
t

7:00 7:00

エアロビクス ステップ ヨガ系 格闘技系 筋コン系 ダンス系 予約について、5割をWEB予約　5割を店舗予約とします。　●ステップWEB13台、店舗12台　

10:45-11:45
オリジナルエアロ

初中級
中野　智恵

10:45-11:45
ビート＆キックス

平瀬　明治

10:30-11:30
沖ヨガ

今村　彩子

10:30-11:30
ビギナー
パワーヨガ
宮野　香織

ダンス系フィットネス

１3:15-14:15
フィットネス
サーキット

佐々木　清子

　

19:30-20:30
ｴﾅｼﾞｰﾌﾛｰﾖｶﾞ

吉田　裕子

10:45-11:45
エアロシェイプ
宮沢　美登里

23:30 23:30

0:00 0:00

22:00 22:00
22:30 22:30
23:00

21:00

21:15-21:45
ビギナーステップ

柳田　幸久

21:15-21:45
GGX

ストレッチポール
新田歩

20:45-21:45
バレエ

石田　沙瑛子

20:45-21:45
ポルドブラ&

ダンサー

ストレッチ
松本　知沙美

20:50-21:35
ボディコンシャス

鈴木　優子
20:45-21:45

フローヨガ
関　菜桜

23:00

20:30-21:00
GGX

ラクラク腹筋
時枝　弘貴

19:50-20:40
ファイティング

バーン
吉田　馨一

21:00

21:30

＊スケジュールは、変更する場合が御座いますので予めご了承下さい。　　　＊代行情報及び祝日の日のスケジュールは、館内告知・web情報をご覧下さい。

＊GGXはゴールドジムスタッフが担当いたします。
　
　　　　　初心者でも安心してご参加頂けます　　　　　　　初心者から上級者までどなたでもご参加頂けます　　　　　　　　　　　　　このマークのみ有料クラスになります

