






レッスン名 名前 難易度 インストラクターからのレッスン紹介

竹本　茉有子 ★☆☆
朝から身体を動かしスッキリしましょう。
筋力・柔軟性、バランス感覚、集中力を高め呼吸を深めます。

小林　みゆき ★☆☆
寝姿勢で固まっている筋肉を緩めて体を整えていきます。
１日の始まりをスッキリ気持ち良くスタートさせていきましょう。

コンディショニング
YOGA

★☆☆

ストレッチを中心にしたクラスです。ヨガブロック、チェアー、ストレッチポール等を使っ
て普段動かさない所、逆に酷使しがちな所に丁寧にアプローチすることで呼吸が深まり、心
身の疲労回復に繋がります。どなたでも御参加頂けます。

ＹＯＧＡ ★★☆

運動としてだけでなく、ヨーガ本来目的である心身の解放に向かえるように呼吸の重視、
ポーズへの丁寧な取り組み方自身を真撃に向き合うことを大切にしながら基本的なポーズか
ら難易度の高いものまで、自身のそのときの調子に合わせて無理なく行って頂きます。難し
い！キツイ！と思われるポーズはお休みして頂けますのでお気軽にﾁｬﾚﾝｼﾞしてみて下さい。

アシュタンガYOGA
（Half Primary）

★★★

インドマイソール発祥の伝統的なスタイルのヨーガです。特殊な呼吸法と筋肉の使い方を用
いて決められた順でポーズをダイナミックに繋いで行きます。最後のくつろぎのポーズまで
の間休むことなく動き続ける運動量の多いクラスです。身体の隅々まで動かす事によりこわ
ばりが取れ、エネルギーの巡りが感じられます。初めての方も少しずつ進めていけるスタイ
ルですのでお気軽にどうぞ！

ＹＯＧＡ ＭＩＳＡ ★☆☆ ヨガのポーズと呼吸を通して心と身体のバランスを整えるクラスです。

やさしいYOGA 中野　陽子 ★☆☆

年齢に関わらず健康維持、促進を目的としたクラスです。ヨガの基本ポーズをゆっくりとした動き
で行うのでヨガ初心者の方でも安心して参加していただけます。私たちの身体は一人一人違いま
す。その個性を尊重し、柔軟性や筋力、バランス感覚を養い、年齢相応＋αの運動能力を総合的に
高めていきます。

ＹＯＧＡ 徳大寺　真弥 ★☆☆

ヨガの基本のポーズを中心に呼吸と連動させながらひとつひとつ丁寧に行います。
ポーズで正しい位置に体を動かし、骨格のアライメントを整えましょう。体を整えることで、心に
もいい影響を与えてくれるでしょう。きっとレッスン終わりには
心地いい疲労感と達成感を味わっていただけます。

ＹＯＧＡ ＡＹＡＮＥ ★☆☆

ヨガは身体が硬いと出来ない、ポーズがきれいにとれないと意味がないというものではありませ
ん。ヨガをする時間は普段意識を向けない自分の呼吸に意識をむけて、その呼吸を共にゆったりろ
ポーズをとっていきます。呼吸・ポーズ・瞑想を組み合わせて、心身の緊張をほぐし、心の安定と
安らぎを得るものです。そして自分自身に気付くことだと思います。ヨガで新しい自分を見つけま
しょう。

武井　典子

朝　ヨ　ガ



Ａnatomy Yoga 福成　廉洋 ★☆☆

アナトミー（解剖学）と基本と、身体を安全に効率よく動かすことのできるヨガです。ポー
ズ自体は難しいものではなく、古代インドで考え出された健康体操みたいなものだと思って
下さい。強さ、難しさはご自身で調節できるようになっており、
インストラクターが丁寧に説明して進めていきます。

ヘルシーヨガ ＡＩＫＡ ★★☆

前半はゆっくりとストレッチを施し、後半へのチャレンジポーズに向けて
ウォーミングアップを楽しみながら動いきます。体感強化をテーマにたくさんの
アーサナへ。

ラテン WILSON ★★☆
ﾗﾃﾝのﾘｽﾞﾑに合わせて行う有酸素運動です。
インナーマッスルをたくさん使って、楽しく汗を流しましょう!!

ストリートダンス ＥＴＳＵＫＯ ★★☆
毎回違った内容でストリートダンスの基礎を丁寧に教えて
いきます。初心者の方も大歓迎！！一緒に楽しくかっこよく踊りましょう！

HIP HOP ★★☆

日曜日：ストレッチ→アイソレーション→ビートトレーニング→振付の順で進めて
行きます。だいたい１ヶ月で完成します。
火曜日：コアな人向けレッスンです。細かいところまで掘り下げてじっくり進む
４５分です。

リズムマスター ★☆☆ 一つの動きを繰り返してステップを作っていくクラスです。

ストリートダンス Atsuki ★★☆

ストリートダンスの中でもヒップホップダンスをベースに行っております。経験がない方は
難しく感じると思いますが、出来なくても気にしません。楽しく踊りたい方お待ちしており
ます。

