
１⽇ ２⽇ ３⽇ ４⽇ ５⽇ ６⽇ ７⽇ ８⽇ ９⽇ １０⽇ １１⽇ １２⽇ １３⽇ １４⽇ １５⽇

⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊

対⾯ 対⾯ 対⾯
8:30 8:30 定休⽇ 8:30 8:30 定休⽇

対⾯ 対⾯ 対⾯ 対⾯ 対⾯
9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30

🌙🌙🌙 🌙🌙🌙 完全予約制による対⾯ 🌙🌙🌙 🌙🌙 完全予約制による
grace TOMOMI パーソナル 10:00 junna grace パーソナル 10:00

🌙🌙🌙 🌙🌙 対⾯ 対⾯ 🌙🌙 ヨガクラス 🌙🌙🌙 🌙🌙🌙 対⾯ 🌙🌙🌙 ヨガクラス 🌙🌙
marie hyuga 10:30 10:30 marie live yuka hyuga 10:30 10:30 kazumi live saori

対⾯ 対⾯ 対⾯ 定休⽇に 🌙🌙🌙 対⾯ 対⾯ 定休⽇に 🌙🌙🌙 対⾯
11:30 11:30 11:30 受付中です★ junna 11:30 11:30 11:30 受付中です★ live grace 11:30

🌙🌙 🌙🌙 対⾯ 🌙🌙🌙 🌙🌙🌙 対⾯
grace TOMOMI 12:00 live miwa grace 12:00

🌙🌙 🌙🌙 🌙🌙 🌙🌙 🌙🌙 対⾯ 🌙🌙 🌙🌙🌙
marie hyuga 12:30 12:30 marie marie 由起 12:30 12:30 live grace 由起

対⾯ 対⾯ 対⾯ 🌙🌙 対⾯ 対⾯ 対⾯ 🌙🌙 対⾯
13:30 13:30 13:30 SAYA 13:30 13:30 13:30 SAYA 13:30

🌙🌙🌙 🌙🌙 ご⾃宅より 対⾯ 🌙🌙 🌙🌙🌙 ご⾃宅より 対⾯
live 由起 live あや プレミアムの 14:00 mao live あや プレミアムの 14:00

🌙🌙 🌙🌙🌙 🌙🌙🌙 お客様は 🌙🌙 🌙 対⾯ 対⾯ 🌙🌙 お客様は 🌙🌙
mao SAYA 14:30 14:30 由起 2クラス marie 由起 14:30 14:30 marie 2クラス 由起

🌙🌙 🌙🌙🌙
スタンダード SAYA スタンダード SAYA

🌙 🌙🌙 マンスリー５の 🌙🌙 🌙🌙 マンスリー５の
live 由起 live あや お客様は mao junnna お客様は

１クラス １クラス

オンラインにて オンラインにて
ご受講 ご受講
頂けます。 頂けます。

ご予約は ご予約は
店舗選択を 店舗選択を

「オンライン」を 「オンライン」を
ご選択の上 対⾯ ご選択の上

19:00 19:00 ご予約を 19:00 19:00 19:00 ご予約を 19:00 19:00
お願い致します。 お願い致します。

20:00 20:00
🌙🌙 🌙🌙 🌙🌙 🌙🌙 🌙 🌙🌙 🌙🌙

live さくら live ERI live ERI SATOMI live 由起 live ERI live hyuga
🌙🌙 対⾯ 🌙🌙 対⾯

21:00 live grace 21:00 21:00 21:00 live saori 21:00 21:00 21:00

🌙🌙 🌙🌙 🌙 🌙 🌙🌙 🌙🌙 🌙
live さくら live ERI live SATOMI SATOMI live 由起 TOMOMI live SATOMI

〜 アクティブ度 〜 〜 レッスン種類 〜

弱い 🌙 リラックス系
🌙🌙 アクティブ系
🌙🌙🌙 調整系

強い 🌙🌙🌙🌙 エクササイズ系
美容系

※動きの速さや量に⽐例します

★対⾯クラスにご参加いただく際のお願い事項★

対⾯クラスへのご参加の際は、「クラス参加同意書」をお読み頂き、御承諾頂けましたらご受講頂けます。 ↓

⾻盤調律

⾻盤調律 ハタヨガ

リラックス
おやすみ前のリ
ラックス

陰ヨガ 陰ヨガ 肩こり解消 リラックス 陰ヨガ

⾻盤調律 サンセットヨガ サンセットヨガ ⾻盤リセット 陰ヨガ
アンチエイジン

グ

筋膜リリース

ハタヨガ ハタヨガフロー

陰ヨガ 肩こり解消 肩こり解消 リラックス

肩こり解消 ハタヨガフロー 太陽礼拝フロー 美脚ヨガ 陰ヨガ 肩こり解消

ゆるめるヨガ

疲労回復 疲労回復

ゆったりフロー 美脚ヨガ
アロマリラック

ス
ヴィンヤサフ
ロー

アロマリラック
ス

⾻盤調律
アロマリラック

ス
⼩顔リンパ 筋膜リリース 疲労回復

シェイプアップ
アロマリラック

ス
ストレッチバレ

エ
スローフロー

アロマリラック
ス

リラックス
ストレッチフ
ロー

スローフロー
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ヴィンヤサフ
ロー

アシュタンガ
ストレッチバレ

エ
疲労回復

シェイプアップ からだほぐし 肩こり解消 ヒップアップ アシュタンガ



１６⽇ １７⽇ １８⽇ １９⽇ ２０⽇ ２１⽇ ２２⽇ ２３⽇ ２４⽇ ２５⽇ ２６⽇ ２７⽇ ２８⽇ ２９⽇ ３０⽇
⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦

