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inStyle 2022 年 GW祝日特別プログラム 4/29 ㊎～5/5 ㊍
Yoga

10:00-11:15 SAiCO

11:30-12:45 SAiCO

10:00-11:15 心菜

11:30-12:45 YASUKO

10:00-11:15 MITSUYO

11:30-13:00
春の

レストラティブヨガ

13:15-14:30 YUUKI

10:00-11:15 YUUKI 10:00-11:15

体質改善 yoga

SAKI

11:30-12:45 SAKI

10:00-11:15

基本のハタヨガ

11:30-13:00

パワーヨガ

MIZUE

MIZUE

13:30-16:30 MARU
ワークショップ
呼吸とヨガ

10:00-11:15
LAST PARTY

エアヨガアクティブ

8:45-9:45 RIE

RIE

LAST PARTY 
キッズエア

11:45-13:00
LAST PARTY  エアヨガビギナー

Special Relax

10:00-11:15
バーニング ヨガ

AMO

11:30-12:45 Nodoka11:30-12:45 AMO

13:00-14:15 AYUMI

14:30-15:45 AYUMI

Air Yoga

津田沼

Yoga/Air Yoga

千葉

Yoga/Air Yoga

能見台 オンライン
Yoga/Air Yoga Yoga/Facial

金29

土30

10:00-11:15

セルフケア アクティブ

ディープリラックス

パワーデトックス

10:00-11:00 YOSHIMI

11:30-12:45

体質を知る（講義のみ）

KEI

13:15-14:30 KEI

11:45-13:00 真亜子

13:15-14:30

ツボ押し

心菜

8:45-9:45

AOI

AOI

日1

10:00-12:30

太陽礼拝とマントラ

MIZUE

月2

10:00-11:15 TOMOKO

11:30-12:45 TOMOKO

7:30-8:30 ERENA
お目覚め足うら
バランススイッチ

7:30-8:30 ERENA

お目覚め背骨デトックス

呼吸力を高める
肺活ヨガ

水4

10:00-11:15 RIE

11:30-14:00 RIE

10:00-11:30 ユキエ

木5

火3

金29

土30

日1

月2

水4

木5

火311:30-12:45

13:30-16:30 Daisy

講義のみです。「気虚」「血虚」「陰虚」「気滞」「瘀血」「痰湿」
・何か足りてないのか　・何が滞っているのか
・じゃどうしたら良いのか
ご自分の今の状態を知ってあげて下さい。

ただの筋トレとは違う、アサナにおけるヨガの身体の強さを練習して
いきます。基本のポーズを使いながら、軸を感じ、中心の力を強くし
て、外側の力をゆるめていく。安定感と躍動感を一緒に感じられる身
体を、一緒に探しましょう。

今までの感謝の気持ちを込め
て、エアヨガの可能性を最大に
活かしたスペシャルリラックス
クラスです。RIE の手技とレイ
キも用い、根本からの疲れや不
調を取り除きご自身が本来持つ
再生力を高めます。お身体に触
れさせていただきますが、感染
症対策はしっかりと行いますの
で，ご安心してご参加ください。

太陽礼拝を中心に、全身満遍な
くフォーカスしていきます。
ラストレッスンはアーサナ盛り
だくさんです！

気づき・エロンゲー
ション・正中化 ...
FR- ピラティスの
12 個の基本原則を
再度確認しながら、
ベーシック～ミド
ルレベルのエクサ
サイズを行い体を
満遍なく動かして
いきます

inStyle 史上，最大の発汗量にし
て普段のクラスには出てこない
ようなアーサナも繰り広げられ
るクラス。生か死か。を卓越し、
「今生きている」けれど「今は
無である」を一緒に体験しま
しょう！

エアヨガとピラティスと他の運
動メソッドのいいところを抜粋
して出来上がった骨格矯正メ
ソッドをマスターがお届けする
クラスです。身体の使い方が根
本から変わる。そんな感覚を味
わえるクラスです。