20:30 20:30

20:30-21:15
ZUMBA®
新　かほり

20:30-21:30
シェイプアップ

ヨガ
加賀　史佳

19:15-20:15
ゆったり

ストレッチ
石田　沙瑛子

19:10-20:10
身体の固い方向け

ヨガ&ストレッチ
新　かほり

19:30 19:30

19:30-20:30
ヨガ

関　菜桜
19:45-20:30

ボディメイク
吉田　馨一

20:00 19:50-20:20
ボールEX

佐々木　清子

21:30

19:00
19:00-19:30
ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟEX
吉田　馨一

19:00-19:45
DiscoWorld

ミドリ

19:00-19:45
ZUMBA®

ミドリ

20:00
20:00-20:30
ビギナーエアロ
鈴木　優子 20：00‐21：00

アクティブヨガ
石川　広明

20:15-21:00
ビギナーエアロ

柳田幸久

17:00 17:00

17:15-18:00
ZUMBA®

鈴木　江美
17:20-18:20
リラックスヨガ

AILI

17:30 17:30

17:30-18:30
キッズスクール

チアリーディング
（小2～小6）

17:45-18:30
ファイティング

バーン
吉田　馨一

18:00

16:00

16:00-17:00
ボディ

メンテナンス
AILI

16:30 16:30

16:45-18:15
バレエスクール

（小学生）

16:40-17:30
キッズスクール

チアリーディング
（年中～小１）

16:50-17:35
骨盤調整EX
大田　ゆか

15:15-16:15
フローヨガ
山口　雅葉

15:30

18:00

18:15-19:00
ZUMBA®
ＨＩＲＯＮＯ

18:30 18:30

18:40-19:40
フィットネス
サーキット

佐々木　清子

18：40-19：40
ﾗｰﾆﾝｸﾞｽﾃｯﾌﾟ

&ｼｪｲﾌﾟ
石川　広明

１8：45-19：30
ベーシックヨガ

金子　恵子

18:45-19:30
ボディメイク
吉田　馨一

19:00

14:50-15:50
HIP　HOP
NOBU

15:30-16:30
ナニアロハ
大田　ゆか

14:20-15:05
美軸ライン

ストレッチ
新井　千景

12:40-13:25
泳法レッスン
廣田　朋子

13:00

15:00-15:45
ZUMBA®
AKEMI

15:15-16:15
バレエ入門
蒲田　深雪

15:30

15:20-16:20
ジャイロ
キネシス
滑川美穂

15:30-16:30
バレエスクール
（年少～年長）

16:00

13:15-14:15
ゆったり
健康ヨガ

佐藤　里江子

10:45-11:30
おはよう体操

関　菜桜

14:10-14:40
ダンサー
ストレッチ
　NOBU

１3:45-14:30
ZUMBA®
新　かほり

15:00 15:00

14:30 14:30-15:00
GGX　ViPR

林田 ﾏﾃｳｽ晃治

14:20-14:50
ZUMBA GOLD

AKEMI

14:30-15:30
陰ヨガ
Asha

14:30-15:30
Strongby

ZUMBA
HIRONO

14:30-15:00
ウォ-ムアップ

ストレッチ
 蒲田　深雪

14:45-15:15
メンテナンス
ストレッチ
新　かほり

13:00-14:15
ｱｼｭﾀﾝｶﾞﾖｱ

ﾊｰﾌﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ
Asha

13:00-14:00
ﾚｷﾞｭﾗｰｴｱﾛ
新井　千景

12:00-12:45
シェイプアップ

エアロ
平瀬　明治

12:00-12:50
ボディ

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ
小崎　幸恵

12:00-13:00
ジャズダンス

関　菜桜

12:00-12:50
健康体操
ETSUKO 12:00-13:30

楊名時気功

太極拳
青柳　武

平野　由美子

12:00-12:40
からだゼミ
坂本真嗣 １2:00-13:00

ビンヤーサヨガ
RIKA

13:30 13:30
13:25-14:05

リラックス
スロ－アイヨガ

AKEMI

13:25-14:10
ZUMBA®
HIRONO

13:30-14:30
パワーヨガ＆

ディープ
リラクゼーション

克

12:15-13:05
初中級エアロ

竹内　愛

12:15-13:15
リフレッシュヨガ
北田　由紀子

12:30 12:30

12:30-13:15
全身らくらく体操

AKEMI

14:30

13:00

13:00-14:00
ｷｯｸｻｰｷｯﾄ

笠原　里衣子

13:00-13:45
プレエアロ

佐藤　里江子

14:00 14:00
13:55-14:45
ビューティーEX
佐藤　里江子

10:00 10:00
10:00-10:30
ﾍﾞｰｼｯｸｽﾃｯﾌﾟ
中野　智恵

10:10-10:35
GGX　ViPR
坂本真嗣

10:20-10:50
足裏機能改善

小崎　幸恵

10:15-11:00
おはようエアロ

畠山　和江

10:15-11:00
おはようリズム

ETSUKO

10:30 10:30

10:30-11:30
フローヨガ
森川　亜弓

11:00 11:00

11:00-11:50
おはようエアロ

小崎　幸恵

11:00-12:00
ビギナーヨガ
金子　恵子

11:15-12:00
転倒予防/足・腰

吉田　馨一
11:15-12:15
マットピラティス

畠山　和江

11:10-11:50
ボールｴｸｻｻｲｽﾞ

ETSUKO

11:30 11:30

10:30-11:00
ちょこっと筋トレ

吉田　馨一

12:00 12:00
12:10-12:55

アクアビクス
中田　恵美子

7:30 7:30

６階ＳＴＵＤＩＯ ３階YogaSTUDIO ６階ＳＴＵＤＩＯ ３階YogaSTUDIO ６階ＳＴＵＤＩＯ ３階YogaSTUDIO

8:30
9:00 9:00
9:30 9:30

7:30-8:30
ハタヨガ

千葉　京子

8:00 8:00

8:30

日(SUN)

６階ＳＴＵＤＩＯ ３階YogaSTUDIO ６階ＳＴＵＤＩＯ ３階YogaSTUDIO ６階ＳＴＵＤＩＯ ３階YogaSTUDIO ６階ＳＴＵＤＩＯ ３階YogaSTUDIO

月(MON) 火(TUE) 水(WED) 木(THU) 金(FRI) 土(SAT)

