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LESSON名 強度 先生 内容・メッセージ

8:30 - 9:30
ローラー＆プチトレ

全身調整
1 ありこ

ローラーを使って身体をほぐし、マッサージも取り入れながら全身を整えていくクラスです。

後半にはプチトレで引き締め効果を目指しましょう！

全身を整えて一日の始まりを爽やかに！眠くなったらそのままお休みされてもいいですよ^ ^

10:00 - 11:00 身体を整えるヨガ 1～2 sayuri

日常生活の癖や使い方の偏りは体の歪みに繋がります。

ゆっくりとした呼吸と共に丁寧に体を動かして、

バランスの良い体を目指していきましょう。

12:00 - 13:00 美body make 2～4 Motoco
筋力トレーニングの基礎をリズムに合わせて行うクラスです。

BOOT CAMPの入門クラス的初心者の方にも丁寧に基本的なフォームやトレーニングをお伝えしていきます。

18:30 - 19:30
ローラー＆美

～flow yoga～
1～2 Ayaka

1日の疲れをご自身の呼吸の流れと共に全身ローラーで解きほぐします。

その後少しずつストレッチ、しなやかなヨガの動きに繋げ

フローで心地良く身体をゆったり動かしていきます。

19:45 - 20:45
お腹＆お尻に

集中の60min
2~3 AKANE

気になるお腹、お尻周りを中心としたエクササイズ！

｢鍛える｣だけではなく、ピラティスの要素を取り入れながら、｢整えながら鍛える｣ことで、

しなやかで美しい身体を目指していきます！

LESSON名 強度 先生 内容・メッセージ

10:00 - 11:00
stretch

～フローピラティス～
1～3 Ayaka

ストレッチと基本のピラティスの動きに合わせ、芯のある柔らかな女性らしい身体へと導きます。

女性が求める鎖骨ライン、綺麗なくびれ、ふんわりヒップ作り♡

少しキツい動きもありますが、ストレッチを取り入れて全身を整いやすく。

繰り返す事で身体のラインが変わります🎵

11:30 - 12:30

NEW!!

心と身体の

デトックスyoga

1～3 Nao

後屈の動きを取り入れて心地良く胸を開く事で心身共に解放されやすくなります。

また後屈は女性ならではの美しいシルエットを作ります。

前半は丁寧にしっかりと動いて胸を開いて身体を解放させ、後半にはリラックスしながら内側からご自身を整えていきます。

13:30 - 14:30
NEW!!

ヒップメイクヨガ
2～3 asuka

蓄積された老廃物で出来やすいセルライトを筋膜リリースでほぐしながら、

ヨガでお尻の筋肉をしっかり使いヒップメイクしましょう。

呼吸とポーズでリンパの流れも改善しスッキリとした感覚へ導きます。

時間

月曜日【常温】

時間

月曜日【岩盤】 CHIAKISS ヨガレッスン内容紹介
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LESSON名 強度 先生 内容・メッセージ

