
1019:15～20:00
BODYBALANCE45

★★★
Ｓａｔｏ

9:30〜10:30 23

ハタヨガ
★★★
kanako

11:15〜12:15 10

アロマコンディショニング
★★
有馬渚

14:00〜15:00 23

チャクラヒーリングヨガ
★★★

MIE

2311:00〜12:00

呼吸deリラックス
★★
YOKO

2315:45〜16:45

美活性ピラティス
★★★
ＫＡＮＡ

14:15〜15:15 10
ラテンダンスde
骨盤調整
★★
KANA

18:15〜19:00 23

Night Relax yoga
★★

kazu

19:30〜20:30 23

デトックスフロー
★★★
kazu

21:00〜22:00 23

ホットピラティス
★★★
みと

19:15〜20:00

LESMILLS BARRE
★★★★ Yuriko
※靴下をご持参ください

10

238:00〜9:00

モーニングフローヨガ
★★
kazu

9:30〜10:30 23

アロマリフレッシュヨガ
★★★

sae

2311:00〜12:00

姿勢メンテナンスヨガ
★★

SEIKO

12:30〜13:30 20

ポールストレッチ
★

YUKI

14:00〜15:00 23

ＳHiN癒
★

YUKI

15:30〜16:30 23

体スッキリピラティス
★★★

今井沙那恵

18:00〜19:00 23

骨盤調整ヨガ
★★
AKI

19:30〜20:30 23

美Bodyサーキット
★★★★
Ａｉｍｉ

21:00〜22:00 23

陰ヨガ
★★
Aimi

109:45〜10:45

adidas yoga
★★★
kazu

9:30〜10:30 23
静かに追い込む！
ヨガコンディショニング

★★
舞

11:00〜12:00 23

デトックスヨガ
★★★

MIE

12:30〜13:30 20

ポールで美脚・美尻ヨガ
★★★
chihiro

15:30〜16:30 23

SHiN美
★★★
YUKI

2318:00～19:00

フローピラティス
★★★
NAOMI

2319:30～20:30

ストレッチヨガ
★★
yukari

21:00〜22:00 23

フローヨガ
★★★
yukari

12:45～13:30 
暗闇HIIT

～インターバルトレーニング～

★★★ MIE

10

1017:45～18:45

アロマヨガニドラ
★★
裕加

9:30〜10:30 23

チャクラヒーリングヨガ
★★★
ＫＡＮＡ

11:00〜12:00 23

ＳHiN癒
★

KANA

12:30～13:30 23

楽しいピラティス
エクササイズ

★★
NAOMI

15:15〜16:15 20

【第1・3・5】美しい骨盤
【第2・4】ポールストレッチ

★ MIE

18:15～19:00 23

アロマヨガ45
★★★

Chieko

19:30～20:30 23

Chieko

★★★★★

21:00〜22:00 23
【第1・3・5】

身体スッキリヨガ★★
【第2・4】やさしい

Core Functionao Yoga

★★★ Sato

9:30〜10:30 23

11:00〜12:00 23

リラックスヨガ

Chieko

★★

12:30〜13:30 23

アロマヨガ60

Chieko

★★★

14:00〜15:00 23

ＳHiN美

MIE

★★★

19:30〜20:30 23

Core Functional Yoga

みと
★★★★

21:00〜22:00 23

ベーシックヨガ

EMI

★★

1015:30～16:45

Core Functional 
Yoga 75

★★★★
MIE

9:30〜10:30 23

筋力アップヨガ

kazu
★★★

12:30〜13:30 20

美しい骨盤+コアトレ

KANA

★★

14:00〜15:00 23

体ほぐしヨガ

AKI

★★

17:00〜18:15 23

アロマヨガ75

Chieko

★★★★

15:30〜16:30 23

パワーコンディショニングヨガ

Chieko

★★★★★

2318:45～19:45

美Bodyフローヨガ

有馬渚

★★★

17:15〜17:45 4 

Core Balance Yoga

2

ピラティスリフォーマー