対⾯ 対⾯ 対⾯
8:30 8:30 定休⽇ 8:30 8:30 定休⽇

対⾯ 対⾯ 対⾯
9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30

🌙🌙 🌙🌙 完全予約制による 🌙🌙 🌙🌙🌙 完全予約制による
live miwa TOMOMI パーソナル 10:00 hyuga grace パーソナル 10:00

🌙🌙🌙 ヨガクラス 🌙🌙🌙 🌙🌙 対⾯ 対⾯ 🌙🌙 ヨガクラス 🌙🌙 🌙🌙🌙
10:30 10:30 TOMOMI live さくら live yuka 10:30 10:30 kazumi live あや hyuga

対⾯ 定休⽇に 🌙🌙 対⾯ 対⾯ 対⾯ 定休⽇に 🌙🌙🌙 対⾯
11:30 受付中です★ live saori 11:30 11:30 11:30 受付中です★ live あや 11:30 11:30

🌙🌙 🌙🌙 🌙🌙 🌙🌙 対⾯
live hyuga live grace 12:00 hyuga grace 12:00

対⾯ 対⾯ 🌙🌙 🌙🌙 🌙🌙🌙 🌙🌙🌙 🌙🌙🌙 🌙🌙
12:30 12:30 TOMOMI marie junna 12:30 12:30 kazumi marie live mao

🌙🌙🌙 対⾯ 対⾯ 対⾯ 🌙🌙 対⾯ 対⾯
13:30 live saori 13:30 13:30 13:30 SAYA 13:30 13:30

🌙🌙🌙 🌙🌙 ご⾃宅より 対⾯ 🌙🌙🌙 🌙🌙🌙 ご⾃宅より 対⾯
mao junna プレミアムの 14:00 live TOMOMI live あや プレミアムの 14:00

メンテナンスday 対⾯ 🌙🌙〜🌙🌙🌙 お客様は 🌙🌙 🌙🌙 対⾯ 🌙🌙 お客様は 🌙🌙 🌙🌙
14:30 14:30 live MAIHO 2クラス marie juuna 14:30 14:30 marie 2クラス marie junna

🌙🌙🌙 🌙🌙
スタンダード junna スタンダード SAYA

🌙🌙 🌙🌙 マンスリー５の 🌙🌙 🌙🌙 マンスリー５の
mao live あや お客様は live TOMOMI juuna お客様は

１クラス １クラス

オンラインにて オンラインにて
ご受講 ご受講
頂けます。 頂けます。

ご予約は ご予約は
店舗選択を 店舗選択を

「オンライン」を 「オンライン」を
ご選択の上 対⾯ ご選択の上 対⾯
ご予約を 19:00 19:00 19:00 ご予約を 19:00 19:00

お願い致します。 お願い致します。 対⾯
20:00

🌙 🌙🌙 🌙🌙 🌙🌙 🌙🌙
SATOMI live hyuga live ERI SATOMI live hyuga

対⾯ 対⾯ 対⾯ 対⾯ 🌙🌙
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 grace

🌙🌙 🌙🌙 🌙 🌙 🌙🌙
SATOMI juuna live ERI SATOMI junna

〜 アクティブ度 〜 〜 レッスン種類 〜

弱い 🌙 リラックス系
🌙🌙 アクティブ系
🌙🌙🌙 調整系

強い 🌙🌙🌙🌙 エクササイズ系
美容系

※動きの速さや量に⽐例します

対⾯クラスへのご参加の際は、「クラス参加同意書」をお読み頂き、御承諾頂けましたらご受講頂けます。 ↓

⾻盤リセット リラックス プラーナヤーマ 陰ヨガ リラックス

★対⾯クラスにご参加いただく際のお願い事項★

陰ヨガ ⾻盤調律
アンチエイジン

グ
⾻盤リセット ⾻盤調律

疲労回復

ストレッチバレ
エ

ハタヨガ

アロマリラック
ス

美脚ヨガ
アロマリラック

ス
リラックス

⾻盤底筋 美脚ヨガ リラックス 美脚ヨガ
アロマリラック

ス
リラックス

ハタヨガ 疲労回復

美ボディ リラックス アシュタンガ
ヴィンヤサフ
ロー

リラックス
アロマリラック

ス
ストレッチバレ

エ
シェイプアップ 美ボディ 肩こり解消

アロマリラック
ス

ヴィンヤサフ
ロー

からだほぐし 疲労回復 からだほぐし
アロマリラック

ス

アシュタンガ 太陽礼拝フロー
リフレッシュフ

ロー
リラックス ⾻盤調律

⾻盤インナーダ
イエット
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ヨガセラピー ウェーブリング ⾻盤調律
ヴィンヤサフ
ロー


