
全米ヨガアライアンス認定校ヨガインストラクター養成講座

YOGA INSTRUCTOR SCHOOL GUIDE

ヨガを通じて心と身体が開放していき人間本来の健康美を手に入れる世界を創造する



なぜ？
MUKTAのインストラクターは、
優秀なインストラクターが多いの
か？
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MUKTA養成講座の特徴

即戦力を意識した
無駄のない３つのカリキュラム特徴

1. 解剖・生理・運動学に特化した内容
担当講師は、医療従事者（柔道整復師）なので、身体のスペシャリストです。身体の
しくみをしっかり学べるので養成講座終了後、その身体のしくみを理解しながら安心
して指導することができます。

2. 少人数制「1クラス10人まで」
デビュー後のレッスンではお客様の気遣いやテクニックが求められます。大人数で
の講座だとどうしても聞き逃してしまうことや解らないことに対して後回しにしてしま
います。少人数だと、そのような細かい部分など質問しやすく解るまでフォローします。

3. 合格保証 ＆ 即戦力保証
すべての講座を受講し、課題をこなすことで全員が合格できるようにしていきます。
そして、他校ではまねできない実践を常に想定した、即戦力としてのレッスンを出来
るようになります。
※途中で辞められた方の保証は有りません。



卒業後の万全な

５つのフォロー体制！！

1. 地元で資格を取得し、地元で活躍できる！
卒業後、地元のスポーツクラブやスタジオなどの活躍できる仕事の紹介を斡旋。地
元の情報をすぐに提供して、採用されやすい環境を整えます。

2. 全米ヨガアライアンス資格取得
ヨガの市場は年々拡大しています。その中で求められるスキルも高いものが必要と
なります。その方法の一つとして全米ヨガアライアンス（RYT200）の資格を持つこ
とで他のインストラクターとの差別化を図れます。

3. ヨガインストラクターとしてのビジネス講座
ヨガインストラクターとしての活動のノウハウなど、どうしたら活躍できるのか？を学
ぶ機会を提供。ヨガビジネスマンとして営業方法なども学べます。

4. 卒業生限定の勉強会
月に1度のタイミングで卒業後も学び続けられる環境を整備。ポーズ（ア―サナ）、
呼吸法、アーユルヴェーダ、食事療法、アジャストなど様々な議題でヨガインストラク
ターとしてのレベルを上げていきます。

5. アシスタント制度
卒業後、すぐにレッスンをスタートできるかが不安な場合、アシスタント制度を利用す
ることができます。先輩のクラスにアシスタントとして入り、実際のクラスの様子やイン
ストラクターとしての仕事を学ぶ機会を学ぶことができます。他の講座では導入して
いないMUKTAオリジナルの制度。

ヨガアライアンスとは？
世界で最も知名度の高いヨガ協会です。質の高いヨガインストラク
ターや教育者を養成するために、カリキュラムに基準を定め、その普及
を促進しています。協会が定めた基準に基づくトレーニングを200時
間受講し、ヨガアライアンスに申請することで認定書が発行されます。
また協会に登録されると、「全米ヨガアライアンス認定ヨガ指導者」と
して活動することができます。世界70ヵ国以上で認知されており、日
本国内にも数百名の認定指導者がいます。



受講スタイル紹介

即戦力を意識した
無駄のない３つのカリキュラム特徴

通学コース（各スタジオ）
ライフスタイルに合わせたスケジュールで進められます。週に1回ずつ
なので、お仕事をしながらヨガのスキルを深めることができます。通学
中はMUKTAの施設でヨガを受けながら勉強することができます。
通学期間 ： 約半年間

こんな方へおススメ
■仕事をしながら通いたい
■ヨガを自分でも深めながら通いたい

短期集中コース（伊勢志摩）
自宅からもしくは宿泊しながら短期集中して「1か月」で資格取得目指すこと
ができます。他のスタジオでは自分で宿泊先を用意しないといけないが
MUKTAでは、宿泊先も用意しているのでみんな一緒に合宿で資格を取得
することができます。もちろん、ご自身で宿泊場所を探してくることも可能。