9:30〜10:30 23

アロマリラックスヨガ

EMI
★★

12:30〜13:30 23

チャクラヒーリングヨガ

★★★

10:45〜11:45 10

OXIGENO®

KANA
★★★

2311:00〜12:00
【第1・3・5】

自重コアトレ ★★★★
【第2・4】

全身引き締めヨガ ★★★

EMI

14:00～14:45 23

コア＆デトックス
★★★

【第1・3・5】裕加

2315:15～16:15

ディープリラクゼーション

【第1・3・5】裕加
【第2・4】kazu

★★

16:45～17:45 20

18:15〜19:15 23

23

第1週のみ
ラテンダンスde骨盤調整

★★ KANA

11:00〜12:00 23

インナーシェイプヨガ

清水アヤ

★★

・JOYFIT会員
2,500円/回(税込2,750円

・ナショナル会員
500円/回(税込550円)

・マンスリーヨガ8
1,500円/回(税込1,650円)

・マンスリーヨガ4
2,500円/回(税込2,750円)
※回数の消化は

ございません

・JOYFIT+会員
無料
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★ 初心者
★★ 初級
★★★ 中級
★★★★ 中級～上級
★★★★★ チャレンジクラス

※メインスタジオ定員23名、暗闇スタジオ定員10名の予約券制となります。入室は順不同でお願い致します。
※レッスン開始後の入室はご遠慮いただいております。※レッスン参加の際は、500ｍｌ以上の水分をお持ちください。
※レッスン30分前～5分前に予約券を発券ください。※15分前に入室可能です。※すべてのクラスのレッスンに自由に参加できます。
※プログラムは急遽変更となる場合がございます。ご了承ください。
※火曜日・木曜日 11:30～18:30 研修の為スタジオ使用しております。

7:30OPEN！
チケット発券開始！

19:45〜20:30 

暗闇HIIT
～インターバルトレーニング～

★★★ Sato

10

18:00〜18:45

暗闇HIIT
～インターバルトレーニング～

★★★ Yuriko

10

11:15～12:00 

【第1・3・5】LESMILLS BARRE
★★★★※靴下必須

【第2・4】暗闇HIIT
～インターバルトレーニング～

★★★ Yuriko

10

【第1・3・5】KANA

1014:15〜15:15

【第1・3・5】美活性ピラティス
★★★ KANA

【第2・4】美Bodyサーキット
★★★★ Yuriko

【第1・3・5】Yuriko
デトックスヨガ★★★

【第2・4】みと
月礼拝フローヨガ★★

20:30〜21:00 4 

キックボクシング

・JOYFIT会員
2,500円/回(税込2,750円

・ナショナル会員
500円/回(税込550円)

・マンスリーヨガ8
1,500円/回(税込1,650円)

・マンスリーヨガ4
2,500円/回(税込2,750円)
※回数の消化はございません

・JOYFIT+会員
無料

14:00〜15:00 20

美姿勢リリース＆
ボディワーク

★★
megumi

2318:00～19:00

【第1・2週】上半身
【第3・4週】下半身
【第5週】骨盤
各週で整える部位が
変わります！

デトックスヨガ
★★★
Yuriko

パワーコンディショニングヨガ

14:30〜15:00 4 

リクエストEMSヨガ

・JOYFIT会員
2,500円/回(税込2,750円

・ナショナル会員
500円/回(税込550円)

・マンスリーヨガ8
1,500円/回(税込1,650円)

・マンスリーヨガ4
2,500円/回(税込2,750円)
※回数の消化は

ございません

・JOYFIT+会員
無料

※11:30～17:30
スタジオ使用不可

※11:30～17:30
スタジオ使用不可

2312:30〜13:30

ベーシックヨガ
★★
YOKO

美Ｂodyサーキット
★★★★ MIE

14:00～14:45 23

月礼拝フローヨガ
★★
みと

筋膜リリースヨガ
★★★

【第1・3・5】Yuriko

13:00～13:30 4 

12:15～12:45 4 

ビューティシェイプ

キックボクシング

・JOYFIT会員
2,500円/回(税込2,750円

・ナショナル会員
500円/回(税込550円)

