
1 2
8:00～ 8:00～

9:10 ☆☆/癒 risa 9:10 ☆/癒 ayano

9:50～ 9:50～

11:00 ☆/特 risa 11:00 ☆☆/癒 ayano

13:10～ 11:30～

14:20 ☆☆☆/美 sayoko 12:40 ☆/特 risa

14:50～ 13:10～

16:00 ☆/癒 sayoko 14:20 ☆/癒 risa

14:50～

16:00 ☆☆/調 nami

3 4 6 7 8 9
10:00～ 10:00～ 10:00～ 8:00～ 8:00～

10:00～ 11:10 ☆☆/調 atsushi 11:10 ☆☆/美 sayoko 11:10 ☆☆/癒 ayano 9:10 ☆/癒 risa 9:10 ☆☆/癒 ayano

12:00 11:50～ 11:50～ 11:50～ 9:50～ 9:50～

risa 13:00 ☆☆☆/美 atsushi 13:00 ☆/癒 sayoko 13:00 ☆☆/調 ayano 11:00 ☆☆☆/美 risa 11:00 ☆☆/特 ayano

15:20～ 15:20～ 15:20～ 15:20～ 13:10～ 13:10～

16:30 ☆☆/癒 risa 16:30 ☆/調 asami 16:30 ☆☆☆/特 risa 16:30 ☆/癒 sayoko 14:20 ☆☆/美 sayoko 14:20

18:50～ 18:50～ 18:50～ 14:50～ 14:50～

20:00 ☆/調 ayumi 20:00 ☆☆☆/美 junco 19:00～ 20:00 ☆☆/美 nami 16:00 ☆☆☆☆/特 sayoko 16:00 ☆☆/美 risa

20:30～ 20:30～ 21:00 20:30～

21:40 ☆☆/調 ayumi 21:40 ☆☆/美 junco risa 21:40 ☆☆☆/美 nami

10 11 13 14 15 16
10:00～ 10:00～ 10:00～ 10:00～ 8:00～ 8:00～

11:10 ☆☆/美 mizue 11:10 ☆/癒 kana 11:10 ☆☆/特 ayumi 11:10 ☆/癒 nami 9:10 ☆/調 kazumichi 9:10 ☆/癒 ayano

11:50～ 11:50～ 11:50～ 11:50～ 9:50～ 9:50～

13:00 ☆/調 mizue 13:00 ☆☆☆/美 kana 13:00 ☆/調 ayumi 13:00 ☆☆☆/美 nami 11:00 ☆☆☆/特 kazumichi 11:00 ☆☆/癒 ayano

15:20～ 15:20～ 15:20～ 15:20～ 13:10～ 11:30～

16:30 ☆/癒 katsuna 16:30 ☆☆/調 ayano 16:30 ☆/特 risa 16:30 ☆☆/特 sayoko 14:20 ☆☆/調 sayoko 12:40 ☆/特 risa

18:50～ 18:50～ 18:50～ 18:50～ 14:50～ 13:10～

20:00 ☆☆/特 ayumi 20:00 ☆/癒 junco 20:00 ☆☆☆/美 atsushi 20:00 ☆☆/調 ayano 16:00 ☆/癒 sayoko 14:20 ☆/調 risa

20:30～ 20:30～ 20:30～ 20:30～ 14:50～

21:40 ☆/調 ayumi 21:40 ☆☆/調 junco 21:40 ☆☆/調 atsushi 21:40 ☆☆/美 ayano 16:00 ☆☆☆/美 nami

17 18 20 21 22 23
10:00～ 10:00～ 10:00～ 10:00～ 8:00～

11:10 ☆/癒 mizue 11:10 ☆☆/美 kana 11:10 ☆☆☆/美 sayoko 11:10 ☆☆/癒 ayano 9:10 ☆☆☆/美 atsushi

11:50～ 11:50～ 11:50～ 11:50～ 9:50～

13:00 ☆☆/調 mizue 13:00 ☆☆☆/特 kana 13:00 ☆/癒 sayoko 13:00 ☆☆☆/美 ayano 11:00 ☆☆/調 atsushi

15:20～ 15:20～ 15:20～ 15:20～ 13:10～

16:30 ☆/調 risa 16:30 ☆☆/美 asami 16:30 ☆☆/調 atsushi 16:30 ☆/癒 sayoko 14:20 ☆/癒 sayoko

