
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5

6 7　● 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

ｵﾝﾗｲﾝ  19:00-19:20
夜ヨガ MIHO

20 21　○ 22 23 24 25 26

お休み

27 28 29 30

ｵﾝﾗｲﾝ  19:00-19:20
夜ヨガ MIHO

♥10:00-11:00 HARU
リラックスヨガ ★

11:15-12:15 YUUKO
ﾎﾞﾃﾞｨﾒｲｸﾖｶﾞ★★☆2.5

♥9:30-10:30 YUUKO
ハタヨガ入門 ★★

♥10:00-11:00 HARU
骨盤整えヨガ ★★

19:00-20:00 YUUKO
ﾎﾞﾃﾞｨﾒｲｸﾖｶﾞ★★☆2.5

♥9:30-10:30 YUUKO
ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾖｶﾞ★★

♥11:15-12:15YUUKO
ヨガトレ ★★

※オンラインLIVEなし

16:00-17:00よこいあい

ハタフロー★★☆2.5

♥10:00-11:00 REIRI
ヨガトレ ★★

※オンラインLIVEなし

♥11:45-12:45 REIRI
やさしいフロー ★★

♥10:00-11:00 MARY
やさしいヨガ★★

♥13:00-14:00 MIHO
やさしいｳﾞｨﾝﾔｻ

★★

16:00-17:00 よこいあい

ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ体幹ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
 ★★★

♥13:00-14:00 REIRI
ヨガトレ ★★

※オンラインLIVEなし♥19:00-20:00八木美帆

ベーシックヨガ ★★

♥13:00-14:00 REIRI
やさしいフロー ★★

２０２1年9月ヨガスケジュール　【スタジオ＆オンライン】  　　　　　♥:初回体験OKのクラス　★…運動量目安
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊スタジオレッスンをオンラインにてLIVE配信しています‼＊

♥9:30-10:30 YUUKO
ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾖｶﾞ★★

♥10:00-11:00 HARU
新月のヨガ ★☆1.5

♥9:30-10:30 MIHO
朝ヨガ ★★

♥10:00-11:00 HARU
やさしいヨガ★★

♥11:45-12:45 HARU
骨盤整えヨガ ★★

16:00-17:00よこいあい

ハタフロー★★☆2.5

♥10:00-11:00 MARY
ピラティス★★

♥10:00-11:00 YUUKO
ハタヨガ入門 ★★

♥19:00-20:00 HARU
安眠のヨガ ★

♥9:30-10:30 MIHO
朝ヨガ ★★

11:15-12:15 MIHO
ﾌｧﾝｸｼｮﾅﾙ

ﾛｰﾗｰﾋﾟﾗﾃｨｽ ★★

13:00-14:00 MIHO
ﾊﾀｳﾞｨﾝﾔｻ ★★☆2.5

♥10:00-11:00 REIRI
ヨガトレ ★★

※オンラインLIVEなし

♥13:00-14:00 HARU
やさしいフロー ★★

♥19:00-20:00八木美帆

ヨガティス ★★

♥19:00-20:00八木美帆

ヨガティス ★★
♥19:00-20:00 HARU

安眠のヨガ ★

♥13:00-14:00 REIRI
やさしいフロー ★★

♥19:00-20:00八木美帆

ベーシックヨガ ★★

♥19:00-20:00 YUUKO
ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾖｶﾞ★★

♥9:30-10:30 YUUKO
ハタヨガ入門 ★★

19:00-20:00 YUUKO
ﾎﾞﾃﾞｨﾒｲｸﾖｶﾞ★★☆2.5

♥10:00-11:00 HARU
骨盤整えヨガ ★★

♥10:00-11:00 REIRI
ヨガトレ ★★

※オンラインLIVEなし

♥19:00-20:00 HARU
安眠のヨガ ★

♥19:00-20:00 YUUKO
ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾖｶﾞ★★

♥19:00-20:00 HARU
安眠のヨガ ★

♥11:15-12:15 REIRI
ヨガトレ ★★

※オンラインLIVEなし

♥11:45-12:45 MARY
リラックス陰ヨガ ★

16:00-17:00よこいあい

ハタフロー★★☆2.5

11:15-12:15 MIHO
ﾌｧﾝｸｼｮﾅﾙ

ﾛｰﾗｰﾋﾟﾗﾃｨｽ ★★

13:00-14:00 MIHO
ﾊﾀｳﾞｨﾝﾔｻ ★★☆2.5

♥10:00-11:00 HARU
やさしいヨガ★★

♥9:30-10:30 MIHO
朝ヨガ ★★

♥11:15-12:15 REIRI
リラックスヨガ ★

♥13:00-14:00 HARU
やさしいフロー ★★

11:15-12:15 MIHO
ﾌｧﾝｸｼｮﾅﾙ

ﾛｰﾗｰﾋﾟﾗﾃｨｽ ★★

♥9:30-10:30 REIRI
朝ヨガ ★★

♥11:45-12:45 HARU
骨盤整えヨガ ★★

♥11:45-12:45 MARY
リラックス陰ヨガ ★

11:15-12:15 YUUKO
ﾎﾞﾃﾞｨﾒｲｸﾖｶﾞ★★☆2.5

～コロナ感染防止対策を以下の通り行っております～

・マスク着用、マイマット使用 ・検温、消毒

・ロッカー、スタジオ床の消毒 ・レッスン中の換気徹底

・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰからのｱｼﾞｬｽﾄは最低限に留める

・定員削減 ・オンラインヨガレッスンの実施

★いつもご協力ありがとうございます★

スケジュールや

レッスン情報、

休講連絡等を配

信します！

ご予約もこちらか

らできます😊

【ﾁｹｯﾄ+500円/

定員4名】
※オンラインLIVEなし

スタジオLIVEとオンラインレッスンが見放題 受け放題！

オンラインレッスン初回体験 ０円
「オンラインフリーパス 」 初月7000円 、継続2か月目以降6000円（期限：9/1～9/末 ）

「オンライン２WEEKSフリーパス」 3500円（期限：申込日翌日10時～２週間）

申し込みは受付・お電話・メールにて承ります0428-84-0721 rjuyoga@gmail.com

11：30～イベントレッスン
別紙参照／チケット利用不可

19：00～イベントレッスン
別紙参照／チケット利用不可

グループレッスン体験 １０００円
スケジュール内の♥マークがついたクラスを選んでご予約

ください。ヨガが初めての方も安心して受けていただけます

プライベートレッスン体験 ２５００円
レッスンの空き状況はWEBの予約フォームよりご確認

いただけます

お電話・HP・LINEよりご予約承ります

0428‐84‐0721 http://rju.jp

14：30～イベントレッスン
別紙参照／チケット利用不可

〈オンライン限定・要予約〉

〈オンライン限定・要予約〉