・マンスリーヨガ8
1,500円/回(税込1,650円)

・マンスリーヨガ4
2,500円/回(税込2,750円)
※回数の消化は

ございません

・JOYFIT+会員
無料

3日年始特別プログラム
10日祝日プログラム
別紙をご確認ください

新しいレッスン！

初心者でも参加しやすいレッスン！

有料レッスン！



L E S S O N
P R O G R A M
JOYFITYOGA用賀 レッスンプログラム
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P R O G R A M I N F O R M A T I O N
ヨ ガ

調 整 系

トレーニング系

SHiN癒 強度：★
座位。仰向けをメインに構成された心と身体に癒しをもたらすクラスです。

ストレッチヨガ 強度：★★
ストレッチ効果の高いヨガのポーズをゆっくりと行うことで柔軟性を高めつつインナー
マッスルも鍛えられるクラスです。心と体をスッキリと整えます。

呼吸deリラックス 強度：★★
日常忘れがちな呼吸をまずは意識しながら、ポーズの完成形を目指すよりも日々変わる
心と体を見つめ、その日の完成形を見つけていきます。

アロマヨガニドラ 強度：★★
ニドラとは「眠り」という意味。声のガイダンスに沿って内観していくセラピー効果が
高い瞑想法です。日々のストレスや自分の重い癖から一度離れ、心のスイッチを切り替
える練習をしていきます。

モーニングフローヨガ 強度：★★
流れるような動きでポーズを取り外側・内側から整えます。朝のスタートにオススメ！

姿勢メンテナンスヨガ 強度：★★
日常生活での長時間の不良姿勢を呼吸や関節可動域の改善、姿勢を支える筋肉の強化向
上を高めることでメンテナンスしていきます。

月礼拝フローヨガ 強度：★★
疲労やストレス、興奮状態を鎮静化し、過剰に発生しているエネルギーバランスを整え
るクラス。健康促進・むくみ改善・生理痛の緩和などを目指していきます。

ベーシックヨガ 強度：★★
深い呼吸に合わせてポーズを行い、無理なく全身を動かしていきます。カラダとココロ
に意識を向けながら全体のバランスを整えます。

骨盤調整ヨガ 強度：★★
股関節周りを動かし骨盤の歪みや姿勢改善に繋げて美しい身体を作りをしていきます。

アロマコンディショニング 強度：★★
前日の疲労や当たり前の諦めがちな不調。お悩みもヨガのポーズと深呼吸で解消し1日
を健やかに過ごすお手伝いをするクラスです。アロマオイルでリラックスした環境下、
脳神経と呼吸器系にもアプローチします。

陰ヨガ 強度：★★
深い呼吸と長めのキープでじっくり体の緊張を緩めます。十分にリラックスし休息する
「陰」の時間を取ることで、気(エネルギー)を回復させ充電しましょう。

アロマリラックスヨガ 強度：★★
鎮静効果の高い香りと深い呼吸で心と身体をほぐしていくクラスです。

体ほぐしヨガ 強度：★★
ストレスなどで緊張し、凝り固まった筋肉をヨガのポーズでほぐしていくクラスです。

インナーシェイプヨガ 強度：★★
アウターマッスルによる下半身の浮腫みや肩こり・腰痛を緩めます。呼吸を意識的に深
くしていくことで身体に血流を促し、身体本来のバランスに戻していきながらインナー
マッスルを整え、身体の軸を作っていきます。

リラックスヨガ 強度：★★
緊張と弛緩を繰り返し、心身共に深いリラックスをもたらすヨガクラスです。

静かに追い込む！ヨガコンディショニング 強度：★★
ストレスに負けない心と体づくりを目指すヨガコンディショニングクラスです。緩めた
後は静かに追い込んでいきます。

