2018,1 月 inStyle 千葉スタジオスケジュール
☎043-242-3822

体験のお申込み・レッスンのお問合せは、下記までお気軽に

chiba@instyle.sc

月

火

10:00-11:15
朝のヨガ
tomoco

体験オススメ

90
min 11:30-13:00

千葉市中央区新田町 10-15 誠寿ビル 5F

水

木

10:00-11:15

10:00-11:15

デトックスフローヨガ イシュタヨガ Lv.1
relax
体験オススメ
体験オススメ MITSUYO
RIE

11:30-12:45

ヨガ＆エアヨガ デトックスフローヨガ
tomoco

予約制

active
RIE

体験オススメ

休館日

13:15-14:30
経絡ヨガ
〜整える〜

Last
Run

KEI

18:30-20:00 9min0
コアヨガフロー エアヨガ（ベーシック） デトックスフロー x
エアリストラティブ
18:30-19:45

体験オススメ
Last
Run

予約制

発汗量中：
初心者〜経験者向

予約が必要です

18:30-19:45

KOTA

予約制

20:00-21:15

SAICO

20:00-21:30

ヨガシナジー

じっくりヨガ

KOTA

SATOMI

9
0
min

体験オススメ 予約制

RIE

金

10:00-11:15

体験オススメ 体験・初心者の方にもオススメ

10:00-11:15
エアヨガ（ビギナー）

陰ヨガ

体験オススメ

MIZUE

11:30-12:45

予約制

MOE

体験オススメ

11:30-13:00

ディープフロー

パワーヨガ
MIZUE

TOY

受付スタッフは不在です。
お
金のやり取りや手続き関連
はできません。
（マットレンタ
ルとお水の販売は可です
が、
おつりの無いようにご配
慮いただけると助かります）
また、
防犯上施錠をしますの
で、
遅刻はご遠慮ください。

19:15-20:45
エアヨガ（アクティブ） パワーヴィンヤサ
RIE

90 分のロング New 新しい先生の新しいクラスです
クラスです

土

20:15-21:30

予約制

90
min

発汗量大：
経験者・上級者向

★ 先生は同じですが、内容や発汗量に変更があったクラス

千葉スタジオのエアヨガは差額無しでご利用
いただけます。（通常ヨガと同じ扱い）ただ
し前日13時までに予約がない場合は閉講と
させていただきますのでご注意ください。

14:45-16:00
産後・マタニティ
ヨガ

予約・チケット制

MITSUYO

予約制

KEI

体験オススメ

11:30-13:00
イシュタ＆
リストラティブ

9
0
min

発汗量小：
初心者向け

intermediate
9
0
min
RIE

筋膜
コーディネーション
セッション

JIN

10:45-11:15
11:30-12:00

9
0 12:15-12:45
min

13:15-14:45 9min0

ホリスティックヨガ
体験オススメ

Last
Run

JIN

1 コマ 30 分
＝1500 円
2 コマまでの
連続予約可能

今月で終了のクラスです。翌月から
違う先生のクラスが始まります

日

10:00-11:15 ★
朝のハタヨガ

体験オススメ

11:30-12:45 ★

ベーシックヨガ
MIHO

13:00-14:15

やさしいコア yoga
体験オススメ

大型新人デビュー !
水夜の津田沼に Nanako 先生登場！

ヨガをすることで心が穏や
かになり体も整っていく、
そんな変化を感じ取ってい
くお手伝いができればなと
思います。
みなさまの心と体に寄り
添っていきたいと思います。

New

津田沼

よろしくお願いします。
1/10（水）11:30〜13:30
1/14（日）11:30〜13:30
医食同源

¥1,800

・紅花鶏粥
・長芋と蓮根の蒸し饅頭
・七福豆
・黒豆茶

温性の紅花と鶏肉入りの胃
腸にやさしい中国粥、鶏団
子入りの長芋と蓮根の蒸し
物、常備菜にしてほしい七
福豆をつくります。

1/20（土）13:00〜15:00

1/26（金）11:30〜13:30 1/31（水）11:30〜14:30

持ち帰り惣菜 100 選 ¥1,500 季節のヘルシーパン ¥1,500
・肉まん
・レンコンの黒酢炒め
・あんまん
・芹とひらたけの和え物
小麦粉＆バター（オイル）不使用。低 ・卯の花の炒り煮
カロリーで栄養価も高く、整腸作用も
肉まん６個とプチあんまん
あるおからを使っていきます。しっと 黒酢でさっぱりと炒めたレンコン を２個。おなじみの白神こ
りしたマフィンに黒糖の甘み＆きな粉 を白ごまで和えて。香り豊かな芹 だま酵母で作ります。ほか
の香ばしさがマッチング。アクセント はさっと茹でたひらたけと出汁で はかの手作り肉まんはまた
には煎り黒豆＆玄米グラノーラで和風 和えて。おからは定番出汁で炒り 格別です。
マフィンの出来上がり！１個でおなか あげる。１月は白いご飯とお味噌
満足の 1 人 6 個お持ち帰りです。
汁に合わせたお惣菜です。

