
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 <10.11月毎週＞

やさしい 8:20-9:30 朝活！ヴィンヤサ 7:00-8:00

8:45-9:45 フローヨガ ベーシック フローヨガ サンライズフロー

9:30-10:30 9:30-10:40 9:30-10:40 9:30-10:30 9:30-10:40 9:30-10:40 オンラインヨガ 9:30-10:40 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 ベーシック ベーシック eriko ベーシック eriko 8:20-9:30

yuki ヨガ ベースヨガⅠ sayuri ヨガⅠ＆セラピー ヨガⅠ＆セラピー ヨガ０ 9:00-10:00 ゆがみリセット

eriko nao azusa sayuri sayuri オンラインヨガ ＆ベーシックⅠ

9:40-10:50 nao 9:45-10:55 nao

アクティブ 10:00-11:10 ベーシック 10:00-11:10

11:00-12:10 リズムフローヨガ アライメント ヨガⅠ ベーシック

ベーシック 11:10-12:10 11:10-12:20 11:00-12:10 11:10-12:20 11:10-12:20 misako ベースヨガⅡ eriko ヨガⅠ

ヨガⅠ オンラインヨガ やさしい やさしいフロー 姿勢のための 姿勢のための 11:15-12:25 11:15-12:25 eriko nao

yuki eriko チェアヨガ ＆リストラティブ ヨガ チェアヨガ 中級ポーズを やさしいフロー

sayuri sayuri nao nao 学ぶヨガ ＆リストラティブ 11:20-12:30 11:45-12:55 10:10-11:10

12:40-13:50 12:40-13:50 eriko azusa 体幹！ 骨盤調整ヨガ 11:30-12:40 オンラインヨガ

ボディメイク デトックス 12:45-13:55 中級ヨガ eriko 極上チェア haruna

ピラティス シェイプ 13:00-14:00 アライメント 13:00-14:10 13:00-14:00 nao セラピー

yuki フローヨガ オンラインヨガ ベースヨガⅠ ゆがみリセット 13:10 -14:20 オンラインヨガ eriko 11:40-12:50

eriko sayuri eriko アロマリラックス 骨盤調整 azusa やさしい

nao ヨガ フローヨガ

14:30-15:40 14:30-15:40 eriko 第１sayuri

骨盤調整& ワークアウト 第2.4 misako

リストラティブ ヨガ 第３ haruna

ヨガ azusa 13:10-14:20 <第３以外> 13:30-14:40 13:20-14:30

nao <第２.３> チェアヨガ＆ 13:30-14:40 ベーシック アロマde

<第２.４> 19:00-20:10 リストラティブ ゆるめるヨガ ヨガ０ リンパヨガ

18:30-19:40 19:00-20:10 18:30-19:40 やさしいフロー 18:30-19:40 nao ＆リストラティブ yuki 第２.4 misako

ベーシック コアベーシック <第２> ベーシックⅠ ＆リストラティブ 姿勢調整 eriko 第３haruna

ヨガ０ eriko 18:30-20:30 ＆セラピー 第２ eriko ピラティス 15:00-16:10 <第３> <第１＞

nao <第１.３.５＞ 2時間 eriko 第３ haruna yuki 女性のための 13:30-14:40 15:10-16:20 13:20-14:30

20:00-21:10 スペシャル <第(1)４> 癒しヨガ やさしいフロー 姿勢調整 リラックスヨガ＆

20:10-21:20 やさしいフロー イベント　nao 20:10-21:20 19:00-21:00 nao ＆リストラティブ ピラティス メディテーション

ベーシックⅠ ＆リストラティブ ゆるめるヨガ＆ 2時間スぺシ <第2.４> haruna yuki sayuri

＆セラピー eriko リストラティブ ャルイベント 20:10-21:20 13:10-15:10 <第３> 10/30. 11/20. 12/18

nao <第２.４> eriko eriko/nao ベーシックⅠ 2時間 15:10-16:20 15:00-17:00

20:40-21:40 20:40-21:40 ＆セラピー スペシャル ゆったり太陽礼拝 2時間スペシャル

オンラインヨガ オンラインヨガ yuki イベント　nao ＆リストラティブ イベント　

eriko haruna haruna eriko＆nao

日曜日

月

曜

🌼

小

郡

店

定

休

日

金

曜

🌼

小

郡

店

定

休

日

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

2022.10-12月
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】

定休日＆【原田】10/1(土)2(日)10(月㈷)／11/1(火)3(木㈷)／12/1(木)30(金)31(土)
メンテナンスDAY【小郡】毎週月曜＆金曜／10/1(土)2(日)／11/1(火)／12/1(木)30(金)31(土)