大好きなことをいっぱいやり切
る！いっぱい遊んで学んでやり
きろう！！

セルフケアできる 28 個のツボ
押しレッスンです。ツボの場所
と効果が学べます。

呼吸からゆっくりと身体のインナーユニットへ
と意識を向け、骨盤底筋を和らげていきます。
心身の内側へと集中するポーズを行います。

呼吸と共に背骨を様々な方向
に動かし、背骨や背中のかた
さや老廃物を流します。おわ
りに片鼻呼吸を行い自律神経
を整えます。

頭、顔、デコルテのツボや筋肉を指
圧しながらほぐします。顔のポーズ
を行い頭～デコルテの隅々まで血行
リンパの促進、むくみを解消します。

水分代謝の異常からおこる “む
くみ “を経絡ケアで解消してい
きましょう！

基本を見つめるベーシックであ
りながら新しい切り口のクラス。
初心者も経験者もオススメ！

低空の布で日頃の下半身の疲れ
や浮腫を取り除き、すっきり爽
快なGWを始めましょう

布を使ったピラティスクラス。1
クラスでも姿勢や歪み改善の効果
が実感いただけます。楽しみなが
ら身体をすっきり整えましょう！

布を使ったピラティス
クラス。1クラスでも姿
勢や歪み改善の効果が
実感いただけます。楽
しみながら身体をすっ
きり整えましょう！

これまで練習を重ねてきたハン
ドスタンドやフローを、完成形
へと導きます。自分の変化や成
長を楽しんであげてください！

逆転やアームバランスなどチャ
レンジポーズに挑戦してゆきま
す。体の奥から燃やして、最後
に心も体もスッキリさせちゃい
ましょう！

新技を含む、今までのエアヨガの集大成クラスです。こ
の最終日に挑むために、4 月のレッスンはエアヨガの上
級向き身体の使い方を叩き込んでいきます！合わせてご
利用ください。記憶に残る 1日になりますように。

布で気持ちよく動いた後は、シンギングボウ
ルの癒され空間。氣の流れを整えて、調和の
取れた心と身体を取り戻していきましょう！

布で気持ちよく動いた後は、シンギングボウ
ルの癒され空間。氣の流れを整えて、調和の
取れた心と身体を取り戻していきましょう！

ゆったりとした呼吸からじんわり汗ばむポー
ズまで ... 静と動のバランスを整えて気持ちよ
く 1日をスタートさせましょう！

スッキリしたい！楽しく動いて心と体がスッキリ軽くなっ
ていくのを感じましょう！

なにかと慌ただしく過ぎてい
く日々の中で、少し立ち止まっ
てゆっくりと心と体を労わり
ましょう。

春の暖かさと喜びを全身で味わうフローヨガ。自分に優しく、
そして愉しく！丁寧にカラダとココロを整えていきましょう♪

デジタル社会による脳の疲れ。それは精神的な疲労へと繋
がります。脳を休ませるための 1時間です！

春の空気を感じながら、その先の初夏に向かって！大地の
エネルギーを身体に巡らせながら大空を舞うように、心を
開放して楽しく動いていきましょう。

発汗量小：
初心者向け

発汗量中：
初心者～経験者向

発汗量大：
経験者・上級者向

オンラインヨガ
専用クラス

オンラインヨガ
スタジオ中継クラス

ヨ
ガ

エ
ア
ヨ
ガ

OL

脳を休ませる

エアピラティス
マスタークラス

セルフケア 
マッサージとストレッチ

むくみ解消　代謝アップSpring flow

エアヨガ　For womemThe final

エアヨガ（ビギナー）&
Singing bowl

エアヨガ（ビギナー）&
Singing bowl

大人版！キッズヨガ

エアピラティス
ベーシッククラス

10:15-11:30 Nodoka
エアピラティス
ベーシッククラス

Air yoga relax

MoonCycle yoga
5/1 新月～ 5/9 上弦

10:00-11:15 TOMOKO

TOMOKO

MoonCycle yoga

Yoga Nidora と
Restrative yoga

RIE

悪魔のヨガ 2022

10:00-11:15

11:30-13:302022 年の天使のヨガのテーマに沿って、シンギングボウルを 7
個使う、特別本格セラピー。完全リラックス＆リストールクラス
です。全てをお任せください。

5 月のはじめは後半にかけて訪れる生命の成
長エネルギーの準備を行う時期です。その
ために「休息力」を補充することが大切な
時期です。今回のデトックスフローは緊張
と弛緩を用い，筋骨格以外にも脳と腸など
内臓にアプローチし総合的な排出を促して
いきます。

スーパーデトックス
フローヨガ

天使のヨガ 2022
「感謝と愛」

150
min

150
min

120
min

RIE

RIE

肺の働きを高めるヨガクラスで
す。ヨガのポーズで肺周辺の筋
膜をほぐしてから呼吸法を取り
入れて、肺の経絡に沿った動き
に呼吸を流していきます。肺の
働きが高まるとライフワークで
も不要な物を押し出す力と息抜
きとのバランスが上手く出来る
ようになります。

注 : 参加対象者は大人です。
たまには大人だってバカ笑いしたっ
て良いじゃないっ！という事で、大
人が体験するキッズヨガ開催！ワニ
ワニパニック、だるまさんが転んだ
などなど内容はお楽しみ！勝ち残っ
た勝者には景品贈呈有りですよ。