8:30 - 9:30 膣呼吸ヨガ 0～1 kiyo

女性にとってとても大切な骨盤底筋ですが、

直接動かすことがとても難しく意識しづらい筋肉です。

骨盤底筋を意識した呼吸法や骨盤底筋と連動した筋肉を間接的に動かす方法などを、

骨盤底筋トレーニングヨガ指導者がしっかりお伝えします。

産後のカラダケア、下腹ぽっこり、ヒップアップ、尿もれ予防などに効果的です♡

10:00 - 11:00 ハタヨガベーシック 1～2 YURI

ハタヨガは、１つ１つのアーサナに時間をかけ丁寧に行っていきます。

簡単なポーズをとっているはずなのに、丁寧に行うと、身体への効き方が随分違うことを実感して頂けます。

ハタヨガではバンダという技法を用いて、解剖学的に言うところの腹横筋や骨盤底筋を使っていきます。

この2つは私達の体幹（コア）を支える重要な部位にも当たりますが、日常生活では意識しないため緩みがちなっている方も

多くいます。普段の生活では鍛えられない筋肉や骨なども積極的に動かして、巡りのいい身体をつくっていきましょう。

11:30 - 12:15 ステップEX～初級～ 2~4 Motoco

ステップ台を使用し、音楽に合わせながら昇降を繰り返し有酸素運動効果を体験しながら脂肪燃焼をしっかり行い、

さらに筋力トレーニングにも効果を発揮し、基礎代謝を上げます。

まずは第一に楽しみにながらエクササイズを行うクラスです。出来る出来ないではなくまずは挑戦してみませんか？

第一歩そして継続がご自身の理想bodyの結果になると思います。諦めないでぜひ一緒にmakingしましょ。

13:00 - 14:00 美的計画ボディメイク 3～4 Masumi
ストレッチ、自重トレーニング、クールダウン。

音楽で楽しくトレーニング！女性らしく健康的できれいな身体作りをし、素敵なライフスタイルにしましょう！！

18:30 - 19:30 デトックスフローヨガ 2 mikalino
呼吸に合わせて基本的なヨガのポーズを流れるように繋げ、全身の巡りを良くします。

体、ココロのデトックスで心地よい時間を。

19:45 - 20:45 アンチエイジングヨガ 1～2 mina

年齢と共に気になる部部、特にお腹を引き締めながら、呼吸と共に気持ちよくカラダをほぐしていきます。

リンパの流れが良くなり、むくみ解消にもつながります。

少しずつ楽しみながらカラダをかえていきましょう！

LESSON名 強度 先生 内容・メッセージ

9:00 - 10:00

NEW!!

しなやかボディヨガ

～カラダの使い方～

2 MAMI

朝一番のヨガで、固まった筋肉をほぐし、各関節周りの詰まりを解くことで身体の動きをスムーズに。

自分の身体の特徴を知り、自分にとってより良い身体の位置づけを体感するように練習しながら、

しなやかさと力強さを兼ね備えたバランスある身体を目指します。

心身のエネルギーが満ちてクラス後には爽快感を充分に感じて頂けるクラスです。

10:30 - 11:30 バレエヨガ 1～3 Rie
ピアノミュージックと共に心身の美を追求するクラスです。

インナーマッスルを意識しながらしなやかで締まりのある身体を作ります。

ヨガの中にほんの少しバレエの要素をプラスしてあげることによって背筋がしっかりと伸び美しい姿勢を目指すことができます。

火曜日【岩盤】

時間

火曜日【常温】

時間
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LESSON名 強度 先生 内容・メッセージ

8:30 - 9:30
お目覚めyoga

withアロマ
0.5～1 mikalino

レッスン開始5分はうつ伏せから内臓を温め、そして仰向けシャバーサナで

ゆっくりジワジワとカラダを内側、外側から温めます。(イントラによる調整も)

骨盤、股関節、背面をヨガのポーズやセルフマッサージでほぐし、無理なくカラダを整え1日の始まりのスイッチを。

10:00 - 11:00
骨盤ヨガ

ｱﾛﾏの香りに包まれて
1～2 ありこ

アロマの香りに助けられながら、骨盤周りの筋肉を動かしてつまりを解消し、バランスの取れた身体を目指します。

寝ポーズが多く含まれますので、初心者の方も安心してご参加いただけます。

毎回変わるアロマの香りの漂う中で、気持ちよく身体を動かしましょう。

香りを楽しみ、アロマの効能も感じながらヨガを行い、気持ちよくすっきりとした気分と身体で、軽やかに1日を始めましょう！

11:30 - 12:30 Motoco Boot Camp 3～5 Motoco

筋力トレーニング中心のクラスです。ダンベルやマットを使い全身の筋力トレーニングをクラブミュージックに合わせて行います。

引き締め効果はもちろん、心肺機能の向上、全身持久力の向上にも向いており、ダイエット、

健康維持など総合的な効果が期待できるクラスを楽しみながら行っていきましょう！

12:45 - 13:30 リラックスストレッチ 1 Motoco

普段の生活で使う筋肉をリラックスしながら

基本的なストレッチで呼吸と共におこなうクラスです。

柔軟性も高めセルフストレッチも学べるクラスになります。

18:30 - 19:30 ゆったり動くデトリラックス

withローラー

2 Ayako

普段のストレッチやヨガのポーズだけではほどけない体の部位をローラーを使いほどきます。

同時に血行が促進され、代謝も上がります。

後半はほぐれた体で呼吸に合わせてゆったりヨガを行なっていきます。

ゆったりな動きでも内側から心地の良い汗が流れ、スッキリ出来ますよ！

19:45 - 20:45
ポールドブラ

～ballefit～
1 ゆう

ポールドブラとは、腕の運びという意味を持っているのですが、

実際にバレエで使うポールドブラで大切なことは、腕の形だけではありません。

腕、手首、指先、顔の向き、背中など、上半身全体を使います。

バレエ特有のエレガントな動きをしながら美しいbodyを作りあげていきましょう♡

LESSON名 強度 先生 内容・メッセージ

10」00 - 11:00 呼吸ヨガwithアロマ 1 yoco

身体の使い方を丁寧に説明し、呼吸とポーズをつなげていく”リラックスフロー”のクラスです。

呼吸を深めたことで得る心身の心地よさを感じていきましょう。

はじめての方も安心してご参加下さい。

11:30 - 12:30
NEW!!

