inStyle 2021 年 GW 祝日特別プログラム｜4/29 ㊍〜5/9 ㊐
豊洲

Yoga

木

昭和の日

29

５月

ムキムキ！ではなく、し
なやかなボディメイクを
していきます。美姿勢や
美尻、空中でのトレーニ
ング要素もはいったしっ
かり動くクラスです
有希

11:30-12:45

土

有希

❷

歩行と姿勢を変える FRP
13:00-14:15

春の朝、木漏れ
日を浴びるかの
ように、ゆった
りとカラダココ
ロと向き合いま
す。胸を開き呼
吸を深めていき
ます。

AYUMI

15:00-15:30
Konishi
3 分で作る和パスタ７選
〜なんちゃってイカ墨パスタ〜

AYUMI

デトックスヨガ
8:45-9:45

SAICO

ハートオープン ゆったりヨガ
10:00-11:15

TAKUMI

ダイハードヨガ
11:30-12:45

日

O L フロー＆リリース

❺

★時間注意

11:30-12:00
Konishi
3 分で作る和パスタ７選
〜しば漬けとカイワレのパスタ〜

SAICO

美ボディエアヨガ
8:45-9:45 RIE
キッズエアヨガ
子供の日スペシャル

11:45-13:00

YURIKA

キッズヨガ
10:00-11:15 SAICO
11:45-13:00 SAICO
ゆるむエアヨガ

❸
❹

JURI 90
min

脚やせスペシャルヨガ

火

みど
どり
りの
の日
日
み

4

月

憲法記念

3

14:45-16:00 JURI
ご褒美リラックス
リストラティブ

❻

10:00-11:15
OL

11:30-12:45
OL

水

こど
ども
もの
の日
日
こ

5

バランスフロー
ゆるめる呼吸

❼ 10:00-11:15

JURI

11:30-12:45

JURI

6

7

木

金

のびのびくびれヨガ

OL

有希

外柔内剛ヨガ
11:30-12:45

有希

❶
❷

歩行と姿勢を変える FRP
13:00-14:15

AYUMI

14:30-15:45

AYUMI

りらっくすヨガ

8:45-9:45

8:45-9:45

SAICO

インナーシェイプヨガ
10:00-11:15

TAKUMI

ダイハードヨガ
日

11:30-12:45

TAKUMI

O L フロー＆リリース

13:00-14:15

10:00-11:15 RIE
エアヨガ（アクティブ）
ミニ WS『無重力への道』
11:45-13:00 RIE
デトックフロー ×
エアリストラティブヨガ

絶大な支持を誇るエアヨガリ
ストラティブのフロークラス

14:30-16:00

JURI 90
min

ハタヨガ ＆リストラティブ

外見は柔らかく穏やかで、でも心の
芯はしっかりしている方って素敵で
すよね。｜身体もそうではないでしょ
うか。｜外側はマシュマロのようにフ
ワフワで、でも体幹の軸がしっかり
している。｜外の筋肉は柔らかく、中
の筋肉をしっかり使うことで、なり
たい自分に近付いていくことができ
ます。レッスンを通して身体と心の
繋がりを感じてみましょう。

❷

股関節をターゲットにし
て 1 ポーズ５分程キープ
します。道具を使って調
節しながら、じっくりポー
ズを味わいましょう。

10:15-11:30

SATOMI

MARU

11:45-13:00

MARU

整えるヨガ

ストレスと神経

13:15-14:30 心菜 O L
気血めぐりヨガ
〜丹田・太陽礼拝〜

KEI

ストレスと肝臓

AKI

キッズエアヨガ

欠けていく月のサイクル
です。「解毒」「洗浄」
「発
汗」
「発散」「乾燥」
「固定」
をキーワードに、心と身
体を呼吸と共に調和させ
ていく Class となります。
月の満ち欠けヨガ ･下弦の月
11:30-12:45 TOMOKO