短縮営業日【原田】11/23(水㈷)／12/29(木)【小郡】11/3(木㈷)23(水㈷)／12/29(木)
年末年始のお休み【原田】12/30(金)－1/5(木) 【小郡】12/30(金)－1/6(金)

10/6(木)は、秋を感じるアロマキャンドルヨガ
12/22(木)はクリスマスキャンドルヨガ！
詳細はイベントページでぜひご確認下さい！

初級Ⅰ→

初級Ⅱ→

初中級→

中級→

中級Ⅱ→

動くレッスン
マーク表示

体をゆるめる
癒しのレッスン
マーク表示

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➡

クラスの強度
マークで確認

NEW

NEW

10月のみ
第5：10/30

sayuri

10月のみ

第1：10/6  eriko <イベント>

第2：10/13 haruna
第3：10/20  eriko
第4：10/27 nao<イベント>

12月のみ
月２回開催！
12/11・12/25

10月のみ
第5：10/30

sayuri



mon tue wed thu fri sat sun
8:45-9:45

9:30-10:30 9:30-10:30 9:00-10:00
10:10-11:10

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

haruna(小郡)

eriko(原田)

13:00-14:00 13:00-14:00

sayuri(小郡) azusa(原田)

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

eriko(小郡) haruna(小郡)

①９：００-１０：１０ sayuri
ベーシックヨガ１＆セラピー

②１０：４５-１１：５５ sayuri
やさしいチェアヨガ

③１２：３０-１３：４０ yuki
姿勢調整ピラティス

④１４：１５-１５：２５ yuki
ベーシックヨガ０

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

身体ゆるめる
フローyoga＆
ストレスリリース瞑想

チェアヨガで
キレイな姿勢に
なる！！

呼吸で深める
やさしいフロー
ヨガ

疲れをとる！
カラダ回復ヨガ

ストレッチポール
deゆがみリセット
＆朝ヨガ

背骨が
目覚めるヨガ

ゆったり
太陽礼拝＆
ぷちヨガニードラ

日頃から丸い背中によって、
姿勢がきついことがありませんか？
背中や肩甲骨、腕を意識したり、骨
盤を意識して、良い姿勢を保てるカ
ラダづくりをしましょう。はじめて
の方でも受けていただけます。日曜
日の朝、お休みの始まりに、カラダ
をすっきりしましょう

ストレッチ
ポールをお持ち
でない方でもご
参加可能です。

2022.10-12月

姿勢を整える
やさしいヨガ

ほぐした後に、動きをやさしくした太陽礼拝の練習を

します。呼吸と動きを合わせた心地よさを味わいま
しょう。太陽礼拝で代謝が上がった後、プチご褒美＝
ヨガニードラという寝たままの瞑想で、少しの時間で

すが、リラクゼーションTimeを共に過ごしましょう。

ストレッチ
ポールを使用！
お持ちでない方
はバスタオルで
ご参加可能です。

①８：００-９：１０ eriko 
ヴィンヤサフローヨガ

②９：４０-１０：５０ eriko
ベーシックヨガ１＆セラピー

③１１：２０-１２：３０ nao
姿勢のためのヨガ

④１３：００-１４：１０ nao
女性のためのリストラティブ

①８：００-９：１０ nao
ベーシックヨガ１

②９：４０-１０：５０ nao
姿勢のためのチェアヨガ

③１１：２０-１２：３０ eriko
中級ポーズを学ぶヨガ

④１３：００-１４：１０ eriko
骨盤調整ヨガ

【オンラインヨガ】
◎８：４５-９：４５ eriko

１１／２３（水㊗）

１１／３（水㊗）※原田店休み

原

田

店

小

郡

店

小

郡

店

①１０：００-１１：１０ sayuri
ベーシックヨガ１

②１１：４５-１２：５５ sayuri
やさしいフロー＆リストラティブ

③１３：３０-１４：４０ yuki
姿勢調整ピラティス

④１５：１０-１６：２０ yuki
ベーシックヨガ１＆セラピー

【オンラインヨガ】
◎８：３０-９：３０ sayuri

第２・第４に開催

オンラインヨガで
ヨガ習慣を強化！
日々ステップUP!!