メリハリbody training
2~4 odaaya

元バレエダンサーが教えるストレッチや可動域を上げるトレーニングから始まり、

メリハリボディを作るお尻トレーニングや燃焼系トレーニングまでを60分で行います。

時間

時間

水曜日【岩盤】

水曜日【常温】
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LESSON名 強度 先生 内容・メッセージ

8:30 - 9:30
morning aroma 

stretch
0.5～1 ゆう

ストレッチをして筋肉のコリをほぐし、血液の流れを良くしていきます

ローラーを使って筋膜リリースをし、伸びたり、ひねったり、ゆすったり、心地よい朝を一緒に過ごしましょう♪

ストレッチは顔のくすみやボディのむくみを軽くするなど、様々な美容効果が期待できます。

冷え性、むくみ、コリ、便秘、体調不良を感じやすい方etc…全身をぐぐーっとストレッチして、

しなやかなボディラインを作っていきましょう♪無理のない範囲でゆったりとした気持ちで行い、身体の美のスイッチをONに♡

9:45 - 10:45
しなやかストレッチ

&ひきしめトレーニング
2~4 SHIZUE

凝り固まった関節や筋肉を気持ちよくほぐし、

ダンベルやチューブを使ったトレーニングで全身を引き締めます。

スタイルアップや姿勢改善に是非オススメです！！

11:30 - 12:30 ゆったり動くデトリラックス

withローラー

2 Ayako

普段のストレッチやヨガのポーズだけではほどけない体の部位をローラーを使いほどきます。

同時に血行が促進され、代謝も上がります。

後半はほぐれた体で呼吸に合わせてゆったりヨガを行なっていきます。

ゆったりな動きでも内側から心地の良い汗が流れ、スッキリ出来ますよ！

13:30 - 14:30 美尻ピラティス 3 chisato

美尻にかかせない股関節をしっかりとほぐし、

後半は美尻を作るエクササイズ♡

ヒップアップしたい方や、腰痛のある方にもオススメのクラスです。

18:30 - 19:30
NEW!!

アクティブフローヨガ
2～3 YUMI

呼吸と動きを連動させて、流れるようにアーサナをとっていきます。

いつも忙しい頭の中も疲労が溜まりがちな身体も呼吸に合わせて動くことによってスッキリとした感覚が味わえます。

1日の終わりにしっかり身体を動かして、凝り固まった心と身体をほぐしましょう。

19:45 - 20:45
～心身回復～

リラクゼーションヨガ
1～2 Azusa

その日の疲れを翌日に持ち越さない身体づくりを。

１日の終わりに身体を動かすことで、自律神経を整え、呼吸を深め、身体の冷えや凝り、

疲れを取りぐっすりと質の良い眠りへと導きます。

LESSON名 強度 先生 内容・メッセージ

10:00 - 11:15 ヨガベーシックwithアロマ 1～2 ありこ

身体の使い方を意識しながら、呼吸に合わせて基本的なアーサナ（ポーズ）を行い、

ほどよく全身を整え、不調を緩和していくクラスです。

初心者の方から経験者の方までどなたでもご参加いただけます。

ヨガを通じて自分自身と向き合いながら、呼吸の素晴らしさを感じて頂けたらと思います。

日々過ごしやすくなるかも・・・☆皆様のご参加お待ちしております。

13:30 - 14:45 ボディメイクヨガ 2～3 ヒトミ

骨盤を正しい位置に戻すだけでも、お尻が引き上がったり、脚が長くなりスラッとした状態をキープ出来ます。

上半身の力みが抜けた中での綺麗な姿勢を一緒に目指しましょう。

ヨガを通して、呼吸を通して内外共に整うようにレッスンを進めてまいります。よろしくお願いいたします☆

木曜日【常温】

時間

木曜日【岩盤】

時間
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8:30 - 9:30 ローラー＆美リラックスヨガ 1 Ayaka