11:45-13:00 SAICO
自分に優しくなるエアヨガ

欠けゆく月の癒しを布に触
れ、委ねながら身体のリズ
ム に 合 わ せ、呼 吸 と 共 に
ゆったりと程よく動いてい
く Class となります。

10:00-11:15

11:30-12:00
Konishi
超簡単！和パスタ７選
材料費：750 円

10:00-11:15 有希
外柔内剛ヨガ
11:30-12:45 有希
歩行と姿勢を変える FRP

10:00-11:15

RIE

天使のヨガ 2021

180
11:30-14:00 RIE
min
悪魔のヨガ 2021

10:00-11:15

MITSUYO

イシュタヨガと静寂の瞑想
中山理絵
11:30-14:00
春色 マカロン（子連れ OK）

11:30-13:00

15:00-15:30
Konishi
3 分で作る和パスタ７選
〜カレーナポリタン〜

「歩行と姿勢を変えるファンク
ショナルローラーピラティス」
歩行と姿勢をご自身の筋力で整
えていくためのレッスンです。
必要な筋力をローラーでピンポ
イントに使っていきます。
歩行を変えることで姿勢や身体
のバランスが整っていく感覚を
しっかり味わうことができま
す。

し ぼ り ま す！ね じ り ま
す！ぶ ら 下 が り ま す。不
要なモノはしぼってね
じって排出し、カラダと
マインドにスペースを授
け、新しい時代用にご自
身をアップデートしてい
きましょう。★中級〜上級
レベル★体験不可

8:45-9:45

YUUKI

恒例！名物クラスの天使と
悪魔シリーズ！昨年は開催
できず、ずっと心待ちにさ
れていたヨガのクラス。天
使のヨガは極上のリラック
スを。悪魔のヨガは限界ラ
ンクの発汗量とチャレンジ
をしていきます。
呼吸をゆっくり、動作
もゆっくり、ポーズか
らポーズへのつなぎも
ゆっくり。反動を使わ
ず、呼吸を途切れさせ
ず、いつものアサナを
行ってみましょう。体
がワクワクしますよ。
梅雨にオススメとされ
ているポーズを中心に
クラスを進めていきま
す。毎 年、梅 雨 に 体 調
を崩しやすい方はぜひ
参考にして下さい。

10:00-11:15

10:00-11:15

11:30-12:45 NORI

11:30-12:45

リフレッシュ体幹ヨガ

HINA

フロー＆リリース
13:15-14:30 心菜
気血めぐりヨガ
〜丹田・太陽礼拝〜

OL

TAKUMI

10:00-11:15

ヨガビギナーズ

ヨガビギナーズ
10:00-11:15

KEI

11:45-13:00

経絡ヨガ〜丹田集中〜

❹

13:00-14:15

動きやすい方に片寄りが
ちな身体のクセに気づ
き、力みを手放していき
ましょう。自律神経のバ
ランスを整え、心身とも
に安定した自分を見つけ
ていきます。グラグラす
るのも楽しんで☆

MARU

13:15-14:30 心菜
気血めぐりヨガ
〜夏の養生法〜 O L

経絡ヨガ〜整える〜

ゆるみます。ゆるむため
には少し動いて、温まっ
たカラダとココロをひた
す ら ゆ る め て い き ま す。
最後はロングシャバーサ
ナで眠るようにおやすみ
します。★初心者大歓迎

MARU

整えるヨガ

KEI

❺

毎週お馴染みの美脚ヨガ
ですがクラスの始めにテ
ニスボールなどを使って
なかなか自分の力ではほ
ぐしずらい場所をほぐし
ていき、後半には美脚に
なる筋肉を沢山使った
ポーズを取り入れていき
ます！

KYOKO

バランスフロー
11:30-12:45

KYOKO

ゆるめる呼吸
O L 10:00-11:15

ユキエ

10:00-11:15

ハタヨガ ベーシック
11:30-12:45

ユキエ

ハタヨガ ベーシック

ユキエ

アロマヨガ
10:00-11:15

Yuka

パワーヨガ

10:00-11:15

RIE

デトックスフローヨガ relax
『Sama：歪みをとって均等へ』

10:00-11:15

MIZUE

Slow down Power Yoga
呼吸法を取り入れ、気管の
状態を良くし、深い呼吸と
共に血管を広げるアーサナ
を深めていきましょう。血
液循環が整います。
10:00-11:15 SAKI
プラーナ フローヨガ
風のエネルギー