どこでもできる

Online♡Yog

１２／２９（木㊗）※2022年最終営業日のレッスン

原

田

店

①８：００-９：１０ nao 
ベーシックヨガ１

②９：４０-１０：５０ nao
姿勢のためのヨガ

③１１：２０-１２：３０ eriko
デトックスシェイプフローヨガ

④１３：００-１４：１０ eriko
骨盤調整ヨガ

【オンラインヨガ】
◎８：４５-９：４５ eriko

小

郡

店

短縮・特別営業日スケジュール
※第１・３・５

は開催なし



１０・１１・１２月イベント紹介

小郡店

９０分スペシャル

１ポイント+５５０円

日常の生活の中で無意識に緊張して硬くなった身体をゆったり
としたyogaでほぐしていきます！
最後の10分間は、心の中に溜まったストレスや疲労を瞑想で
癒やしていきます。みなさんのご参加をお待ちしています♪

小郡店

クリスマスキャンドルヨガ＆ディープリラックスヨガ

夜のディープリストラティブヨガ

このクラスでは古代インドから伝わる順番の決まった太陽礼拝という
フローヨガを練習します。呼吸と動きを心地よく連動させて、爽快感を
味わいましょう。代謝もあがります！動いた後は、休息・回復のヨガで
自分を癒す時間です。動くヨガと静かなヨガをいましょう！

月１回のNEWクラスの紹介

木曜19:00-20:30 12/22 担当：nao

木曜19:00-21:00 担当：nao

10/27・11/24

１２０分スペシャル
２ポイント
フリー＆年一括＋７５０円

この秋冬のイベントは

わたし、naoとともに！

お待ちしています♪

座位のリラックスポーズとリストラティブヨガの組み合わせで、
心も体も緩めていきます！忙しい毎日を過ごしているあなたへ♡
クリスマスには特別な時間で、自分にご褒美を♡たっぷりの癒しの
空間と時間を過ごして、自分時間を楽しみましょう！

日々疲れている方！ 寝ても疲れが取れない方！
眠りが浅かったり、夢ばかり見る方！心の疲れを感じる方！などなど・・・
ゆっくりと休めていない方は、夜のディープリストラティブヨガをお試し下さい。
体も心もほぐされて、静かに自分を向きあって過ごす時間が、あなたの元気を呼び戻
していきます。１２０分のたっぷりディープな癒し時間を過ごしましょう！

日曜13:20-14:30 10/30・11/6・12/4 担当：sayuri 土曜15:10-16:20 10/15・11/19・12/17 担当：haruna

小郡店 小郡店

学ぼう

正しいカラダの使い方を知る！あなたのヨガが進化する！

初級！学ぶヨガ！３回コース！

日頃 や 受講の方向け

ヨガを初めて間もない方OK！

10/30㈰・11/20㈰・12/18㈰

１５：００～１７：００

２時間２ポイント(フリー＆年一括+750円)

小郡店

eriko＆nao

◎ヨガは少しずつ

慣れてきたけど、上手

にポーズがとれない！

◎正しくできているか

自信がない！

◎ポーズをもっと

上手になりたい！

◎コツを覚えて効果

を出したい！

ヨガのポーズを上手に

なるには、

『正しいカラダの使い方を知る』

ことが大切です。まずは、

基本から正しく学びましょう！

eriko＆naoで、みなさんが

しっかり理解できるように

全力でサポート

しますね！

☆『３回の受講』
をおススメします！

☆今年中にヨガを
深めたい方

もっと上達したい方
ぜひご参加下さい♪



原

田

店

＜筑紫野原田店＞

連絡先：０９２－４０８－１６２５

LINE：yogakura 定休日：毎月１日

【原田店の電話📞受付可能時間】

月） １０：３０－１４：３０

火・金） ９：００－２０：３０

水） １０：３０－１６：３０

木） ９：００－１３：３０

土） １０：３０－１５：３０

日） ７：４０－１５：３０(月2回)