朝一呼吸を整える。

ローラーで身体を全体ほぐしながら、少しずつ代謝を上げて軽い動きに入っていきます♡

初心者の方でも入って頂けるゆるヨガです。

10:00 - 11:00 リラックスバレエヨガ 1～2 Rie

バレエストレッチヨガは、岩盤の中で行なう事で身体の芯から温めながら、

怪我をしにくい柔軟性の高い身体を作り上げる事ができます。

呼吸も深く行ないながら心地良く身体を動かします。

11:30 - 12:15 POP　PILATES 4～5 Nayu
LA発！音楽に合わせてピラティスムーブメントとトータルボディワークアウト！

マットの上で踊るようにエクササイズを行います

13:00 - 14:00 マシュマロヒップ 3 Ayako

ツン！と上がったお尻は女性として保っておきたいもの。

マシュマロヒップを目指すには、骨盤を安定させ動作することがポイントです！

お尻を鍛える事により、姿勢改善、腰痛緩和、便秘解消etc…悩める女性の味方のクラスです。

流れるようにヨガポーズとヒップアップトレーニングを行なっていくので汗を流したい方にもオススメです。

18:30 - 19:30

コンディショニングヨガ
2 MAMI

一人一人が持っている本来の身体の機能を取り戻し、

自分のコンディションをより良い状態に導いてゆきます。

ほぐしやストレッチを取り入れ全身の緊張を緩めながら、日々頑張っている心と身体を癒します。

19:45 - 20:45
NEW!!

ヨガ×トレ
3～5 KILALI

ヨガとトレーニングを組み合わせたクラスです！

しなやかで美しく引き締まった身体を一緒に目指しましょう！

LESSON名 強度 先生 内容・メッセージ

10:00 - 11:00 やさしいヨガ 1～2 mina 日常生活で動かしにくいところを動かし、　カラダをラクにして姿勢を改善していきましょう！

時間

時間

金曜日【岩盤】

金曜日【常温】
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8:30 - 9:30 Arom×Yoga バランス 0.5 Azusa

