
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
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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

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↑



♡６月特別号♡

６/９(水) TAMAHOKOさんマルシェ＠両店
☆マクロビ＆ヴィーガンクッキー☆

TAMAHOKOさんは100%植物性材料で作るからだにやさしいおやつをお届けされています。
からだに負担がかからない、食べても重く感じない、赤ちゃんから年配の方まで
召し上がっていただける、甘いもの&ときどきしょっぱいもの、のおやつです。

おやつは、こころをほっこりさせてくれます。
そんなおやつは、やっぱりからだにやさしい方が、うれしい。

だから安心安全の100%植物性。材料にこだわり、全て手作りでお届けされています。

小郡店

小郡店

小郡店

原田店

当日のメニューは当日のお楽しみ♡
（写真はイメージです）

厳選された材料で作られているTAMAHOKOさんのおやつについて、さらに知りたい方は、

TAMAHOKOさんのホームページやFBをご覧くださいね♡こだわりが伝わってきます♡

はじめての瞑想体験♡～よりHAPPYな人生を送るための術～

姿勢のためのヨガ
＆ご褒美リストラティブ

背骨のゆがみをチェックして
動きの基本に立ち返ろう！
普段、力が入っているカラダの部分をゆるめて、
快適にポーズに入りましょう！
しっかり動いた後には、極上のリラクゼーション
のご褒美で、心身ともに幸せになりましょう♡

“本当の自分と向き合う時間”を
普段どのくらい持ってますか⁉️
現代社会の日常は"やらなければならない事”に
追われてばかりに…本当の私のやりたい事って何⁉️
私は何にワクワクするんだっけ⁉️
私の生き甲斐なんだっけ⁉️ というように、何の
為に生きるのか見えなくなる事はないですか❓
そんな時こそ、“本当の自分と向き合う時間”
を自分の為に作ってみませんか???
そんな時間を過ごすのが、メディテーションクラスです。
難しい事はしません！リラクゼーション感覚でご参加くださいね

イベント♡１２０分スペシャル

アロマオイルを使用して足裏からリンパを流す
とともに、足のゆがみを整えよう！
「立つ」「歩く」動きが楽になります！！！
足裏が整うと、「足もまっすぐ！背中もまっすぐ！」
ご自宅でできるセルフケアをお伝えします(^^)/

足うらから整えよう！
フットセラピー！

アロマdeリンパヨガ
～足ぽかぽか肩首を整えるリラックス時間～
日々の忙しい毎日の中で、立ち止まる時間を過ごしませ
んか？ヨガは自分自身の土台を強くする練習を繰り返し
ていきます。その土台は、足から始まっています。
日頃がんばって自分を支えてくれている足に感謝を込め
ながら、あたためて、足どり軽く、心もるんるんに♪
肩首まわりをオイルで触る癒しの時間もありますよ♡

追加のお知らせ ＜6月のヨガイベント＞＜6月のおいしいマルシェ＞

sayuri
haruna

nao
eriko

２時間:２ポイント(フリー会員様+550円)

アロマオイル代+200円(ご自身のNCAオイル持参の場合は不要）

通常の持参物+靴下、ゆったりとしたボトムスでご参加ください

通常の持参物+靴下、ゆったりとしたボトムスでご参加ください

アロマオイル代+200円(ご自身のNCAオイル持参の場合は不要）

６／１（火）１４：１０－１５:２０ ６／１３（日）１３：５０－１５：００

６月のおいしいマルシェ

６／３０（水）１３：３０－１４:４０６／３０（水）１１：００－１３:００

６月のヨガイベント



オンラインヨガ受講時注意点

①カード記入方法

こんな悩みを本気で改善したいあなたへ

ポジティブになりたい！

前向きになりたい！

血行促進したい！

冷え性を改善したい！

デトックスしたい！痩せたい！

肩こりを改善したい！

頭痛を改善したい！

ゆがみを改善したい！

姿勢を良くしたい！

生活にハリを持ちたい！

健康な心と体になりたい！

代謝を上げたい！

体の硬い私ですが レベルを

選べるので安心して楽しくレッ

スンを受けています。手放せな

かった頭痛肩凝りの薬がいらな

くなりました！

かれこれ９年ほど通っています。

めまいがあり、季節の変わり目によく体調を

崩していた私ですが、通いだして、先生が何

度もいわれていた呼吸を意識し始めてから、

それらの症状が無くなりました。

先生やスタッフの皆さん、とても優しくて素

敵で、お話をしたら気持ちも前向きになれて

KURAと出会えて大変嬉しく思っています☻

ヨガでダイエットがしたいと始めました。

１年後の健康診断ではウエストマイナス

10cm以上の結果に喜び、続けています！

今では体調維持をはじめ、小郡店の２階か

らみる空の美しさや風を感じられるヨガで

リフレッシュできています！

②テレビとスマホをつなぐ

超おすすめの３つのコース！あなたはどれに

する？！１回あたりも超お得！！
なんと上記３つのコースではオンラインヨガも

毎月１回受講プレゼントあり(^^)/
２店舗フリー＆年一括も、毎月４回オンラインヨガプレゼント！

※オンラインプレゼント分は翌月繰越、翌月前倒しは不可。

※Android等、iPhone以外の機種の場合は、テレビとつなげる機能がない場合が

ございます。ご自身の機種の機能を確認いただき、テレビとつなげられるか

どうか、その方法について家電量販店や通信会社へお問合せください。

ＫＵＲＡのヨガは、

わずか１２名という少人数制！！

少人数だからこそお一人お一人に寄り添い、

よく見て皆さまへアドバイスが出来ることで

お悩みを解消していきます。

また、密になることも無く、安心して

レッスンにご参加いただけます。

ヨガでカラダの不調を改善するためには、

まず硬くゆがんだカラダを緩めて、

歪みを整えてからポーズに入ることが

改善への早道となります。

カラダを緩めてから本来のカラダの動きを引き出し、

呼吸に合わせてポーズを行うことで、

コアを安定させて

より正しい姿勢を取り戻していきます。

クラスでは正しいカラダの使い方を

徹底的に学んで、正しく動かすことを覚え、

本来あるべき位置に姿勢を戻すことを目指します。

お悩みを改善している皆さまは、

月６回・月８回・受け放題コースで

継続利用されています！

お悩み改善なら絶対おすすめコース

お客様の喜びの声をご紹介！