東陽町スーパーセンター
０３-６６６０－２３２３

営業時間のお知らせ
月曜～土曜・祝日 ７：００～２３:００

日曜 ９：００～２０：００

第２月曜 休館

GOLD´Ｓ ＧＹＭ公式ウェッブサイト

ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ．ｇｏｌｄｓｇｙｍ．ｊｐ

ＮＴＴｄｏｃｏｍｏ Ｉモード対応サイト

ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ．ｇｏｌｄｓｇｙｍ．ｊｐ／ｉ／

２３：００ CLOSED

有料スクール

有料スクール

東陽町スーパーセンター ２０１９年２月スケジュール 休館日：2月11日（月祝）

２０：００ CLOSE

プール

有料スクール

プール

9:00 OPEN

２３：００ CLOSED ２３：００ CLOSED ２３：００ CLOSED ２３：００ CLOSED ２３：００ CLOSED

プール

プール

変更

＜改訂版：1/22＞

変更



2018年12月

クラス名 解説

足裏機能改善 身体調整系 ゴルフボールを使って土踏まずの引きあがった自然な形を取り戻しましょう。

フローヨガ 鍛えるヨガ

おはようエアロ 有酸素系 基本のステップから少しづつチャレンジして楽しく汗を流しましょう。

ボディコンディショニング 筋トレ　身体調整系 身体の機能回復を目的として体幹強化や柔軟性をアップします。

ゆったり健康ヨガ ゆったりヨガ 体が喜ぶヨガです。

キックサーキット 有酸素系　格闘技系 【ストレス発散！】格闘技の動きを楽しむ有酸素トレーニングと筋トレのクラスです。キックやパンチを出すときに目標を定めて攻撃を楽しみましょう！