10:00-11:15

有希

外柔内剛ヨガ

長時間のマスク着用で、
笑顔が減ってきたなと感
じませんか？レッスンで
は、ウォーミングアップ
で身体を温めてから顔ヨ
ガをおこないます。顔か
10:00-11:15 NORII
ら指先まで、巡りを整え
顔ヨガ＆リラックスフロー
ていきましょう。

マインドフルネスヨガ

リフレッシュヨガ

TAKUMI

脳脊髄液の循環を良く
し、喉から脳を活性化
させていきます。上虚
下実（下半身を安定さ
せ、上 半 身 を 解 放）の
エネルギーを感じてい
きましょう。

アサナ塾

10:15-11:30

TAKUMI

11:30-12:45 SAKI
ウダーナ フローヨガ
空のエネルギー

AOI
AOI

yoshimi

基礎代謝アップヨガ

疲れ目ケア & リラックスフロー

SATOMI

朝ヨガ

11:30-12:45

ナポリタンとカレーの禁断の
コラボはキッズも大喜び♪

❸

外柔内剛ヨガ

10:00-11:15 NORII

No Limit Power Yoga
13:00-15:00

有希

腹 膜、腸 内 の 状 態 を 良
く し、免 疫 力 ア ッ プ し
て い き ま し ょ う。腸 は
第二の脳とも言われて
い ま す の で、脳 の 活 性
化にもつながります。

エアヨガ ビギナー
11:30-12:45

MITSUYO

作りやすいマカロンのコツをお伝 レストラティブヨガとヨガニードラ
えします。ふわっとしてサックリ
13:15-14:30 YUUKI
春色に染めて仕上げます。お友達
への手みやげにもぴったりです。
エアヨガ ビギナー
材料費 1800 円

〜3分で作る和パスタ〜
ものすごく美味しいわけじゃ無いけど手軽さが嬉しい
パスタが茹で上がるまでの短時間でソースの準備完了！
サッと作ってサッと食べられる和風パスタをご提案♪
材料費一律 500 円

10:00-11:15

11:30~12:00 さんま缶とチーズパスタ
エアヨガリラックス･月の癒し 美姿勢のためのパーソナルアセスメント 13:00~13:30 カレーナポリタン

高徳
11:30-13:30
豊洲市場の魚屋さんの料理教室
〜イナダ〜 材料費 3,000 円

のぼるエアヨガ

10:00-11:15 SAKI
アパーナ フローヨガ
土のエネルギー

10:00-11:15

10:00-11:15 TOMOKO

「癖になるからやっちゃいけ
ない！」って叱られるかも♪

10:00-11:15 SAICO

長時間の PC やスマホ使
用で、目はストレスに晒
されています。目の周り
をほぐすと表情も明るく
なっていきます。顔から
全身へと巡りを整えてい
きましょう。
リモートワークや自粛生活
のなかで、凝り固まったカ
ラダをほぐしていくレッス
ンです。全身を丁寧にほぐ
してから、体幹を整えてい
きます。不要なものは全部
吐き出して、心身をリフレッ
シュしていきましょう。

マインドフルネスヨガ

KEI

9
0
min

骨盤底筋にアプローチし
グランディング力を高め
ましょう。骨盤の歪みに
もフォーカスしていきま
しょう。

Easy Power Yoga

15:00-15:30
Konishi
3 分で作る和パスタ７選
〜海苔とチーズのパスタ〜

8:45-9:45

Power Yoga

11:30-12:45 SAKI
サマーナ フローヨガ
火のエネルギ

アーサナをとりながら、ご自身
の内側に意識を向けて、｢今ここ
｣に集中し、ありのままのご自
身を受け入れていきます。いつ
も頑張っているご自身へのご褒
美 Time にしましょう。