18:50～ 18:50～ 18:50～ 18:50～ 14:50～

20:00 ☆☆☆/美 ayumi 20:00 ☆☆/調 junco 20:00 ☆/癒 risa 20:00 ☆☆/調 nami 16:00 ☆☆/特 sayoko

20:30～ 20:30～ 20:30～ 20:30～

21:40 ☆/調 ayumi 21:40 ☆☆☆/美 junco 21:40 ☆☆☆☆/美 risa 21:40 ☆/癒 nami

24 25 27 28 29 30
10:00～ 10:00～ 10:00～ 10:00～ 8:00～ 8:00～

11:10 ☆/調 mizue 11:10 ☆☆☆☆/特 kana 11:10 ☆/調 ayumi 11:10 ☆☆/調 nami 9:10 ☆/癒 risa 9:10 ☆☆/癒 ayano

11:50～ 11:50～ 11:50～ 11:50～ 9:50～ 9:50～

13:00 ☆☆☆/美 mizue 13:00 ☆/癒 kana 13:00 ☆☆/特 ayumi 13:00 ☆☆/美 nami 11:00 ☆☆/癒 risa 11:00 ☆☆/調 ayano

15:20～ 15:20～ 15:20～ 15:20～ 13:10～ 11:30～

16:30 ☆☆/調 katsuna 16:30 ☆☆/調 asami 16:30 ☆/特 risa 16:30 ☆☆☆/美 sayoko 14:20 ☆☆☆/特 sayoko 12:40 ☆/特 risa

18:50～ 18:50～ 18:50～ 18:50～ 14:50～ 13:10～

20:00 ☆/調 ayumi 20:00 ☆☆/美 junco 20:00 ☆☆/調 atsushi 20:00 ☆/癒 ayano 16:00 ☆☆/美 sayoko 14:20 ☆☆☆/特 risa

20:30～ 20:30～ 20:30～ 20:30～ 14:50～

21:40 ☆☆/美 ayumi 21:40 ☆/癒 junco 21:40 ☆☆☆/美 atsushi 21:40 ☆☆/調 ayano 16:00 ☆/癒 nami

◆ポスチャーのヨガは 「美」 「調整」 「癒し」 「特別クラス」 をテーマに【ココロとカラダにここちよいライフスタイルを】をコンセプトとした新しいナチュラルホットヨガスタジオです。 営業時間  
◆☆印は運動量の目安です。 (☆ひとつが一番優しいクラス) 平日　9:30～22:00(カフェ11:00～21:00)

◆ レッスン内容・担当インストラクターは予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。　　　 土日祝　7:30～16:30(カフェ9:00～15:30)

E-mail : takasaki@yogastudio-posture.com

アロマビューティーヨガ 新月キャンドルヨガ コアヨガ 骨盤調整ヨガ ヒーリングアロマヨガ 〒370-0005　高崎市浜尻町531-1 B棟

TEL.027-388-1221
デトックスヨガ 代謝アップスロトレ 歪み調整ストレッチ ヒーリングアロマヨガ アロマビューティーヨガ バクティフローヨガ

骨盤調整ヨガ ベーシックヨガ 　　マタニティヨガ ピラティス アシュタンガビギナー 　　マタニティヨガ

※初回レンタルマット無料

フローヨガ STEP1 ラージャヨガ ルーシーダットン アロマビューティーヨガ アーユルヴェーダヨガ 骨盤調整ヨガ

ご予約・お問合せはこちらまで

お好きなレッスンにご参加いただけます。

ムーンサイクルヨガ アシュタンガヨガ デトックスヨガ ベーシックヨガ 朝ヨガ　リフレッシュ 朝ヨガ　スローフロー 持ち物：動きやすい服装、タオル、飲み物

INFO 13:30～親子BABY ○新月(牡牛座26日21:17) 昭和の日

START これからヨガを始めたいという方へお休みさせていただきます

ムーンサイクルヨガ rhythm on flow フローヨガ STEP2 ヒーリングアロマヨガ 一緒に行ける方はSTAFFまで
体験レッスン 1回 70分 1500円

イージーヨガファンパーティ

フローヨガ STEP1 骨盤調整ヨガ ハーバルヨガ ベーシックヨガ ヨギックアーツビギナー 参加のため、誠に勝手ながら

ライフスタイルイベント

KIDS
対象年齢：3歳～小学生 all ok

NEW　かっさdeデトックス アロマビューティーヨガ 歪み調整ストレッチ 陰ヨガ ヒーリングアロマヨガ オーガニックライフTOKYO
9日9:50～11:00

BABY
対象年齢：首すわり～2歳

4･18･25日13:30～14:40
肩こり解消肩甲骨ヨガ アシュタンガヨガビギナー リストラティブヨガ コアヨガ 歪み調整ストレッチ 東京エリア最大級のヨガ＆