GGX ViPR 筋トレ系 ViPR(バイパー)というトレーニングツールを使用した、ファンクショナルトレーニングのレッスンです。

ジャイロキネシス 身体調整系 呼吸とリズムを合わせ背骨を中心に身体を隅々まで動かします。　血流が良くなることで柔軟性･筋力持久力がつきます。

ウオームアップEX 有酸素系

ボディメイク 筋トレ系

ゆったりストレッチ 身体調整系 ゆったりと心身を開放できるストレッチクラスです。身体リセット効果が実感できます。トレーニング前後の疲労回復に効果的です。

クラシックバレエ ダンス系

ハタヨガ 整える系

おはようエアロ 有酸素系 朝一番に身体を動かします。基本のステップを少し変化させた動きにチャレンジしながら楽しみましょう！

マットピラティス 身体調整系

全身らくらく体操 身体整え系 楽しくラクな動きでラクに動ける身体作りを目指すクラスです。

リラックススローアイヨガ ほぐし系ヨガ 身体をゆっくりほぐし、心身のバランスを整えながら行います。目のケアに焦点をあてたヨガです・

ZUMBA　GOLD ダンス系 ラテンの音楽で楽しむZUMBAの基本を大切にして、フィットネス初心者、シニアも楽しめる構成のZUMBAです。

ZUMBA® ダンス系 ラテンの音楽と様々なダンスを融合させて、振り付けにとらわれることなくパーティ―気分で楽しむクラスです。

フィットネスサーキット 有酸素系　筋トレ系

ボールEX 体幹鍛え系 大・小のボールを使って、転がる、弾む動作を使い運動します。バランスアップに効果的で、身体のリフレッシュ効果があります。

ZUMBA ダンス系 ラテンの音楽と様々なダンスを融合させて、振り付けにとらわれることなく楽しむ有酸素トレーニングクラスです。

身体の固い方向けヨガストレッチ ストレッチ系

シェイプアップヨガ 鍛えるヨガ 引き締め効果の高いポーズとそのポイントをわかりやすく行うヨガクラスです。

ちょこっと筋トレ 筋トレ系

転倒予防/足・腰 筋トレ身体整え系

ビギナーヨガ リフレッシュ系

リフレッシュヨガ 整える系

初中級エアロ 有酸素系

ZUMBAとStrongbyZUMBA 有酸素系　鍛える系

Disco　World ダンス系 ７０～９０年代にヒットした懐かしいディスコサウンドで楽しく踊るフィットネスダンスエクササイズです！

ビギナーエアロ 有酸素系

エナンジーフローヨガ 鍛えるヨガ

ボディコンシャス 身体調整系

ポルドブラ＆ダンサーストレッチ 身体整え系

おはよう体操 身体リフレッシュ系 朝一番に身体と頭の体操をしましょう！一日が快適に過ごせます。

GGX　ViPR 筋トレ系 ViPR(バイパー)というトレーニングツールを使用した、ファンクショナルトレーニングのレッスンです。

シェイプアップエアロ 有酸素系

ジャズダンス ダンス系 J-POPからミュージカル音楽まで様々な音に合わせて踊りましょう♪

フィットネスサーキット 有酸素系

ウオームアップストレッチ ストレッチ系 トレーニング前後にお勧めです。呼吸にあわせて筋肉を温めてストレッチをします。

バレエ入門 ダンス系　身体調整系

ZUMBA® ダンス系 ラテンmusicを始めとした世界の音楽に合わせてで踊る楽しい！面白い！パーティ感覚のエクササイズです。

ビギナーエアロ 有酸素系

ビギナーヨガ リフレッシュ系

ヨガ ゆったりヨガ 暖かいお部屋で身体をほぐしながらヨガを行います。トレーニング前後のウォーミングアップやクールダウンにも最適です。

フローヨガヨガ 鍛えるヨガ

おはようリズム ゆったり系 関節・筋肉をゆったり目覚めさせ、身体を滑らかに動かしましょう！

ボールエクササイズ 体幹鍛え系 大・小のボールを使い様々なポーズとバランスをとりながら体幹を鍛えてゆきます。バランスアップに最適です。

健康体操 体幹鍛え系 誤嚥予防、腹圧エクササイズ等で体の中から鍛えましょう。

プレエアロ 有酸素系 関節に負担の少ない動作とエアロビクスの基本ステップを行うクラスです。

ビュティーエクササイズ 筋トレ系　身体調整系 筋トレ、ストレッチ、骨盤調整、身体調整も行います。

ﾊﾟﾜｰﾖｶﾞ&ﾃﾞｨｰﾌﾟﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ 体幹鍛え系

ベーシックヨガ 身体整え系

ファイティングバーン 有酸素系　格闘技系 格闘技の動き、キックやパンチをたのしみながら有酸素トレーニングができます。心地よい汗をな流しましょう。

アクティブヨガ 体幹鍛え系

GGX　ストレッチポール ゆったり系 ストレッチポールを利用して身体全体をほぐしていくレッスンになります。ゴールドジムトレーナーが行なうレッスンなので初心者の方も是非ご参加下さい。