ヘルシーデザート

・黒糖黒豆マフィン

¥1,500

1/8（月・成人の日）は祝日ですが、正月明けなので、
祝日プログラムはなく、休館とさせていただきます

1/11（木）11:30〜13:30

マクロビオティック ¥1,800

1/24（水）20:00〜21:15

パスタ 100 選

¥750

・醤油豆腐と焼きキャベツの白だし葛うどん No.044（クリーム系）
・玉ねぎの丸煮〜くるみゆず味噌風味〜
・さつまいもとりんご餡のココアクレープロール ピリ辛つくねの豆乳スープパスタ
整腸作用のある葛でとろみをつけた白
だしに、焼きキャベツと醤油焼き豆腐
を乗せた体温まるうどん、くせになる
美味しさの「くるみゆず味噌」で味付
けした玉ねぎの丸煮、。年末年始で疲
れた胃腸が元気になるレシピです♪

つくねをコネコネするところ
か ら 作 り ま す。ピ リ 辛 味 と
たっぷりの熱々スープで食後
もしばらく体がポカポカ。寒
い冬によく合います。

料理の開講４８時間以内のキャンセルは材料費 100％を
ご請求させていただきます

MIHO

SAYURI

15:00-16:30
14:45-16:15
15:15-15:45
マインドフルネスヨガ
ダイハードヨガ
動・静 9min0
16:00-16:30
0
TAKUMI 9
min
体験オススメ
YUKKO

エアヨガインストラクター養成講座が、
アドヴァンスコース、50 時間コースの
登場や、エアヨガリストラティブコース
の連続開講で大幅パワーアップ！

内容パワーアップ！＆プライスはダウ
ン！今 期 よ り 従 来 の カ リ キ ュ ラ ム を
〈ベーシックコース〉とし、新たにその
上位レベルをお伝えする物を〈アドヴァ
ンスコース〉としました。早割り期間中
の今、是非ご検討ください！※アドヴァ
ンスコースおよびリストラティブコース
はベーシックコースレベルの養成講座修
了されている方のみとさせていただいて
います。
（他校も可）

いよいよ千葉にも登場！
TAKUMI 先生のダイハードヨガ！

千

葉

実は千葉スタジオが一番「発
汗量大」のクラスが好きな
生徒さんが多いスタジオで
す。そこでそのご要望にお
答えして、筋肉が嬉しい悲
鳴をあげる TAKUMI 先生の
＜ダイハードヨガ＞を配置
するようにいたしました。
体力のない方も参加できま
すので、今インスタイルで とってもホットなプログラム
を是非受講してみてください！
【千葉・日曜 14:45-16:15】ダイハードヨガ

【津田沼・水曜 19:00-20:15】ヨガベーシック
基本のポーズを中心に、アライメントをしっかりと確
認しながら行っていきます。前半はアクティブに動き、
後半にはリラックスできるポーズをとっていきます。 年末年始スケジュール
全スタジオ
お一人おひとりにあわせて行っていくのでどなたでも
・12/28（木）年内通常営業最終日（終日営業）
ご参加いただけます。
・12/29（金）108 太陽礼拝（太陽礼拝のみの開催）
【津田沼・水曜 20:30-21:30】フローヨガ
・12/30（土）〜01/03（水）正月休み
太陽礼拝の流れの中で力強いポーズをとっていくの
※12/30（土）豊洲にて「おせち料理」クラスのみ有
で、柔軟性を高め、しなやかで強く引き締まった身体
づくりをしていきます。体幹強化や筋力 UP、ストレ ・01/04（木）通常営業開始（終日営業いたします）
ス解消にもオススメです。
子連れヨガ・産後ヨガ・マタニティヨガは前日13:00までの予約が必要
で、その時点で予約０人の場合は閉講とさせていただきます