SOUL＆ROCK ＥＴＳＵＫＯ ★★☆

SOUL＆ROCKはストリートダンスのジャンルになります。気持ち良く踊れるSOULと激しく踊れ
るROCKを混ぜた振付けでレッスンを進めていきます。基礎から丁寧に説明しながら進めてい
きますので初心者の方も大丈夫ですよ！

STREETDANCE 福留　篤広 ★★☆
基礎を中心に進めています。最初は慣れない動作もどんどん上達して行きます。
初心者の方大歓迎です！

サンバ ｵﾘｳﾞｪｲﾗ紀子 ★★☆

リオのカーニバルでもおなじみのサンバ！明るいブラジル音楽に合わせて一緒に
踊りましょう！サンバ特有のステップでヒップアップや脚力アップに効果大！本場リオの
カーニバルでも踊る現役ダンサーが楽しく指導させて頂きます。

朱里
ベリームーブメント

朱里 ★★★
ストレッチから始めベリーダンスの腰やお腹を中心とした基本の動作で身体の各部分を意識
して簡単なコンビネーションで動いて行きます。

ラテン Shell ★★★
Let’s　danse　Enjoy！さまざまなラテンのリズムで身体と共にダイナミック、
元気にさらに柔軟性も取り入れた動きを一緒に学びましょう！

QUE



HOUSE　BASIC ★★☆

ステップを使ってハウスミュージックに合わせて踊るダンスです。ハウスダンスの基本的な
ステップを使って音楽に気持ちよく乗れるようにゆっくりレクチャーしていきます。ダンス
の楽しみ方をみんなで共有していけたらと思います。

HOUSE
VARIATION

★★☆
ベーシックステップを使った応用レッスンです。リズムやグルーブに変化を加えたりその日
に行ったステップを使って振付をしたりしてより楽しめるようレクチャして行きます。

SOUL GROOVE ★★☆

ソウルダンスとは、ソウルミュージックのリズムに合わせて踊るダンスの総称で、ノリに重
きをおいた皆が楽しめるダンスです。ヒップホップの基礎にも通じるダンスで、ダンスを学
んでいる方は知っておくとどこかで役に立つかもしれません。

バレエ基礎 吉岡　祐弥 ★★☆

バレエは独特のメソッドに基づいたストレッチや動きを追求していくので初心者の方は少し
難しい内容と思われるかもしれません。このクラスは時間が許す限り丁寧な解説を交えなが
ら楽しくダンスをして頂けるようにレッスンを進めています。しなやかな身体作りをしいて
いく最初の一歩として、バレエを始める方も多いのでぜひ挑戦して頂きたいと思います。

バレエ基礎 棚田　徹 ★★☆

バーレッスンを通して姿勢を良くしながら身体のバランス感覚を整えセンターレッスンでは
バレエテクニックの基本動作を習得とバレエを通して心身ともに健康に
なりましょう。

Vogue ShowTA ★★☆

ＮＹのLGBTカルチャーから生まれたVOGUEダンス。ファッション雑誌から由来しており、モ
デルの様にポージングをするダンスです。近年ではスタイルが確立しており、レッスンでは
腕をメインに背中や肩にアプローチしていくクラスと、女性らしく動いて腰回りや下半身に
アプローチしていくクラスと週替わりで教えていきます。ストレッチ、基礎をしっかりして
可動域を広げていき振付けを通して流れを覚えていきましょう。

ＺＵＭＢＡ 勝連　智美 ★★★ ラテンの音楽を楽しみながら体を動かすクラスです。

ＳＴＥＰ（初中級） 柴　貴郎 ★★☆
向きの替わる面の変更少し、リズムチェンジなどに挑戦するクラスです。
ぜひスタジオで一緒に汗をかきましょう！

初級ステップ&
筋コン

和津 ★☆☆
４５分間のレッスンの中で前半20分楽しく筋肉を強化、調整した後、後半20分を
ステップ台を使って元気に身体を動かす気持ち良い内容となっております。

ＳＴＥＰ（初級） 仲本　加恵 ★★☆

ステップ台を使って昇降運動を連続して行う事で適度な心拍数をキープして
いただきます。心肺機能を高める事により、血流の流れが良くなり、疲労の回復も
促します。ステップの経験がない方もぜひご参加ください。

KAZUKIYO



ＺＵＭＢＡ 柴田　竜一 ★★★

メレンゲ・サルサなどのラテン音楽を中心に世界中のジャンルの音楽を使って踊る
ダンスプログラムです。初めての方もわかりやすく踊れるレッスン内容を心がけておりま
す。ダンス経験ゼロの方、経験の少ない方もどうぞお気軽にご参加ください。

アンチエイジング
気功

★☆☆
ゆったりとした動きの気功の動功で全身の気の流れを整えた後、アンチエイジングやアロマ
オイルを使用したセルフマッサージで心身共に若返って頂くクラスです。

アロマ気功 ★☆☆

さわやかな植物の香りの中で気功を行います。動功という功法で音楽に合わせて
ゆったりと全身を動かしたあと呼吸法やマッサージ法を行い、全身の気の流れを良くして体
調を
整えていくクラスです。