AOI

MIZUE

★時間注意

SATOMI

Challenge Power Yoga

リフレッシュヨガ

13:00-14:15

11:30-12:45
13:00-14:15

朝ヨガ

11:30-12:45

YUUKI

キッズエアヨガ

JURI

美脚ヨガ

❶

★時間注意

10:00-11:30

エアヨガ ビギナー

AOI

10:00-11:15

いつもより少し長い
Power Yoga。「The 動 く
瞑想」動きと呼吸のリズ
ムに没入しましょう。

MIZUE

アッという間にパスタソースの完成！

CHIHO

デトックスヨガ

9

8:45-9:45

10:00-11:15 RIE
花瞑想 2021
ココロのデトックスヨガ

ストレスと肝臓

10:00-11:15

イシュタヨガと慈悲の瞑想

Yuka

パワーヨガ

Hip opener（陰ヨガ）

10:00-11:15 MITSUYO

オンライン

Yoga

10:00-11:15

O L 10:00-11:15 RIE
キーウイやいちごを使って、生クリームたっぷ
RIE 独自の技術で骨格の歪み
ヨガで−18 キロのダイエットに成
りのフルーツサンドを作ってみよう。生クリー
デトックスフローヨガ relax
功した経験をもとに、ただがむしゃ
を整えてることと、排泄力を
ムを使ってみんなでバターも作るよ！
『Sama：歪みをとって均等へ』 高めるデトックスフローとの
らに頑張って痩せるのではなく、
身体のラインを綺麗に整えながら
11:30-12:00
Konishi
11:30-12:45 RIE
融合でスーパー流れるデトッ
綺麗に自分の目指す身体へ向かっ カラダの免疫力や機能を 3 分で作る和パスタ７選
クスを味わいましょう！
アサナトリロジー
ていくダイエットクラスです！
高めるためには、不要な 〜さんま缶とチーズパスタ〜
サンカルパ・CLOSE
毒素を外へと排出。しっ
10:00-11:15 心菜
かりデトックスができる 大葉と黒コショウも効かせ
10:00-11:15 SAICO
10:00-11:15 MIZUE O L
ようにじっくりポーズを た大人の味の秒作パスタ！
気血めぐりヨガ
Slow down Power Yoga
春のデトックスフロー
とっていきます。
〜丹田・太陽礼拝〜
11:30-12:00
Konishi
新しい季節、なにかと肩にチ
11:30-12:45 SAICO
11:30-12:45 MIZUE
11:30-12:45 YASUKO
3
分で作る和パスタ７選
カラがはいってしまう春。カ
エアヨガ for Women
肩腰スッキリエアヨガ
陰ヨガ〜梅雨対策〜
〜ゆかりとろろパスタ〜
ラダの外側も内側もふんわり

10:00-11:15

土

中医学の肝はストレスに
弱い臓腑です。機能が低
下すると、脚がつる・関
節の動きが悪くなる・月
経異常・感情のトラブル
などの症状が表れます。
肝と関係するツボ押しス
トレッチの効果を体験し
て下さい！

13:00-14:00
sano
子どもお菓子教室
〜フルーツサンド〜

材料費
500 円

とするように布に委ねてみま
しょう。★初心者大歓迎

8

リラックスしようと思っ
ても緊張が取れない。不
眠・めまい・疲れが取れ
ないなど、不調を感じる
方。交感神経・副交感神
経のバランスを整える
為、脳と丹田を繋ぎ、心
身にしっかり意識を向け
てみましょう！

11:30-12:00
sano
子どもお菓子教室
〜フルーツサンド〜

ダイエットヨガ

エアヨガ for Women

Cooking

11:30-12:45 KEI

11:45-12:45

YASUKO

エアヨガ ビギナー

シンプルなポーズを繰り返し、呼吸と共に心身を緩めていく
クラ ス。丁寧に身体に意識を向け、ポーズの変化や深まりを
感じていきます。落ち着きが生まれ、内側の静けさが見つか
ります。少し長めのシャヴァーサナで効果を感じましょう。

