
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 8:20-9:30 朝活！ヴィンヤサ 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 9:00-10:00 9:10-10:20 オンラインヨガ 9:10-10:20 misako ヨガⅠ＆セラピー eriko 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 9:30-10:40 ベーシック eriko ベーシック eriko 9:45-10:55

yuki ヨガ ベースヨガⅠ sayuri ベーシック ヨガⅠ＆セラピー ヨガ０ 9:00-10:00 ベーシック

eriko nao ヨガⅠ＆セラピーsayuri haruna 9:40-10:50 オンラインヨガ 9:45-10:55 ヨガⅠ

azusa アクティブ nao ベーシック nao

10:30-11:40 10:30-11:40 リズムフローヨガ ヨガⅠ

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

ヨガⅠ 11:00-12:00 やさしい ヨガⅠ 11:10-12:20 11:00-12:10 11:00-12:10 11:00-12:10 アライメント オンラインヨガ

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 やさしいフロー ベースヨガⅡ haruna

eriko sayuri ヨガ チェアヨガ 学ぶヨガ ＆リストラティブ 11:20-12:30 eriko 11:30-13:00

12:20-13:30 12:20-13:30 nao nao eriko azusa 体幹！ ヨガを 11:30-12:40

ボディメイク アライメント 中級ヨガ 11:40-12:50 楽しむ！！！ やさしい

ピラティス 12:40-13:50 12:40-13:40 ベースヨガⅠ 12:45-13:45 nao 骨盤調整ヨガ イベントクラス 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 オンラインヨガ eriko haruna

シェイプ sayuri ゆがみリセット 骨盤調整 azusa

フローヨガ アロマリラックス ヨガ 13:10-14:20 13:20-14:30 11:30-12:30

eriko nao eriko チェアヨガ＆ ゆるめるヨガ＆ 13:40-14:50 オンラインヨガ

リストラティブ リストラティブ ベーシック nao

nao eriko ヨガ０ 13:15-14:25

14:30-15:40 14:10-15:20 14:30-15:40 13:30-14:30 yuki アロマde

骨盤調整& ワークアウト コアベーシック オンラインヨガ リンパヨガ

リストラティブ ヨガ ヨガ haruna haruna

ヨガ azusa azusa 15:00-16:10 15:00-16:10 15:30-16:40

nao 女性のための やさしいフロー カラダ調整

癒しヨガ ＆リストラティブ ヨガ＆セラピー

18:30-19:40 18:30-19:40 18:30-19:40 18:30-19:40 18:30-19:40 nao haruna yuki

ベーシック ゆるめるヨガ＆ 19:00-20:10 やさしい ベーシックⅠ 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 アライメント ＆セラピー やさしいフロー ピラティス

haruna nao ベースヨガ eriko ＆リストラティブ yuki

eriko nao haruna

20:10-21:20 20:10-21:20 20:00-21:10 20:10-21:20

ベーシック ベーシックⅠ ゆるめるヨガ＆ ベーシックⅠ

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

haruna nao オンラインヨガ eriko オンラインヨガ yuki

eriko haruna
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mon tue wed thu fri sat

時間変更の確認を →

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】

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≫

2022.1-3月
定休日＆【原田】1/1(土)-5(水)／2/1(火)＆11(金)／3/1(火)＆21(月)＆31(木)
メンテナンスDAY【小郡】毎週月曜＆金曜／1/1(土)-5(水)／3/31(木)

増設

特別営業日【原田＆小郡】1/10(月祝)／ 2/23(水祝)
♡２/２３(水祝)感謝の気持ちを込めて＜ぜんざい会＞開催♡

クラスマーク説明

2022年も日常にYOGAを

月２回開催↓

♡土曜日の原田店は１クラス増設♡

月２回開催↓

14:10-15:40

アーユルヴェーダ, 

ヨガニードラ,瞑

想など sayuri

13:00-14:30

美脚コンディショ

ニン グ 月２回

nao

↑月２回イベント

月２回イベント↓

月２回イベント↓



mon tue wed thu fri sat sun
8:30-9:30

9:00-10:00
9:00-10:00 9:00-10:00

eriko (小郡)

11:00-12:00 nao (小郡) 10:00-11:00
yuki (原田) sayuri(原田)

eriko(原田) haruna(小郡)

12:45-13:45 11:30-12:30
12:40-13:40

13:30-14:30

azusa(原田) nao(小郡)

sayuri(小郡) haruna(小郡)

20:40-21:40 20:40-21:40

eriko(小郡) haruna(小郡)

KURAオンラインヨガ 筑紫野原田＆小郡 配信タイムスケジュール
クービック(アプリ)より受付中！

＼ご予約はこちら／

爽快！朝の
ストレッチ
ヨガ

ヒップアップ
コアベーシック

足の冷えを
とるヨガ
＆癒しの瞑想

チェアヨガで
キレイな姿勢に
なる！！

冷えと
さよなら
ポカポカヨガ フットリンパ

セラピー＆
ぷちヨガ二ードラ

女性のための
癒しのヨガ

ストレッチポールde
ゆがみリセット
＆朝ヨガ

NCAオイル：5500円(税込)

店舗にて２種「流・暖」販売

NCAオイルがおススメ！

背骨が
目覚めるヨガ

KURA 筑紫野原田店＆小郡店 お問合せ先

＜筑紫野原田店＞
連絡先：０９２-４０８-１６２５
LINE：yogakura 定休日：毎月１日
電話受付時間：
月火金➡9:00-20:00 
水➡9:00-19:00 木➡9:00-13:30
土➡8:00-16:30
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：毎週月金
電話受付時間：
火➡10:00-20:30 水➡9:00-20:00
木➡1130-20:30
土➡8:00-16:00/ 日➡8:00-14:30
住所：小郡市横隈822-5

(如意輪寺カエル寺近く)

ホームページ:https://yogakura.com/

↑LINE QR↑LINE QR

２４時間ご予約可 予約システムクービック

お手持ちのオイルかクリーム、靴下、バスタオル、
スポーツタオルをご準備ください♡
ゆったりしたボトムスでご参加くださいね！

ベーシック０
＆夜セラピー

1/9、1/23、2/6、

2/20、3/6、3/20

月２回開催！

深～い呼吸でカラダ全体に酸素を送り、体の流れを生み出して
いきます。前半はリラックスしながら座りのポーズ、後半は立
ちのポーズへ！スッキリしていく体へ！全身に酸素が巡り、体
が軽くなって快適に動く体に変化します！楽しい休日に気持ち
もアップし、やりたいことがやれる自分に変わりましょう♡

ストレッチポールを
持っていない方でも
ご参加が可能です◎

2022.1-3月

呼吸と体を
つなぐヨガ

肩首整え♡
ゆっくりヨガ

1/16、１/30、 2/13、

2/27、3/13、3/27

月２回開催！

日頃から疲れがたまり、慢性的に硬さを感じる肩
や首。肩や首周りを楽にしていけるように、背中
の筋肉を意識した動きやヨガのポーズを行います。
座位の時間が長く、初めての方でも参加しやすい
クラスです。お休みの日の整え時間に♡

足先が冷たーくなっていませんか？冷えは
身体に様々な症状をもたらします。セルフ
マッサージで全身の血行を促進し、ヨガの
アーサナで内側から熱を生み出しましょう♡

ストレッチポールを使
用します！お持ちでな
い方はバスタオルでも
ご参加いただけます◎
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