YOGA fusion ★★☆
STEP台を使用しシンプルな昇降運動とストレッチコンディショニングを行います。
しなやかに引き締まり、機能的に助ける身体になります。

AER　YOGA ★★☆

シンプルでリズミカルな有酸素運動とストレッチコンディショニングを行います。
凝りむくみがリセットされ体も心もスッキリとﾘﾌﾚｯｼｭされます。心肺機能、
筋持久力、柔軟性の向上が得られます。

コンディショニングfor
ビューティフルウォーキング 内海　智葉 ★☆☆

美しい歩き方を身に付け若々しい見た目、スタイルアップを目指します。
男性ももちろん大歓迎です。

ピラティス 山本　哲矢 ★☆☆
体の中心から美しいボディーラインを作ることを目的に進めていきます。また、体幹部の強
化により、バレエ等のダンスをされている方にも効果を実感して頂けます。

機能改善 KOKEN ★☆☆
全身の筋バランスを整えて骨盤の位置や姿勢を正して怪我をしにくい身体作りを
行います。身体が持つ運動機能を音楽に合わせて一緒に強化しましょう。

ボディコンシャス 棚田　徹 ★☆☆

一連のストレッチ動作のコツをお伝えしながら関節回りの可動域を広げ、身体の内側から
ゆっくり整えていきます。柔軟性を向上させたい方、トレーニング前後のウォーミングアッ
プ、クールダウンにオススメのクラスです。

セルフケア＆
歩き方

内　麻紀子 ★☆☆
セルフケアでストレッチやマッサージをしながら全身を優しくほぐして、疲れやコリを解消
した後にバランスの良い身体で歩けるように練習して行きます。

姿勢美人 米倉　久史 ★☆☆
身体のバランスを整えて動きをよくしていきます。関節や筋肉をご自身で調整することで
レッスン前後の姿勢状態や意識の変化を感じて頂けます。

ＧＧＸピラティス 坂本ﾄﾚｰﾅｰ ★☆☆

日常では感じることが難しい小さな筋肉、背骨を動かしていき体を活性化させるレッスンです。身
体の感覚が鈍くなるとパフォーマンスが低下し、筋肉の硬直に繋がります。一緒に身体意識を高め
ていきましょう。

キング育子

雄谷　昌子



GGX筋コン 代谷ﾄﾚｰﾅｰ ★☆☆

前半は簡単な筋トレを行い、基礎代謝の向上や、体のゆがみの改善を狙います。
後半にマッサージを行い、疲労回復や肩こり腰痛対策を行います。
簡単なレッスンですので、初心者の方でも安心して御参加いただけます。

GGX筋コン 中本ﾄﾚｰﾅｰ ★☆☆
気になる部分や、普段鍛えないような部分をワンポイントアドバイスを入れながら
一緒に鍛えてきます。一緒にトレーニングを楽しみましょう！

GGX
～ヒップトレーニング～

足立ﾄﾚｰﾅｰ ★★☆
気になるお尻を徹底的に鍛えるレッスンとなっております。
女性はもちろん男性の方でもご参加頂けます。

有料レッスン
SOUL GROOVE＆STEP

KAZUKIYO 都度
1,650円

ソウルダンスとは、ソウルミュージックのリズムに合わせて踊るダンスの総称で、ノリに重
きをおいた皆が楽しめるダンスです。通常レッスンとはひと味違うレッスンにぜひご参加下
さい。

バレエ 吉岡　祐弥
都度

1,980円

バレエは全身の筋肉を総動員して踊るため、とてもハードです。そのため日々の訓練の積み
重ねがとても大切です。厳しい訓練を続けていくためには、1人よりも同じ志を持った仲間
がいるととても心強いと思います。ここはそんな人たちが集って、仲間同士で励まし合いな
がら成長し、喜びを分かち合える場所になればいいなと思っています。

バレエ
～Studio ﾃﾚﾌﾟｼｺｰﾗ

Ｆ．Ｗ～
（有料）

AYUMI
体験
可能

ﾊﾞﾚｴの基礎や動きのｺﾂを分かりやすく伝える事を大切にし、1人1人ﾚﾍﾞﾙに
合わせたﾚｯｽﾝを行ってます。見学、体験いつでもお待ちしています。

アシュタンガヨガ
（有料）

武井　典子
体験
可能

アシュタンガヨガはアーサナを5呼吸ずつで繋ぐので、ひとつひとつを深く味わい
呼吸との繋がりを感じながら行うと大きな変化が心身にやってきます。
苦手なアーサナが沢山ある人程楽しめる物ですのでお気軽にご参加ください。

　　　　リラクゼーション系　　　   アクティブ系　　  　コンディショニング系　　  　ダンス系　　　　　スクール（有料）

有料スクール

有料レッスン