Night Relax yoga 強度：★★
1日頑張った身体を深い呼吸とゆっくりしたアーサナでほぐしリラックスします。

身体スッキリヨガ 強度：★★
身体のパーツを丁寧にほぐしながら上半身・下半身の筋肉のバランスを良く使い全身の
血液循環を促進し代謝アップを目指します。

全身引き締めヨガ 強度：★★★
ダイナミックに身体を動かし深層部分の筋肉を使っていきます。身体が引き締まるほか
に基礎代謝も上げていきます。パワフルに動きたい方やダイエットにもオススメです。

SHiN美 強度：★★★
SHiN癒のレベルアップバージョン。デトックス効果をもたらし、さらに自分と向き合う
時間を楽しむことのできるクラスです。

アロマリフレッシュヨガ 強度：★★★
アロマに包まれながら体を動かすことで心身共にリフレッシュさせていくクラスです。

ハタヨガ 強度：★★★
基本ポーズを取りながら呼吸を合わせ、心身のバランスを整え、自律神経の乱れやスト
レスを緩和させていくクラスです。

美Bodyフローヨガ 強度：★★★
深い呼吸で流れるようにポーズを取ることで女性らしいしなやかさと強さを作り、デ
トックス効果でスッキリボディを目指すクラスです。

ポールで美脚・美尻ヨガ 強度：★★★
ストレッチポールを使って下半身の浮腫みをとり、血流を良くしていきます。その後ヨ
ガのポーズでより脚・お尻を引き締め美脚ラインを美しくしていきます。

adidas yoga 強度：★★★
アシュタンガヨガのスタイルをフィットネスに進化させたヨガです。運動量により筋力
アップを促進し効果的に強く美しいカラダを目指します。

フローヨガ 強度：★★★
呼吸に合わせながら体を動かしていくクラスです。フローヨガは動く瞑想とも言われ、
自然と呼吸が深まる感覚、その呼吸に合あわせながら自然と身体を動かしていく感覚を
味わってみてください。

デトックスヨガ 強度：★★★
身体の70％を占める下半身の筋肉を使ってしっかりと体を動かし汗と共に老廃物を排出
します。主に立位ポーズがメインのクラスです。

デトックスフロー 強度：★★★
ダイナミックなポーズと体幹を意識し、余計なものを貯めない身体を目指します。

チャクラヒーリングヨガ 強度：★★★
エネルギーラインである背骨、チャクラにフォーカスをあてたクラス。背骨沿いにある
7つのチャクラを活性化させ、よりアクティブなコアと柔軟な背骨を手に入れエネル
ギーに満ち溢れた心と身体を手に入れましょう。

筋膜リリースヨガ 強度：★★★
下半身を中心にほぐした後にしっかりと体を動かしていくクラスです。

筋力アップヨガ 強度：★★★
脚やお腹をメインに体幹を強くして筋力アップを目指します。

やさしいCore Functional Yoga                                                強度：★★★
Core Functional Yogaのやさしいクラス。気づきを高めヨガを行いましょう！

ピラティス

E M S

JOYFITYOGA用賀 TEL:03-6447-9083
毎月15日 休館日
東京都世田谷区用賀4丁目3-1 ファースト用賀ビル3F 
営業時間 平日9:00～22:30 土日祝9:00～20:30

体験のご予約はこちらから→

アロマヨガ45～75 強度：★★★～★★★★
アロマの効果を取り入れて、嗅覚・脳へと心地よい刺激をあたえるヨガクラスです。

Core Functional Yoga 強度：★★★★
ゆっくりとした動きの中で自分の身体と向き合い、気づきを高めていくクラスです。

パワーコンディショニングヨガ 強度：★★★★★
筋力やパワーを向上させつつ柔軟性や全身持久力を高め、自分自身のコンディションを
より良い状況に整えていくことを目的としたクラスです。

楽しいピラティスエクササイズ 強度：★★
インナーマッスルを目覚めさせ、強くしなやかに動いていくことで、美しいスタイルを
目指していくクラスです。

フローピラティス 強度：★★★
多数のポーズを止まることなく続けていくクラスです。弱い筋肉を知ることで今の姿勢
も変化！全身の筋肉を使いこなしましょう。

体スッキリピラティス 強度：★★★
体を機能的に動かすことでこの時期に気になるむくみや冷えを改善し、血液の循環を促
していくクラスです。

美活性ピラティス 強度：★★★
コアとのつながりにより、意識的に身体をコントロールすることで活性化を促し、女性
らしい張りのあるスタイルを目指していくクラスです。