こんな方へおススメ
■すぐに資格を取得し、即インストラクターとして活動したい
■日常から離れて大自然の中でヨガを深めたい

ライフスタイルに合わせた２つの受講スタイル

講座料金システム

入会金 5,000円
通学コース（5か月～7か月） 365,000円～
短期集中コース（約1か月） 550,000円～

※講座料金は、あくまでも参考価格になります。詳しい料金などはお問合せください。



カリキュラム紹介

哲学、歴史、ヨガスタイル、ヨガライフ（生活・アーユル

ヴェーダ等）

計22.0時間

ヨガの哲学/ライフスタイル倫理（YPLE）

筋骨格、呼吸器、心臓脈管、神経、消化器、泌尿器、内分

泌、リンパ、生殖器、運動力、東洋医学、エネルギー学

計32.0時間

解剖学と生理学（AP）

アサナに関する一般情報、ヨガスタイルに関する一般情
報、ア―サナ、マントラ、プロップスの使い方、呼吸法（浄
化法）、メディテーション、ア―サナの練習

計80.0時間

技術、トレーニング、実践（TTP）

ビジネスとしてのヨガ、クラスを導く方法、教師の資質と
指導、心理学

計18.0時間

教授方法論（TM）

10.0時間 ＋ 38.0時間 計48.0時間

実践＆課題

合計200時間のカリキュラム



受講特典・サポート体制

①レギュラーレッスン
が受けられる回券無
料券プレゼント！

（15,000円相当）

②講座期間中開催の
特別レッスン（WS）受
講が優遇される！

（10,000円相当）

③期間中「水素
水」無料飲み放

題！※鈴鹿店のみ

（６,000円相当）

④オプション追
加でさらにお
得！ ※

（58,000円相当）

個別相談対応

コース中、終了後
に講師がお客
様の悩みを聞き、
対応いたします。

（1年間で20万円相
当）

復習受講

卒業後は、復
習の為に特
別価格で再
受講可能で
す。

（例：4カ月分12万
円相当）

卒業生割引

レッスンやWSなど
を特別価格で受
講できたり、勉強
会にも参加できま
す。

（1年間で6万円相
当）

卒業後活動
フォロー

アシスタント制
度や独立を
サポートいた
します。
（コンサル料として
50万円相当）

※オプション：動画配信システムなど詳しくはスタジオまでお問合せください。



担当講師 ： 磯部卓志「TAKU」

【肩書】
ヨガインストラクター
パーソナルトレーナー
ヨガスタジオMUKTA 代表
ヨガインストラクター養成講座講師
パーソナルトレーナー養成講座講師
白子高校卓球部フィジカルトレーニングコーチ
NPO法人 日本健康体育協会 西日本支部長

【保有資格】
柔道整復師（国家資格）
MUKTAヨガインストラクター養成講座講師担当
インド中央政府公認ヨガインストラクター
ヨギックアーツインストラクター（TTC100時間終了）
全米ヨガアライランス200取得（E-RYT200)
全米ストレングス＆コンディショニング協会認定パーソナルトレーナー
フィットネス総合研究所認定プロパーソナルトレーナー上級
個性心理學アドバイザー
薬膳アドバイザー
日本赤十字社救命救急員

【ミッション】
「人間本来の力を目覚めさせ、本当の幸せを分かち合う世界を創造する」

【経歴】
大学卒業後、大手スポーツクラブに入社！フィットネスチーフを経験し現場のマネジメントに
携わる。その後独立し、フリーインストラクター・トレーナーとして活躍。
フリー転身後、翌年には柔道整復師（国家資格）をとるため3年間！医療系の専門学校へ。
さらに翌年に「ヨガスタジオMUKTA」を創業し、昼間は経営・夜は勉強と二足のわらじは
履きながら3年間過ごしました。
スポーツの世界で全国の舞台を経験。スポーツクラブ時代では、１０００人以上のメニュー
制作を経験！その経験をもとにスタジオ経営！ヨガイベント主催をしています。集客が難しい
と言われている中、イベントだけで年間500人以上、スタジオには年間7,000人以上の
方々が来店されています。現在では直営店2店舗、
フランチャイズ1店舗運営しています。
今後はヨガと食で地域に貢献していこうと考えています。



お申込み

入金の確認ができ次第「本申し込み」完了！

入金が確認とれるまでは仮申し込みの状態です。

本申し込みの順番により定員になり次第募集終了しますので予めご了承ください。

コース ・ 日程などを選択し、仮申し込み

通学？短期？いつからスタートなのか？必要項目を選択し、まず仮お申込み

無料説明会に参加 または お問合せメール

📞059－381-6910 ✉ mukta6910@gmail.com

1. 銀行振込

2. 店頭にて現金またはカード支払い
3. クレジットカード分割払い
※分割手数料が3回目より発生いたします。分割の方はお問合せの際に申し出てください。

支払い方法

北伊勢上野信用金庫 鈴鹿支店
（普通） 口座番号：1096700
ヨガスタジオＭＵＫＴＡ 磯部卓志
（ヨガスタジオムクタ イソベタクジ）



【鈴鹿校】

三重県鈴鹿市三日市町1023-4 有希ビル3階

「ヨガスタジオMUKTA本店」

📞 ０５９－３８１－６９１０

【四日市校】

三重県四日市市鵜の森１丁目1-19

太平洋鵜の森ビル４F D→スタート内

「ヨガスタジオMUKTA四日市店」

📞 ０５９－３８１－６９１０

【岐阜校】

岐阜県岐阜市茜部野瀬２−３−１ 名和ビル２階

「MoreBreath モアブレス」

📞 058-215-1650

【西尾校】

愛知県西尾市本町2

「ヨガスタジオMUKTA西尾FC店」

（ゑびす接骨院 2階）

📞 0563-57-3001

※1 各クラス３名以上で開講、各クラス定員１０人
※2 各クラスすべて参加していただいても料金同じ振替もOK（人数の都合により受けられないこともあります）

※3 他の地域でも5名以上参加が見込めるようであれば、開講いたします。

SCHOOL STUDIO 紹介



卒業生の声

Q ＆ A

その他、卒業生の声は
こちらからご覧ください。

Q１、身体が硬いですがヨガインストラクターなれますか？
A、大丈夫ですよ。多くの先輩方が同じように心配されていましたが、みんな無事に卒業し、
ヨガインストラクターとして活躍されています。身体が柔らかくなるコツなどもお伝えしていき
ますので安心してください。

Q２、年齢が高めなのですが、今からでも間に合いますか？
A、全く問題ありません。ヨガインストラクターは年齢制限がありません。60歳から先生として
始められるかたもいますし、ベテランの先生では90歳を超えている方もいらっしゃいます。

Q３、卒業後のサポートは大丈夫でしょうか？
A、他のスタジオとの差別化がここにあります。地元で取得することで大手では知りえない
ローカルな情報をお伝えすることもできますし、MUKTAにはアシスタント制度がありますので
先生になる準備を十分にしてからデビューすることができます。



ヨガスタジオMUKTA ☎：059-381-6910