10:00-11:00 YOSHIMI
排出力を高める
腸活ヨガ

ヨガのポーズで腸周辺をほぐしてから、腹式呼
吸で内側からと腸の経絡に沿った動きで外側か
らのアプローチで排出力を促していきます。腸
の働きが高まると排出力が上がり活動力が上
がってきます。また第二の脳と言われている腸
の働きが高まると頭の明瞭さもアップし思考の
整理したい方にもおすすめのクラスです。

滝汗必須のパワーヨガ 90 分拡
大クラス。GW 心地よい筋肉痛
で過ごしたい方にオススメ！

足うらに色々な刺激を与えて、体のバラ
ンススイッチを入れていきます。その後
バランス系のポーズを中心に行います。

108 回太陽礼拝を行っても良し、マ
ントラを 108 回唱えても良し、両方
を同時に行っても良い。～2時間半自
由に楽しんでいただけるクラスです。 この日、月は牡牛座から双子座へと

移動。2つの星座が司る額～首、肩、腕、
手までのセルフケアからスタートし、
少しずつ身体の深部へと意識を向け
ながら全身の繋がりを感じ心地よく
流れるように動いていきましょう。

 ■受講料
①パークヨガ
会員様　無料（通常レッス
ン扱い）
非会員　1500 円
②ランチ・・・現地直接払
い ( 事前申し込み )

  ■持ち物
マット（敷物 / バスタオルな
ど）動きやすい格好　飲み
物　タオルなど 

 海の目の前で、太陽のエネ
ルギーを浴びながらヨガを
しましょう！
自然と一体となって身体を
動かし、カラダと心を生き
生きとしたエネルギーで満
たしていきましょう。
 ヨガの後は、希望者で鎌倉
ランチ。

 ※雨天の場合は、能見台ス
タジオヨガ
※正式にお申込みいただい
た方へ詳細の待合せ場所を
ご連絡いたします。

9:30 長谷駅集合
10:00-11:30 パークヨガ ( 瞑
想とヨガ )
  @ 鎌倉海浜公園坂ノ下地区
12:00～ 鎌倉苗田 &ON 鎌倉
ランチワークショップ

糖尿病ってどんな病気？

GW 海辺パークヨガ
 in 鎌倉

別料金

別料金

デトックスフロー

13:00-14:15 Nodoka

リフレッシュヨガ

13:00-14:15 Nodoka

リフレッシュヨガ

FR- ピラティス
"Back to Basic"

からだを強く
しなやかにするヨガ

OL

MITSUYO

90
min

90
min

筋肉運動を最小限に抑え、目指すは
完全に力が抜け切れる場所です。
ポーズに長らく留まり、重力へ委ね
ることにより無理なく筋肉を一定方
向へストレッチしリラクゼーション
を導き出す「深い休息のヨガ」です。

双子座の司る今日は、生き生きとした元気な気持ちでいられます。
肩、腕、手の充分なケアを行ってから、少しずつ満ち始めた月の
パワーを全身へと吸収しながら、元気に動いていきましょう。

ヨガニドラからのスタートで
す。身体や潜在意識にある緊
張を開放し、中盤より蘇る身
体に向かってリストラティブ
を行っていきます。感染対策
を充分に行った状態で、皆様
のお身体に触れさせて頂きな
がら更なる深いリラックスへ
と導いていきます。

10:00-11:00 ERENA
お目覚め

骨盤底筋スイッチ

11:15-12:15 ERENA
指圧式マッサージ＆
フェイシャルヨガ

10:00-11:00 ERENA

お目覚め肩甲骨ほぐし

10:00-11:00 ERENA

お目覚めドリシティ

11:15-12:15 ERENA
オイルトリートメント＆
フェイシャルヨガ

ドリシティとはサンスクリット
語で「視線」アーサナにより視
線を変えて、様々な視点から心
身の内外側を見ていきます。何
が観えて何を感じるのか、その
ままの感覚を素直に受けとりま
しょう。

A

A

B

腹式胸式呼吸を
行ったのち、手の
先から肩甲骨まで
ほぐします。肩甲
骨や周りの筋肉を
意識したポーズを
行います。 C

C

マッサージ用のオイル
で顔デコルテのリンパ
血行を促進し、顔ポー
ズで顔デコルテ全体を
リフトアップします。
＊マッサージオイルを
ご用意ください。 D

D

EE

B

ご自身の身体に意
識を向けながら、
丁寧に身体を動か
していきます。緊
張と弛緩を繰り返
しながら、体と頭
をリラックスさせ
ていきましょう。

RIE 先生 LastRun レッスンは
できるだけ多くの方に参加い
ただきたいので、〈アクティ
ブ〉か〈ビギナー〉のどちら
か 1本でお願いします。

Last
Run