【原田店のフロント不在時間】

土） ８：００－１０：３０

日） 7 ：４０－１０：３０(月2回)

※↑日曜は月2回フロントが勤務します

ヨガスタジオKURA両店舗のお電話受付、各店舗のフロント不在時間のお知らせ

ご相談やご連絡、体験のお申込みなど、店舗へのお電話をいただく場合は、下記の時間内に、

お電話をいただきますように、ご協力をお願いします。また、手続きやお買い物など、店舗に

お越しいただく場合は、下記掲載の＜フロント不在時間＞に、お気をつけください。

小

郡

店

私たちがご対応させていただきます！

よろしくお願いいたします♪

電話受付可能時間、スタッフ不在時間等、

ご確認いただき、ご協力いただけたら幸いです♡

【小郡店のフロント不在時間】

火） ９：００ー１０：３０

１４：３０－２０：３０

木） ８：００－１２：００

※↑フロント不在の場合がございます

両店上記の時間には、フロントスタッフが不在となります。インストラクターが受付を行いますが、電話で

のお問合せ、退会や休会、コース変更、取り置き商品の受け渡しや書類の手続き、ショップの買い物などの

ご対応ができかねます。恐れ入りますが、フロントスタッフが店舗にいる日時にお越しください。

また、原田店が対応できない時は小郡店へお問合せ下さい。不在時間をご確認の上で、お越しください！

＜小郡店＞

連絡先：０９４２－２５－８６３７

LINE：yogakura3 定休日：毎週月金

【小郡店電話📞受付可能時間】

火）１０：３０－１４：３０

※↑14時半以降、フロント不在の為、

電話・店舗での受付ができません

水） ９：００－２０：３０

※↑14時半-17時不在の場合がございます

木） １２：００－１９：３０

土・日 ） ８：００－１５：００

10・11・12月のイベント紹介

１２０分間の深い休息時間を得るためのディープリストラティブヨガ

常に心地よさが最優先され、「積極的な休息」と言われる

極上のリラクゼーションヨガ‼常に、忙しく動いている頭の中をお休みして、

休息の時間を与えましょう！何もしないという意識が、あなたのエネルギー

を再構築していきます！私たちのカラダには自然治癒力が備わっていますが、

緊張や強いストレス状態が続いてしまうと、自然治癒力が発揮できなくなって

不調がカラダに表れてきます。眠っても疲れが取れない方、

常に心配事がある方、ほてりやめまいがある方へオススメです！

「積極的な完全なリラクゼーション」生き生きとしたあなたを甦らせます！

１２０分スペシャル
２ポイント
フリー＆年一括＋７５０円

土曜13:10-15:10 担当：nao

10/8,22・11/12,26・12/10,24

姿勢のためのチェアヨガ＆ナイトセラピー

チェアを使ったヨガは、動きにくいポーズの助けになって、普段、

体の固くなった部位を動かしやすくしてくれる、とても便利な道具！

前半は筋肉を意識して、体とマインドを整える時間を過ごし、

後半は、たっぷりの癒し時間を心身の内外へと与えて、

肉体・思考・精神的な疲労回復を目指しましょう！

１２０分スペシャル
２ポイント
フリー＆年一括＋７５０円

水曜18:30-20:30 担当：nao

10/12・11/9・12/14

原田店

原田店

２４時間

ご予約可

秋を感じるアロマキャンドルヨガ

毎回、大人気のキャンドルヨガ♡ 秋の風を感じながら、キャンドルの灯りの中

で、極上の癒しを体験しませんか？いつもと違う、幻想的な空間で、カラダもコ

コロも、ゆるゆるに♡ 自律神経も整い、あなたのご褒美ヨガになる事でしょ

う！まだ受けて無い方も、癒されるキャンドルヨガを体験しよう！

９０分スペシャル

１ポイント+５５０円

小郡店

木曜19:00-20:30 10/6 担当：eriko