ヒーリングアロマヨガ 美脚ヨガ ピラティス ラジヨガ×朝活ヨガ フローヨガ STEP1
close

対象年齢：首すわり～1歳

11日13:30～14:40
INFO 13:30～親子BABY

デトックスヨガ 肩こり解消肩甲骨ヨガ 歪み調整ストレッチ アロマビューティーヨガ フローヨガ STEP1

ベビマ産後

普段お使いのものがあればお持ちください。

ルーシーダットン 満月キャンドルヨガ フローヨガ STEP1 骨盤調整ヨガ リストラティブヨガ NEW かっさdeデトックス
INFO 今月の親子ヨガ

通り道である経絡の流れを整えていきます。

ヒーリングアロマヨガ 骨盤調整ヨガ 　　マタニティヨガ ヨギックアーツビギナー ベーシックヨガ 　　マタニティヨガ かっさ、ボディクリーム or オイルなど

「刮＝けずる」、「痧＝瘀血（血液の毒)」

かっさde皮膚をこすり、毛細血管に圧を加え
てムーンサイクルヨガ ピラティス デトックスヨガ フローヨガ STEP1 キックボクシングヨガ ラジヨガ×朝活ヨガ 血液の毒を押し出し、体内の「気・血・水」の

アロマビューティーヨガ ラージャヨガ ルーシーダットン ヒーリングアロマヨガ 朝ヨガ　ストレッチ 朝ヨガ　リフレッシュ

NEW　かっさdeデトックスヨガ
●満月(天秤座11日15:09) INFO 13:30～ベビマ産後

手作りアロマスプレーWS ・小顔リフトアップ 1800yen

ベーシックヨガ 代謝アップスロトレ 会員様限定　定員15名 フローヨガ STEP1 ・肩こり、花粉症 1200yen　など

☆/癒 hiroko×risa 耳に直接張っていきます。

ムーンサイクルヨガ rhythm on flow はじめての アロマビューティーヨガ ヨギックアーツ 美脚ヨガ ※別途料金600円～

おすすめです。

～レッスン後、ご希望の方に～

アーユルヴェーダヨガ デトックスヨガ バクティフローヨガ リストラティブヨガ アロマビューティーヨガ NEW 耳つぼアロマヨガ 遠赤外線や微弱電流の耳つぼジュエリーを

会員様限定　定員15名 コアヨガ 陰ヨガ 骨盤調整ヨガ フローヨガ STEP1 親子ヨガKIDS

ラジヨガ×朝活ヨガ 朝ヨガ　リフレッシュ 朝ヨガ　スローフロー ヨガニドラ(眠りのヨガ)をrisaが担当します。

手作りアロマスプレーWS 日頃の疲れを癒し、リラックスしたい方に

15分の耳つぼ＆足つぼヨガを行います。

INFO 13:30～親子BABY
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その後、睡眠の質を高めるアロマヨガ＆

はじめての 歪み調整ストレッチ アロマビューティーヨガ

桜をイメージしてオイルを調合 　　　　　　　　2017春夏コレクション 　・花粉症対策ブレンドハーブティ付 耳つぼアーティスト兼足つぼセラピストの

(人´ｖ`*)数パターンあります 続々入荷予定ですのでお楽しみに♪ 参加費：会員様1回分消化＋別途料金2、000yen ベーシックヨガ hirokoがその時季おすすめのつぼをセレクト。

　・今回は「花粉症対策マスクスプレー」を作ります
NEW　耳つぼアロマヨガ

アロマテラピーアドバイザーが 　・60minのヒーリングアロマヨガを行います 陰ヨガ ハーバルヨガ

心和む “桜の香り” ～からだとこころの不調を整える植物療法～
暮らしのヨガ TAPAS ラジヨガ×朝活ヨガ

　・代替療法の見直しと統合医療への取り組み
  TAKASAKI　・アロマスプレーの基礎知識 ピラティス 　　マタニティヨガ

日 ヨガとハーブティーのある暮らし

今月のヒーリングアロマ はじめての手作りアロマスプレーWS 朝ヨガ　スローフロー 朝ヨガ　リフレッシュ

月 火 水 木 金 土

女性限定

女性限定

女性限定

女性限定