毎週変わるアロマの香りの中、バランスを整え一日が過ごせるような身体づくりをしていきます。

嗅覚から癒し、滞りを解します。

究極の朝の癒しとリフレッシュタイムにぜひお越しください

10:00 - 11:00
柔軟性向上

yoga training
3～4 YURI

柔軟性の向上と筋力UPをセットで捉え、身体を整えていくクラス。

柔軟性を向上させるスキルとして、ある程度の負荷をかける事(自重トレーニング)で効果の高いアプローチを仕掛けていきます。

そして柔軟性だけでは身体はつくれません。

安定できる強さ(筋力)を身につける事で、今より快適な身体へと成長しましょう。

11:30 - 12:15 ステップBootCamp 3～5 Motoco

ステップ台を使い有酸素運動と筋力トレーニングのサーキットなクラスになります。

全てリズムに合わせながら、つらいダイエットも楽しんで受講できるようなプログラムで構成されています。

※月によって開催日が異なります。詳細はHPのスケジュールでご確認くださいませ。

13:00 - 14:00
ゆったり動くデトリラックス

withローラー
2 Ayako

普段のストレッチやヨガのポーズだけではほどけない体の部位をローラーを使いほどきます。

同時に血行が促進され、代謝も上がります。

後半はほぐれた体で呼吸に合わせてゆったりヨガを行なっていきます。

ゆったりな動きでも内側から心地の良い汗が流れ、スッキリ出来ますよ！

14:30 - 15:30 フルボディピラティス 3 Sherry 全身をゆったり、徐々に強度を上げながらしっかり動かしていきます。

16:00 - 17:00
骨盤ヨガ

ｱﾛﾏの香りに包まれて
1～2 ありこ

アロマの香りに助けられながら、骨盤周りの筋肉を動かしてつまりを解消し、バランスの取れた身体を目指します。

寝ポーズが多く含まれますので、初心者の方も安心してご参加いただけます。

毎回変わるアロマの香りの漂う中で、気持ちよく身体を動かしましょう。

香りを楽しみ、アロマの効能も感じながらヨガを行い、気持ちよくすっきりとした気分と身体で、軽やかに1日を始めましょう！

17:15 - 18:15 バランスアップヨガ 2～3 MAMI

心とカラダの安定・快適さをテーマに、各関節周りをほぐして詰まりを解すことで身体の動きをスムーズに。

また体幹にフォーカスするポーズも交え、しなやかさと力強さを兼ね備えたバランスある身体づくりを目指します。

身体を動かしてすっきりしたい方から姿勢改善を目指したい方にもオススメのクラスです。

LESSON名 強度 先生 内容・メッセージ

10:00 - 11:15 しなやかボディメイクヨガ 2～3 kiyo

凝り固まったカラダをほぐし、美しい姿勢を保つために必要な筋力と柔軟性を

バランス良く身につけながらカラダのアライメントを整えます。

強さとしなやかさのある女性らしい身体作りを目指します。

私の目標は一生自分の足で美しく歩くことです。

カラダが喜ぶ動きを、ヨガのシークエンスを通してお伝えしていきたいと思っています。宜しくお願い致します。

時間

土曜日【岩盤】

時間

土曜日【常温】
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8:30 - 9:30
HAPPY SUNDAY 

YOGA
1～2 mikalino

早起きは三文の徳　[happy]になるには、まず早起きをして、時間を有効に。

バイオリズムを整えることでココロとカラダにより健康な毎日を。

少しずつ呼吸を整えてからストレッチをし、じんわりと少しずつカラダを目覚めさせていきます。

後半は動きのあるフロースタイルで１日のスタートにちょっぴりエンジンをかけていきます。

10:00 - 11:00
バレエフィットネス

～ballefit～
1～2 ゆう

バレリーナ気分で美しくBodymake!!

バレエの優雅な動作をしながら、インナーマッスルを鍛えて痩せやすいカラダを作っていきます。

キュッと引き締まったヒップ、すらりとした脚、くびれ…

女性らしいラインづくりにこだわって楽しくシェイプアップしてい行きましょう♪

11:30 - 12:30 アンチエイジングヨガ 1～2 mina

年齢と共に気になる部部、特にお腹を引き締めながら、呼吸と共に気持ちよくカラダをほぐしていきます。

リンパの流れが良くなり、むくみ解消にもつながります。

少しずつ楽しみながらカラダをかえていきましょう！

13:00 - 14:00

デトックスフローヨガ
2 mikalino

呼吸に合わせて基本的なヨガのポーズを流れるように繋げ、全身の巡りを良くします。

体、ココロのデトックスで心地よい時間を。

14:30 - 15:30
バストアップと

巻き肩改善ストレッチ
2～3 AKI

肩甲骨、胸、首の周りを動かし、下腹部から上半身を引き上げて、

美しい胸元を目指します。

より効果を出す為に、初めに手首や足下半身のストレッチをする事があります。

ポイントを絞り、出来るだけ説明を少なめに進めていくレッスンです♡

16:00 16:00 17:00
初級

workout×stretch
2~3 chisato

初級のトレーニングクラスです♡

トレーニング初心者でも参加しやすい簡単な動きのレッスンです。

軽いダンベルで負荷をかけることで女性らしく強くしなやかなボディを作ります♪

一緒に楽しく汗を流しましょう♡

17:15 - 18:15 デトックスヨガ 1～2 ASU

お腹まわり股関節まわりを中心に全身の滞りを流していきます。

内側から身体を温めることで新陳代謝の向上、血行促進などスムーズな体内機能に♪♪

むくみや冷え、お疲れが溜まっている方にオススメです♡

LESSON名 強度 先生 内容・メッセージ

10:00 - 11:15 ヨガベーシック 1～2 mikalino

呼吸とヨガの基本アーサナ（ポーズ）を中心とした内容のクラスです。

ヨガがはじめての方から経験者の方までどなたでもご参加いただけます。

リラックスしながら身体全体を正しく整え、身体の不調などを緩和します。

ストレス解消・冷え性改善・筋肉強化など様々な効果が期待されます。

カラダココロを整えて日々の生活がより生き生きとしたものに。皆様是非スッキリしにいらして下さいね。

12:00 - 13:00
心も体もゆるむ

リラックスヨガ
1 Maria

呼吸に意識を向けて、リラックスしながら過ごす1時間です。

心や身体がゆるみ、疲れやストレスが取れて毎日過ごしやすくなります。

ヨガが初心者の方から慣れている方まで、どんな方でもお待ちしております。

心身共にリラックスしませんか？♡

時間

時間

日曜日【岩盤】

日曜日【常温】