ベーシックステップ ステップ台使用

沖ヨガ 有酸素系

オリジナルエアロ初中級 有酸素系

楊名時気功太極拳 体幹鍛え系 立位で柔らかく身体を使い意識・気・身体を鍛錬し整えます。

からだゼミ コンディショニング系 脊柱・骨盤帯の調整を行なうレッスンです。正常な神経の流れや内蔵機能を高めるアプローチを行ないます。

ｱｼｭﾀﾝｶﾞﾖｶﾞ75ﾊｰﾌﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ 動の古典派パワーヨガ

陰ヨガ 静のリラックスゼーションヨガ

ZUMBA® ダンス系

メンテナンスストレッチ ストレッチ系

ナニアロハ ダンス系

骨盤調整エクササイズ 身体整え系

ファイティングバーン 有酸素系　格闘技系 格闘技の動き、キックやパンチをたのしみながら有酸素トレーニングができます。心地良い汗を流しましょう。

ボディメイク 筋トレ系 バーベル、ダンベル、チューブなとのツールも使って筋トレ、ストレッチも行います。

ビート＆キックス 有酸素系　格闘技系

シェイプアップエアロ 有酸素系

ビギナーパワーヨガ 鍛えるヨガ 【ヨガ初心者に◎】初めての方、大切な基本をしっかり行いたい方向けのクラスです。

ビンヤーサヨガ 鍛えるヨガ

レギュラーエアロ 有酸素系　中級 【中級者向け】エアロビクスを楽しみたい方、おはようエアロやプレエアロで慣れた皆様に、一つ上の楽しさを味わっていただきます。

ダンサーストレッチ 身体調整系

HIP　HOP ダンス系 本気で踊りましょう！ダンサーNOBUのようにかっこよく踊ることを目指し、丁寧に分かり易く進めます。

美軸ラインストレッチ 身体調整系 身体の軸背骨のラインを整えることを目指したクラスです。

フローヨガ 鍛えるヨガ

ボディメンテナンス 身体調整系 美しい姿勢を維持するために必要な筋力と柔軟性の向上を目指し、深層部を意識しながら身体調整を行うクラスです。

ZUMBA® ダンス系

リラックスヨガ 心身解放ヨガ

エアロビクスの基本動作を楽しむクラスです。基本動作を行いたい方に最適なクラスです。３０分有酸素トレーニングをお楽しみください。

様々なヨガのポーズを流れるように行う運動量が多めのクラスです。楽しく動きたい方、集中力を高めたい方、気持ち良く汗を流したい方におすすめです。

正しい骨格を意識しながら体幹の筋肉を整え骨格の歪みや筋力不足による体調不良を改善し、しなやかで美しい身体作りを目指します。

(月)

呼吸の流れを大切にしながらポーズからポーズをつないでいくクラス。ハタヨガのベーシックなポーズを中心にテンポよく身体を動かす楽しさを味わえます。心身をリフレッシュして本来の自分と向き合いましょう。

運動をするためのウォーミングアップ筋肉の温度を上げ30分間でストレッチや筋トレを行います。トレーニング前後、けが予防におすすめします！

自分の体重でのトレーニング（自重）またはプレートダンベルなどツールを使って身体を鍛えます。ちょっときついと感じるレベルが効果的です。　各自の強度で快適に鍛えましょう。

クラシックバレエのクラスです。姿勢を整えたい方、柔軟性を向上したい方のお勧めのクラスです。

(火)

ハタとはサンスクリット語で、ha（ハ）は太陽、tha（タ）は月を意味します。太陽と月、陰と陽、心と身体など世の中の相対するものの代表的な存在です。ヨガの王道です。

身体への負担をかけることなく、インナーマッスルを鍛え、姿勢の改善へとつながり、身体のパフォーマンスを向上させたり、ケガの予防に大きな効果が期待できます。呼吸とリズムを合わせ背骨を中心に体を隅々まで動かします。

【シェイプアップ効果◎】エアロビクス・ステップの昇降運動の有酸素パートとダンベルチューブなどを使用した筋コンディショニングパートを交互に行う体力アップとボディメイクにお勧めです。

【身体の固い人に◎】ヨガは身体が固いから・・・と敬遠している方、継続により柔軟性も向上します。マイペースで行える、ヨガのポーズを使ったストレッチです。終了後酸素が身体の隅々まで行き渡る感覚をお楽しみください！

フラダンスとフィットネス要素を合わせたクラスです。ハワイアンソングやそのストーリーも楽しみ踊りましょう。男女問わずご参加頂けます

骨盤のゆがみが気になる方、左右差、ねじれを整えることを目的にレッスンします。ゆったりした動きですので、マイペースで楽しめます。終了後O脚が改善する方もいます！

全身のストレッチから始まり、ゆっくりと体を温めてゆきます。音楽に合わせてゆったりと動き肩甲骨から腕の動きをよくすることがメインのレッスンですので、終了後は背中がすっきします。
肩こり、猫背、デスクワークの方にもおすすめです！

(木)

【シェイプアップ効果◎】基本を心地よく変化させていく動きやすいエアロビクスと筋トレも行います。
とても丁寧で分かりやすいクラスですので初めての方も、エアロビクスの基本がお好きな方にも最適なクラスです。

【シェイプアップ効果◎】チューブなどを使用した筋コンディショニングパートを交互に行います。体力アップ＆ボディメイクにお勧めです。

バーレッスンとセンターレッスンで構成され、バレエの基礎を中心に行います。ダンス好きな方、エアロビクス好きな方、きれいに立ちたい歩きたい方に最適です。

エアロビクスの基本動作を楽しむクラスです。基本動作を行いたい方に最適なクラスです。３０分有酸素トレーニングをお楽しみください。

前半は呼吸と連動したポーズをテンポよく行い後半はプラナ(身体をめぐる呼吸やエネルギー）を整えるリラックスのポーズを行います。眠り安い身体に整えて終了します。

(水)