KYOKO

11:30-12:45

能見台

10:00-11:15 KEI
ストレスと神経

10:00-11:15 心菜
10:00-11:30 MIZUE
★時間注意
気血めぐりヨガ
90
〜自律神経にアプローチ〜 O L Power Yoga min

13:15-14:30 YUUKI

ゆっくりとしたフローの中にバランスポーズを多く取入れま
す。ブロックを使い安全にポーズを行うことで安定と集中力が
高まります。できる、できないという評価や、周りとの比較に
とらわれることなく、” 自分のバランス” を楽しみましょう。

KYOKO

11:30-12:45 RIE ❾
アサナトリロジー
サンカルパ・START

11:30-12:00
Konishi
11:30-13:00 MITSUYO
3 分で作る和パスタ７選
〜高菜・明太・じゃこパスタ〜 レストラティブヨガとヨガニードラ

RIE

ゆるエアヨガ

8:45-9:45

O L 10:00-11:15 RIE ❽
花瞑想 2021
ココロのデトックスヨガ

Yoga/Air Yoga

千葉

しば漬けの梅酢とパスタの相
性バツグンの簡単パスタ

10:00-11:15 RIE
普段のご飯お供もアイテムは
エアヨガ（アクティブ）
ミニ WS『股関節の使い方』 パスタにも合います！

しぼるエアヨガ

TAKUMI

13:00-14:30

11:30-12:45

椅子に座った状態で行う、誰
にでも出来て、何よりも効果
があり、心身のメンテナンス
になるのが「ゆるエア」です。
コロナ後初となる大人気クラ
スの復刻レッスンです。

りらっくすヨガ

14:30-15:45

中山理絵

春色 マカロン

春のハッピーフロー

金

Yoga/Air Yoga

憧れのイカ墨パスタを佃煮で
作 っ ち ゃ う、な ん ち ゃ っ て 版

外柔内剛ヨガ

2

11:30-14:00

SAICO

O L 10:00-11:15

１

Cooking

春はアーユルヴェーダでいうカ
ファの季節。吹き出物が出てき
たり、五月病が近づいてきた
り . . . そんなじめじめを胸の内
からスッキリリフレッシュして
いくハッピーフローヨガ！
10:00-11:15

30

Air Yoga

津田沼

❻

普段日常生活で何もしない時
間、ただただ自分のためだけ
にリラックスする時間はあり
ますか？普段自分でも気が付
かないうちに入ってしまった
心や身体の緊張や強張りをこ
のクラスで解いていき、ヨガ
のプロップに身を委ねて自分
のためだけにご褒美時間をつ
くりましょう♡

10:00-11:15

基礎代謝アップヨガ

11:30-12:45 NORI

11:30-12:45

バランス体幹ヨガ

TAKUMI

フロー＆リリース
13:15-14:30 心菜
気血めぐりヨガ
〜夏の養生法〜

❼

普段の丸まった猫背などの不良
姿勢によって、お腹がぽっこり
したり横腹に脂肪がつきやすく
なったり。伸びる動きをヨガの
ポーズで取り入れていくこと
で、良い姿勢が日常生活で当た
り前にできるように、そして伸
びることで使われるインナー
マッスルでくびれのあるしなや
かな身体を目指していきます！

yoshimi

❽

花を愛でて、自然という大宇
宙を観る。花を愛でて、自分
という小宇宙を観る。日頃の
ココロの疲れをほどき、浄化
された状態で連休をスタート
しましょう！

過去・現在・未来をアサナを通して見直していくアサナトリ
ロジークラス。サンカルパとは「自分への決心・誓い」を意
味します。自分への誓い、目標を立て５月 6 日のレッスンま
での１週間をかけて有言実行していくコンパクト型キャンプ
です。
（クラスの終わりに各個人にあった課題を出します）

❾

