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MON TUE WED THU FRI SAT SUN

A A A A A A A

10:45～ 11:45        🔰

アロマヨガ　リラックス 

ユマ/ユウN

10:30 ～ 11:45

ヨガフローⅠ

チアキ

10:30 ～ 11:45       🔰　

＜名称変更＞

ヨガボディⅠ⇒ヨガビギ

ナー

ユウＮ

10:30 ～ 11:30   　 🔰

＜名称変更＞

体幹コントロールピラティ

スⅠ⇒ピラティスビギナー

サトミ

10:30 ～ 11:30　　🔰

ビューティ・ペルヴィス

ヒサノ

※2日は休講

10:30 ～ 11:45       🔰

＜名称変更＞　

ヨガボディⅠ⇒ヨガビギ

ナー

ユウＮ

10:45 ～ 11:45 

4,18日）

ピラティスビギナー 🔰

11,25日）

体幹コントロール

ピラティスⅠ　※中級

サトミ

11:30 ～ 12:30       🔰

アロマヨガ リラックス

ユウN

11:30～ 12:45　

フローⅠ

チアキ

11:30 ～ 12:45   　🔰

ヨガビギナー

ユウN

11:30 ～ 12:30 　　🔰

ピラティスビギナー

サトミ

※15日は休講

12:00 ～ 13:15　　🔰

ヨガビギナー

アラサ

※2日は休講

11:30 ～ 12:30　　🔰 

ピラティスビギナー

サトミ

12:15～13:15　　　🔰

ジャイロキネシス

※椅子を使ったエクササイズ

サトミ

13:00 ～ 14:15   　🔰

ヨガビギナー

エリー

13:15 ～ 14:15      🔰

ピラティスビギナー

トシ

13:15 ～ 14:15 　 🔰　

7,21,28日）

ビューティ・ペルヴィス

14日のみ）

ペルヴィス･フローダンス

アツコ

13:00 ～ 14:15

アロマヨガ　フローⅠ

ユウＮ

※15日は休講

13:45 ～ 14:45　　 🔰

代謝アップピラティスⅠ

キミコ

※2日は休講

13:00 ～ 14:00       🔰

アロマヨガ リラックス

ユウN

13:45 ～ 15:00

4,11,25日）※中級

ヨガアライメントⅠ

18日）※中～上級

ヨガアライメントⅡ

エリー

　

14:30 ～ 15:30　   🔰

3,10,17,31日）

ビューティ・ペルヴィス

24日のみ）

ペルヴィス・フローダンス

講師は交代で担当

15:30 ～ 16:45       🔰

4,11,25日）

ヨガビギナー

18日）

メディテーション

エリー

16:00～17:15　

フローⅠ

チアキ

18:15 ～ 19:30　　🔰

ヨガビギナー

エミコ

18:15 ～ 19:15　　🔰

ピラティスビギナー

キミコ

18:15 ～ 19:30　　🔰

ヨガビギナー

エリー

18:15 ～ 19:30　

フローⅠ

チアキ

※15日は休講

18:15 ～ 19:15　　🔰

ミサト

※2日は休講

19:45 ～ 21:00　　🔰

ヨガビギナー

エリー

19:45 ～ 21:00　　🔰

ヨガビギナー

チアキ

※2日は休講

19:15 ～ 20:30　　🔰

＜名称変更＞

ヨガボディⅠ⇒ヨガビギ

ナー

エミコ

19:30 ～ 20:45

＜クラス内容変更＞

ヨガボディⅡ⇒ヨガフロー

Ⅱ

エリー

19:45 ～ 20:45　　🔰

アロマ　リラックス

エリー

19:45 ～ 20:45   　🔰

＜名称変更＞

体幹コントロールⅠ⇒ピラ

ティスビギナー

トシ

19:30 ～ 20:45      🔰

＜名称変更＞

ヨガボディⅠ⇒ヨガビギ

ナー

チアキ

2020.9.24更新

スタジオ・ヨギー 静岡パルコ

10tel.054-653-8655

※天候などの影響により、クラス内容やインストラクターが変更になることがございます。
Due to the effects of weather, class contet and instructors are subject to change. 

※すべてのクラスは日本語で行われます。
Class will be conducted in Japanese.

新型コロナ対策などに伴い、営業時間やスケジュールに
急な変更が生じる可能性がございます

最新情報のご確認と、ＷＥＢからの事前予約にご協力をお願いいたします
※クラス開始・1時間前まで、ご予約/キャンセルが可能です

静岡パルコスタジオの
最新＆お得な情報を
随時更新中です。

クラス検索＆ご予約
マイページログインは

こちら ➡ ➡ ➡

🔰 : 未経験者におすすめ

■ヨガ：60分 or 75分
■ピラティス：60分
■ビューティ・ペルヴィス(骨盤調整ｸﾗｽ)：60分
■ ジャイロキネシス：60分

～ 10月の店休日～

１０月 ２日（金）
１０月１５日（木）

※他店及び以降の店休日はHPにてご確認ください

【営業時間】
スタジオ・ヨギー静岡パルコは、クラスの開催時間に合わせて営業をしています。

静岡ＰＡＲＣＯと営業時間が異なります。ご注意ください。

◆スタジオのオープン時間、受講受付は「各クラス開始時刻の３０分前から」です。

◆クラス開催のない時間帯は、一旦クローズとなります。（※留守番電話対応）
◆土日祝は18:00クローズです。

【クラス・コロナ対策】 ※9/24現在

◆各クラス１４名（定員の５０％）で開催しています。
◆前後３０分の入替時間を確保してクラス編成をしています。（換気・清掃等のため）

◆安全に配慮し、妊娠中の方、産後６か月未満の方のご受講はご遠慮ください。
◆受付スタッフを最小限にして営業しています。ご理解とご協力をお願いします。
◆（更衣室・フリースペース、レッスン前後のお時間など）スタジオ内ではマスクの着用、飛沫対策をお願いします。

マイページへのログインは
「LINEと連動」をすると
とても便利です！

LINE連動については
こちら ➡ ➡ ➡

～ スタジオに来られない時も、お家でヨギー！ ～

◆Zoomを使ったヨギーのオンラインのライブレッスン「Livestream」なら、朝早い時間～夜遅くまで開催 !!
◆初回は誰でも無料で体験OK！(ヨギーマイページとは別に、別途yoggyairへの新規会員登録が全員必要です）
◆月会費プランなら、Livestreamクラス特典付！（クラス数はプランによる。ヨギーマイページをご確認ください）

◆オンラインクラスの単発受講なら、１レッスン750円（税抜）からご用意♪