ホットピラティス 強度：★★★
ストレッチとエクササイズ(ムーブメント)で身体をほぐし、鍛えるクラスです。

ポールストレッチ 強度：★
ストレッチポールを使ってほぐし、本来あるべき身体の状態へ整えていくクラスです。

美しい骨盤 強度：★
フレックスクッション®を使い、骨盤を正常な状態に戻し、肩凝り腰痛を予防していく
クラスです。

美姿勢リリース＆ボディワーク 強度：★★
体をほぐして骨を正常な状態に戻し骨盤底筋のトレーニングをしていくクラスです。

ディープリラクゼーション 強度：★★
ゆったりとした呼吸と一つ一つのポーズを丁寧に深めていくクラスです。

ラテンダンスde骨盤調整 強度：★★★
ラテンダンスのステップで本来の骨盤の動きを取り戻し、楽しく美しいプロポーション
を目指すクラスです。初心者の方も大歓迎！

OXIGENO® 強度：★★★
ヨガ・ピラティス・太極拳の要素を取り入れ、音楽に合わせて動きながら体を調整して
いくクラスです。

BODY BALANCE 強度：★★★
ヨガ・ピラティス・太極拳の動きを最新の音楽に合わせながら動くクラスです。心を癒
しながらも身体のコアの部分を強化していきます。

LESMILLS BARRE 強度：★★★★
最新の音楽に合わせながらバレエの動きを行っていく新しいエクササイズです。体幹の
引き締めや脂肪燃焼効果も期待できます。

美しい骨盤+コアトレ 強度：★★
フレックスクッション®を使い、骨盤の歪みや開きを改善し、最後にコアトレーニング
を行っていきます。

コア＆デトックス 強度：★★★
インナーマッスルを鍛え汗をかきやすくし代謝の良い体を目指していくクラスです。

暗闇HIIT～インターバルトレーニング～ 強度：★★★
短時間で脂肪燃焼！筋力トレーニングと有酸素を交互に行うインターバルトレーニング。
ダイエット・ストレス発散に効果的です。

自重コアトレ 強度：★★★★
ヨガやピラティス、エクササイズなどを合わせて、全身の筋肉を効果的に使うことで姿
勢改善や脂肪燃焼を促すクラスです。

美Bodyサーキット 強度：★★★★
有酸素運動と筋力トレーニングを音楽に合わせ交互に行い、最短で脂肪燃焼、筋力アッ
プを目指します。

Core Balance Yoga 強度：★★
バランスを意識するポーズで下半身の大きな筋肉を動かし、EMSで深層部まで働きかけ
ることでシェイプアップ・美脚を目指します。

リクエストEMSヨガ 強度：★★
参加者のご希望に合わせたヨガやエクササイズを行います。リラックス系・トレーニン
グ系など様々ご希望をお聞かせください。

キックボクシングエクササイズ 強度：★★★
キックボクシングの動きをベースにエクササイズの要素を取り入れ、美しいボディライ
ンを作るために必要な筋力を総動員させ、短時間で自分を追い込めるクラス。

ビューティシェイプ 強度：★★★
音楽に合わせたステップと筋力トレーニングで短時間でしっかり追い込むクラスです。
素早い動きとリズムで脂肪燃焼していきましょう。

1月NEWレッスン

月曜日
15:30～16:30 美活性ピラティス★★★
18:15～19:00 Night Relax yoga★★
19:30～20:30 デトックスフロー★★★

木曜日
21:00～22:00 第1・3・5週

身体スッキリヨガ★★

金曜日
14:30～15:00 リクエストEMSヨガ★★

日曜日
12:15～12:45 ビューティシェイプ★★★
14:15～15:15 第1・3・5週

美活性ピラティス★★★

＊おみくじイベント開催予定＊
来年の運命をJOYFITYOGAで
占ってみませんか？


