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MON TUE WED THU FRI SAT SUN

A A A A A A A

11:00 ～ 12:00     🔰　
ビューティ・ペルヴィス
アキコ　

10:30 ～ 11:45　　　　　
アロマヨガ　フローⅠ　　
キコ

10:30 ～ 11:30
産後リカバリー・ヨガ
リツコＳ

10:30 ～ 11:30　　　🔰
体幹コントロール
ピラティスⅠ　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
19日)体幹コントロール  
ピラティスII
ノリ                   
                       
                       
              ＮＥＷ！

10:00 ～ 11:15
ヨガ　フローII
ミカ

10:30 ～ 11:45
ヨガ　フローⅠ
ルミ

※7日)代講　タカコ

10:30 ～ 11:45
1,15,29日)ヨガ ボディ II
                         
8,22日)ヨガ　フロー II
ユキ

※8日)代講　タカコ

12:15 ～ 13:30　　　🔰
ヨガ　ボディⅠ
キョウコ

12:15 ～ 13:15　 　🔰
体幹コントロール
ピラティスⅠ
カズエ

12:15 ～ 13:15　　　🔰
リラックス　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
4日)ヨガ・ニドラー
（寝たまんまヨガ）
リツコＳ

12:00 ～ 13:15
ヨガ　フローⅠ
タダヒコ

11:45 ～ 13:00　 　🔰
ヨガ　ボディⅠ
ミカ

12:15 ～ 13:30　 　🔰
ヨガ　ボディⅠ
ルミ

※7日)代講　タカコ

12:15 ～ 13:15　　 　🔰
ビューティ・ペルヴィス
マユミ

13:45 ～ 15:00
ヨガ　フロ－Ⅰ
キョウコ

13:45 ～ 15:00
マタニティ・ヨガ
リツコＳ

※17日)代講　ルミ

13:45 ～ 14:45　　　🔰
体幹コントロール
ピラティスⅠ
リツコＳ

13:30 ～ 14:45 
ヨガ　メディテーション
タダヒコ

14:00 ～ 15:00　　　🔰
ビューティ・ペルヴィス
マユミ

14:00 ～ 15:00　 　🔰
ビューティ・ペルヴィス

14日)筋膜ストレッチ～  
くびれ

28日)ペルヴィス・      
フローダンス
マサコ

13:45 ～ 15:00　　 　🔰
ヨガ　ボディⅠ
リオ

30日(振)のみ　　　　　　
15:30 ～ 16:45　　　　　
アシュタンガヨガⅠ　　　
チヒロ

　　

15:30 ～ 16:30　　　🔰
体幹コントロール
ピラティスⅠ

13日)　　　　　　　　　
はじめてのピラティス   
ミユキ

15:30 ～ 16:30　 　🔰
体幹コントロール
ピラティスⅠ
マリコ

15:30 ～ 16:30　　　🔰
リラックス
リオ

17:00 ～ 18:00　　　🔰
1,15,29日)                
代謝アップピラティスⅠ
                         
8,22日)姿勢改善ピラティス
タケマサ

スタジオ・ヨギー 湘南藤沢

tel.0466-55-6336

🔰: 未経験者におすすめ

■ヨガ　60分、75分

■ピラティス　60分

■ビューティ･ペルヴィス/筋膜ストレッチ～くびれ　

　/フローダンス 60分

■マタニティヨガ　75分

■産後リカバリーヨガ　60分

20:15 ～ 21:15　 　🔰　
リラックス
ユキエ
 　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　ＮＥＷ！

19:45 ～ 20:45　　　🔰
ビューティ・ペルヴィス
サエ

18:30 ～ 19:30　　🔰　
ヨガ　ニドラー　　　　
(寝たまんまヨガ)　　　　
ムツミ

　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　 　　ＮＥＷ！

18:30 ～ 19:45
ヨガ　フローⅠ
タカコ　　　　　　 　　　
　　　　　　　　　　　　
※30日(振) 休講

18:45 ～ 20:00 　　🔰　
ヨガ　ボディⅠ
ユキエ

                       
                       
                       
                       
                       
             ＮＥＷ！

9:00 ～ 10:15　　　🔰
ヨガ　ボディⅠ
キコ

20:00 ～ 21:15　　　🔰　
ヨガ　ボディⅠ
タカコ
　　　　　　　　　　　　
※30日(振) 休講

18:30 ～ 19:30　　　🔰
体幹コントロール
ピラティスⅠ
マリコ

20:00 ～ 21:15
アロマヨガ　フローⅠ   
 ムツミ

　　

                       
                       
　　 　　     ＮＥＷ！

18:45 ～ 20:00　　　🔰
ヨガ　ボディⅠ
ナナエ                 
                       
※20日)代講　タカコ

※代講・休講情報の詳細は、スタジオの掲示やブログをご確認ください。

※変更箇所は赤字または☐枠で記されております。

※天候やインストラクターの都合により、急な休講や代講になることがあります。

☆NEWクラスのお知らせ☆

◆毎週火曜日◆
18：45～20：00 ヨガ ボディⅠ

20:15～21：15 リラックス

ユキエ

◆毎週水曜日◆
18：30～19：30 ヨガニドラー

(寝たまんまヨガ)
20：00～21：15 アロマヨガ フローⅠ

ムツミ

◆木曜日◆
10：30～11：30

(第1・2・4週) 体幹コントロールピラティスⅠ
(第3週) 体幹コントロールピラティスⅡ

ノリ