３０分の筋トレクラス、お腹、二の腕、お尻など、気になる部分をみなさんんで一緒に鍛えましょう。姿勢改善効果もあります！

転倒予防を目的に、大地を踏みしめる脚姿勢を整え、腰を鍛え、重力に逆らって立つ抗重力筋をしっかりと使うクラスです。

ゆったりとした呼吸で基本的なポーズを丁寧に行うクラスです。初めての方だけでなく、ヨガ経験のある方も運動不足を感じている方にも楽しんでいただけます。

呼吸に合わせて気持ちよく身体を動かし身体も心もリフレッシュしましょう！素晴らしいヨガの効果を実感してください。

エアロビクスの基本動作に慣れた方、基本を変化させる動きにチャレンジしたい方に最適なクラスです。とっても分かり易くとっても楽しいレッスンです。

音楽と効果音が織り成す新感覚のインターバルトレーニングです。
他のグループエクササイズとは異なり、音に合わせて強度変換をしていく特徴があり、自重を効果的に使いながら全身を鍛えます。

個性あるダンスMIXのエアロです。ベーシックステップパターンを少しづつ変化させてコンビネーションを組みます。音楽も楽しみながら楽しく動き心身リフレッシュしましょう！

カウントに沿って決められたポーズと連動した呼吸で順番通りに途切れることなく動き続ける運動量の多いクラスです。
セレブリティも多数実践し身体作りをしている能動的なパワーヨガにピシッとチャレンジしてあなたも今日からヨガマスター♪

力みを抜き３～５分ポーズを行う陰ヨガは経絡を通じ結合組織（関節・筋膜・靭帯等）に働きかけます。
受動的に行うことで、イライラしがちな神経を落ち着かせ、リラックス効果のほか内臓強化・神経調整・柔軟性向上に効果的です。心身共にしなやかでゆとりある人生を手に入れましょう！

ラテンの音楽と様々なダンスを融合させて、振り付けにとらわれることなくパーティ―気分で楽しむクラス

トレーニング前後の方にもおすすめ！心地良くどなたにも必要なストレッチです。　タオルをご持参ください。

ゆったりとした呼吸で基本的なポーズを丁寧に行うクラスです。初めての方だけでなく、ヨガ経験のある方も運動不足を感じている方にも楽しんでいただけます。

(日）

キックボクシングベースの有酸素トレーニングクラスです。お腹を引き締め、頭を空っぽにしてキックやパンチを楽しみましょう！ストレスも体脂肪もKOできます！

【身体引き締め効果◎】エアロビクスの基本動作を中心に分かり易く楽しめます。きちんと筋トレも行うので、シェイプアップに効果的な４５分です。

【中級者向け】呼吸に合わせてヨガのポーズを繋げることに重点をおいたクラスです。力強く、瞑想的で、連続してポーズを行うので集中力が高まります。
血液やリンパの流れも促進し深いリラックス効果も得られ、インナーマッスルを鍛える効果もあります。

ダンスの動きが、振り付けがかっこよく見える関節使い、身体使いを導くストレッチです。トレーニング前後、身体を整えたい方、お手入れしたい方に最適です。

呼吸に合わせて流れるようなポーズを取っていくヨガのクラス。ポーズとポーズを連続して行うため、少し運動量の多いレッスンです。たっぷり動き汗を流したい方におススメです！

ラテンの音楽にあわせてクラスを行います。１曲毎に動きが変化します。終了後の心地よい汗と爽快感をお楽しみください！

様々なヨガのポーズを行うことにより、心身リラックスを目的としたクラスです。集中して動くと爽快感、リッラクス感が一層深まります。

(金) ちょっとハードなパワーヨガで精神力も身体も鍛えましょう。最後は「動」のパワーヨガに対して「静」のヨガで、極上のリッラクス感爽快感を楽しんで頂けます。

ヨガの基礎を行います。初めての方もヨガの上級者の方も基本の楽しさ大切さを実感できるクラスです。

アクティブヨガは、アメリカで大流行しているパワーヨーガをアレンジしたマインド・ボディコンディショニングエクササイズです。
立位のアーサナーをベースに進めます。心と体にエネルギーをチャージ しましょう。

(土)

【要予約】基本的なステップパターンでしっかり身体を動かしながら簡単なステップコンビネーションで楽しんでいきます。一緒に楽しく身体を使って楽しみましょう！

沖ヨガは、インドヨガと日本の禅や神道の思想、東洋の伝統的医療法を融合させ、体系化したヨガです。アーサナだけを重視するのではなく、心身向上を目指します。

東陽町スーパーセンター スタジオ内容解説


