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■ヨガ(Yoga) 60分、75分

■ピラティス(Pilates)  60

分

■ビューティ•ペルヴィス

   (Beauty pelvis）75分

■ウェイクアップ

（Wake up) 60分

■ジャイロキネシス

　(Gyrokinesis) 60分

■マタニティ、ママ

   (Prenatal, Mama with kid)

    60分、75分

Feb-23

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

A A A A A A A

定

休
日

9:00 ～ 10:15

アシュタンガヨガⅢ

4日）アシュタンガヨガⅡ

アズサ

9:00 ～ 10:15

ヨガフロー I

フェイ

10:30 ～ 11:45

ヨガフローⅠ

ミユキ

10:30 ～ 11:30 🔰

ピラティスビギナー

ハク

28日)代講ヒロミ

10:30～11:45

ヨガアライメントⅠ

ミヤビ

10:30～11:30 🔰

ゆったりヨガフローⅠ

ノゾミ

12:15 ～ 13:15  🔰

ピラティスビギナー

ナオコ

12:00～13:15

アロマヨガ フローⅠ

ヒロミ

12:15 ～ 13:15 🔰

ヨガリラックス

ミヤビ

12:00 ～ 13:15 🔰

ヨガビギナー

ヨシミ

11:00 ～ 12:15

アロマヨガ フローⅠ

ヤッコ

11:00 ～ 12:00  🔰

ヨガリラックス

レン

13:45 ～ 14:45 🔰 

アロマヨガリラックス

アサミ

13:45 ～ 15:00

ヨガフローⅠ

ジヒョン

13:45 ～ 14:45 

3日17日) 体幹コントロールピ

ラティスⅠ

10日24日) 代謝アップピラ

ティスⅠ

マリエ

12:45 ～ 13:45 🔰

ヨガリラックス

ヤッコ

12:30 ～ 13:30

ピラティスビギナー  🔰

12日）体幹コントロールピラ

ティスⅠ

イクコ

14:15 ～ 15:15 

4日18日）体幹コントロール

ピラティスⅠ

11日25日) ピラティスビギ

ナー 🔰　ヨウコ

11日）代講マミ

15:45 ～ 17:00

ヨガフロー I

ユキ

14:15 ～ 15:30 

5日19日) ヨガビギナー🔰

12日26日)ヨガアライメント

Ⅰ

サヤカY

16:00 ～ 17:00　🔰　

ヨガリラックス

ヤッコ

16:00 ～ 17:00

ペルヴィス(骨盤)ワーク  🔰

19日）ペルヴィス・フローダ

ンス

キョウコ

17：30～18：30

パーソナル

ミカ

体験 5000円(税込)

前日18時までのご予約制にな

ります。

2/1.15 のみ

17：00～18：00

パーソナル

ミヤビ

体験 5000円(税込)

前日18時までのご予約制にな

ります。

2/5.12

個別メンテナンス　

30分 5000円(税込)

①17:15～17:45

②17:55～18:25

2/19.26

スタジオclose

19:00～20:15

ヨガアライメントⅠ

リカ

18:45 ～ 19:45 🔰

ピラティスビギナー

ミカ

18:30～19:45 🔰

ヨガビギナー

ミヤビ

18:45 ～ 19:45 🔰

ヨガリラックス

キワ

20:15 ～ 21:15 🔰

アロマリラックス

マリ

20:00 ～ 21:00 🔰

ピラティスビギナー

マコ

8日）代講フミ

20:15 ～ 21:15  🔰

ペルヴィス(骨盤)ワーク

ミワ

2/6,20

個別メンテナンス　

30分 5000円(税込)

①15:40～16:10

②16:20～16:50

③17:00～17:30

④17:40～18:10

2/13.27

スタジオclose

※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.

スタジオ・ヨギー 池袋

studio yoggy ikebukuro

tel.03-5949-3571

※クラスについての詳しい内容は、
こちらをご覧ください。

※Check here for more information
(Japanese text only) 

  

🔰: 未経験者におすすめ（for beginner)

スタジオclose

2/8.22

個別メンテナンス

 30分 5000円(税込)

①15：20～15：50

②16：00～16：30

 ③16：40～17：10

 ④17：20～17：50

2/1.15

スタジオclose

2/10.17.24

個別メンテナンス　

30分 5000円(税込)

①15:00～15:30

②15:40～16:10

③16:20～16:50

④17:00～17:30

⑤17:40～18:10

2/3

スタジオclose

スタジオclose

【受付開始時間について】
朝夜オープン：クラス開始 30分前より受付開始

クラス間：クラス開始 35分前より受付開始

※天候やインストラクターの都合により、急な代講、休講になることがございます。WEBにてご確認をお願いいたします。
※ご予約、キャンセルはクラス開始1時間前までWEBにて受付ております。お時間までにご対応のほどよろしくお願いいたします。

・なるべく多くの方にクラスにご参加をいただ

けるよう、ご予約済クラスへの参加が難しい場

合は、クラス前日24時までに事前キャンセルを

いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

・ご予約・ご見学・各種お手続き・電話受付・

受講受付等は営業時間中にご案内致します。

●店内、更衣室の混雑を避けるためご協力をお願い致します。

インスタグラムやってます！

「スタジオ・ヨギー池袋」

で検索してみて下さいね♪


