ヨガ ベースヨガⅠ sayuri nao ヨガⅠ＆セラピー ヨガ０ オンラインヨガ

eriko nao sayuri haruna 9:45-10:55 9:00-10:00 10:00-11:10 eriko

ベーシック オンラインヨガ ベーシック

10:30-11:40 10:30-11:40 ヨガⅠ nao ヨガⅠ 9:45-10:55

ベーシック 10:50-12:00 ベーシック 10:45-11:55 misako eriko ベーシック

ヨガⅠ 11:00-12:00 やさしい ヨガⅠ 11:00-12:10 11:00-12:10 11:00-12:10 やさしいフロー 10:10-11:20 ヨガⅠ

yuki オンラインヨガ チェアヨガ 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 11:30-12:40 アライメント nao

eriko sayuri ヨガ チェアヨガ 学ぶヨガ azusa 体幹！ワーク ベースヨガⅡ 11:30-12:40

12:20-13:30 12:20-13:30 nao nao eriko アウトヨガ eriko 11:50-13:00 やさしいアライ

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

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 12:00-13:10 ヨガ０ ヨガ　nao

yuki デトックス オンラインヨガ eriko 13:00-14:10 13:00-14:10 azusa 13:25-14:35 骨盤調整 haruna

シェイプ sayuri ゆがみリセット 骨盤調整 やさしい ヨガ 13:15-14:25

フローヨガ アロマリラックス ヨガ チェアヨガ eriko 13:50-15:00 デトックス

eriko nao eriko nao ベーシック シェイプ

14:10-15:20 13:50-14:50 ヨガⅠ フローヨガ

14:15-15:15 14:20-15:30 コアベーシック オンラインヨガ ＆セラピー eriko

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

haruna 骨盤調整& メイクヨガ azusa 13:30-14:30

リストラティブ jun 15:15-16:25 15:30-16:40 オンラインヨガ

ヨガ 女性のための やさしいフロー nao

nao 癒しヨガ ＆リストラティブ 15:00-16:10
nao haruna ゆるめるヨガ＆

18:30-19:40 18:30-19:40 18:30-19:40 18:30-19:40 18:30-19:40 リストラティブ

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

ヨガ０ リストラティブ コアベーシック ＆ベーシックⅠ ＆セラピー やさしいアライ ピラティス

haruna nao jun eriko メントフロー yuki

eriko ヨガ　nao

20:10-21:20 20:10-21:20 20:10-21:20 20:00-21:10 19:40-20:40 20:10-21:20

ベーシック ベーシックⅠ アシュタンガ ゆるめるヨガ＆ オンラインヨガ ベーシックⅠ

ヨガⅠ ＆セラピー 20:40-21:40 ヨガ リストラティブ eriko ＆セラピー

haruna nao オンラインヨガ jun eriko yuki

eriko

sun

月

曜

🌼

小

郡

店

定

休

日

金

曜

🌼

小

郡

店

定

休

日

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 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

ゴールデンウイークスケジュールは別紙でクラスをご確認くださいね♪
原田店小郡店のスタジオでもオンラインでもイベントもりだくさん♡楽しもう♡

4～6月

【朝１夜１クラスの来館可能時間について】
朝１「クラス開始２０分前から来館可能」
夜１「クラス開始３０分前から来館可能」

↓増設↓

定休日＆ 【原田】4/1(木) 4/30(金) 5/1(土)5/4(火㊗)5/5(㊗)6/1(火) 6/30(水)
メンテナンスDAY 【小郡】毎月月曜＆金曜／5/1(土) 休み→5/3(月㊗)振替営業

↑時間変更↑ ↑時間変更↑

↓時間クラス変更↓

るんるん♪

↑名前変更↑

↑名前変更↑

↑名前変更↑

時間クラス変更

↑時間変更↑



♡KURAゴールデンウイークスケジュール♡　＜４／２９（木㊗）～５／５（水㊗）＞
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①９：１０-１０：２０ sayuri
目覚めのフローヨガ

②１１：００-１２：１０sayuri
ベーシックⅠ＆セラピー

③１３：００-１４：２０ nao
ゆがみリセットアロマリラックス
☆胸を開くポーズで免疫を上げよう！
コロナに勝つカラダを目指す！

①９：００-１０：００ yuki
〈↑オンライン〉

②１０：３０-１１：４０ yuki
ベーシックヨガⅠ

③１２：２０-１３：３０ yuki
ボディメイクピラティス

④１４：１５-１５：２５ sayuri
チェアヨガ＆リストラティブ

原田店お休み 原田店お休み

①９：１０-１０：２０ nao
ベーシックヨガⅠ

②１１：００-１２：１０ nao
姿勢のためのヨガ

③１２：４０-１４：００ eriko
中級ポーズを学ぶ！
～逆転ポーズのコツをを学ぼう～

④１４：３０-１５：４０ eriko
あなたの骨盤力＆子宮力をアップ♡
☆骨盤をゆるめて、
冷えや生理痛やむくみ
とサヨナラしましょ♪

〈オンラインヨガ〉お休み

①９：１０-１０：２０ nao
アライメントベースヨガⅠ

②１０：５０-１２：００ nao
ベーシックヨガⅠ＆セラピー

③１１：００-１２：００ eriko
〈↑オンライン〉

④１２：４０-１４：００ eriko
デトックスシェイプフローヨガ！
☆ゴールデンウイークもデトックス
いつもよりもっとシェイプアップ♪

⑤１２：４０-１３：４０ sayuri
〈↑オンライン〉

⑥１４：３０-１５：４０ sayuri
メディテーション

オンラインお休み

①８：００-９：１０ eriko
ベーシックⅠ＆セラピー

②９：４０-１０：５０ eriko
アライメントベースヨガⅡ

③１１：３０-１２：５０ nao
やさしいアライメントフロー
ヨガ＆リストラティブ
☆しっかり動いた後に、

プチ贅沢なご褒美を！！！

ゴールデンウイークも
自分時間を楽しもう！！！

①８：３０-９：３０ eriko
〈↑オンライン〉

②９：００-１０：２０ nao
朝活！ベーシックⅠ

③１１：００-１２：２０ eriko
中級ポーズを学ぶ！
～バランスポーズを学ぼう～

④１２：５０-１４：００ eriko
骨盤調整ヨガ

⑤１４：３０-１５：４０ haruna
やさしいフロー＆リストラティブ

①１１：００-１２：００ eriko
ポーズをもっと上手になるコツ！

②１２：４０－１３：４０ sayuri
ゆるめるストレッチヨガ＆
脳の若返りメディテーション

①９：００-１０：００ yuki
爽快！朝のストレッチヨガ

〈１４：１５クラスはお休み〉

①８：３０-９：３０ eriko
ストレッチポールde
ゆがみリセット＆朝ヨガ

↓イベント♡８０分スペシャル

↓イベント♡

小郡店配信原田店配信小郡店配信

↓イベント♡８０分スペシャル

↓イベント♡８０分スペシャル

↓イベント♡８０分スペシャル

↓イベント♡８０分スペシャル

↓イベント♡８０分スペシャル

↓イベント♡

5/4 森のぶどうさん

マルシェ開催＠小郡店

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、おやつがやってきますよ♪
ヨガとおやつを楽しみにKURAへお越しを

写真はイメージです。商品は当日のお楽しみ！



ゴールデンウイークの　わくわく楽しみな　KURAイベントクラスのご紹介

４／２９
（木祝）

９：００－１０：２０

４／２９
（木祝）

１１：００－１２：２０

４／２９
（木祝）

１３：００－１４：２０

５／３
（月祝）

１1：3０－１2：5０

５／４
（火祝）

１2：4０－１４:0０

５／４
（火祝）

１4：3０－１5：4０

５／５
（水祝）

１2：4０－１4：00

５／５
（水祝）

１4：3０－１5：4０

小郡店小郡店

小郡店原田店

小郡店

小郡店

小郡店

小郡店

８０分
スペシャル
クラス

８０分
スペシャル
クラス

８０分
スペシャル
クラス

８０分
スペシャル
クラス

８０分
スペシャル
クラス

８０分
スペシャル
クラス

ゆがみリセット
＆アロマリラックス

～胸を開くポーズで免疫を上げよう～

中級ポーズを学ぶ！
～バランスポーズを学ぼう～

中級ポーズを学ぶ！
～逆転ポーズを学ぼう～

朝活！ベーシックヨガ！

やさしいアライメントフロー
＆リストラティブヨガ

デトックスシェイプ
フローヨガ

はじめての瞑想体験♡～よりHAPPYな人生を送るための術～

あなたの骨盤力,子宮力をアップ♡
～冷えや生理痛やむくみとサヨナラしましょ～

肩まわりや首がカチカチの方！
風邪をひきやすい、花粉症の方！
ゆがみ改善と深い呼吸をして免疫力を上げよう！
※昔、花粉症がひどくて、今はすっかり改善した
nao先生がみなさんの不調をケアしてくれますよ

朝からしっかり動いて代謝を上げよう！
休日を楽しく快適に過ごすには、
朝ヨガがぴったりです♡

有意義な休日のための、
あなたのリフレッシュタイムです！！

このクラスでは『バランスポーズ』を学びます。
あなたは片足で何秒立っていられますか？
何秒バランスを取れるかで、
あなたの体内年齢が分かる？って言われています！
足裏のバランスのコツ、中心軸への意識のコツを
学び、バランスの取れた体を目指し、
若々しい姿勢を目指しましょう！

しっかり気持ちよく動いた後は、
リストラティブヨガで、
プチ贅沢な、ご褒美を♡
ゴールデンウイークも自分時間を楽しもう♡

リフレッシュ＆リラックス 両方、味わえます♡

ゴールデンウイークも、
しっかり、デトックス♡
いつもより、もーーーっと、

シェイプアップ♡♡♡

体の内側から、気持ち良い汗を、
一緒にかきましょう！！！

今現在から自分の人生が終わるまでの時間を、より幸せにするために…
自分で自分をコントロールするツール…それが『瞑想』です！

☆頭をすっきりさせたい！☆今の自分を変えたい！
☆ストレスを緩和したい！☆若返りたい！
☆集中力を上げたい！ ☆不眠、肩こり、頭痛を解消したい
☆優しくなりたい！ ☆脳の衰えを防ぎたい！
これらに当てはまる方！ぜひ一度試してみませんか？？

逆点ポーズの効果・・・ご存じですか！？？
◎足のむくみが取れる！◎一気に血液の流れがUP！
◎ストレス解消（脳のストレスも！）
◎内臓の機能の調整！ ◎体幹力が上がる！

正しいやり方をしっかり覚えて、
効果アップのコツを学ぼう！！！

生理痛、冷え、足のむくみ・・・
こんな悩みは、女性のみなさんありますよね？

まずは骨盤をゆるめることから始めましょう！
そして正しい骨盤の位置へ、
あなたの骨盤を導きます！
日々の姿勢にも役立ち、わるいクセからサヨナラ
して、骨盤力を高めましょう！


