
●スタジオレッスンは、予約制になります。予約のキャンセルは、開始時間の2時間前までにお願いします。予約が入っているクラスに関しては、直前の予約もＯＫです。

●レッスン開始10分前には各スタジオに到着し、着替え・トイレ等を済ませてお待ちください。遅刻は、レッスンの妨げとなりますので、ご注意ください。

●代行の確認は、スタジオレッスンの予約サイトからのお知らせ・スタジオ掲示板にてご確認ください。

●　　　　　　　 　と表記されているレッスンは、スタジオレッスンと並行してオンラインレッスン配信を行います。オンラインレッスン受講の方は　http://onlinemukta.com　へアクセス。
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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 レッスングループ早見表

コリをほぐして、めぐり
を良くする事で、身体の
内側から綺麗になって✨
一緒に、幸せ体質になっ
ていきましょう❤

ファンクショナルロー

ラーピラティス＆ヨガ

ヨガのポーズを効率的に

安定させるツールとして

ローラーを使います。

ピラティスとヨガの良い

ところを凝縮させたクラ

スです。

朝の代名詞「太陽礼拝」を中

心に気持ちよく動くクラス綺麗な姿勢が健康につながります。

ツボとヨガの２つの力を
使って、より健康でより美
しくなっていきましょう🎶今、話題の「美尻」初心者でも

できるポーズを中心に、お尻を
引き締めていきましょう！

『シャンティ』とは、心の平安・至福・穏やかさなどを意味します。

やさしいヨガです。心地良い癒しの時間をご一緒に過ごしましょう♡

呼吸に合わせて流れるように動いてみま

しょう。

初心者が受けやすいクラス♪

お尻と気持ちを上げてい

きましょう♪お尻の筋肉

を意識しながらアーサナ

（ポーズ）を行なってい

きます！

ヨガに優しいトレーニングを取り入れた

レッスンで、身体を引き締めましょう♪

基本的なアーサナーを細かく丁寧に誘導して体を動かしていきます。

アライメントを整えて怪我なく、ヨガの恩恵を得ていきましょう

初心者が受けやすいクラス♪

初心者が受けやすいクラス♪

体の内側に意識を向けてゆったり

としたリズムで全身の血流をよく

していきます。体の中のめぐり

をよくし内側からの若々しさを手

に入れましょう♪

太陽礼拝の動きを取り入れな

がら呼吸に合わせてアーサ

ナー(ポーズ)をとっていきま

す。アーサナーで汗をかいて

みたい方、ヨガのアーサナー

を深めていきたい方、チャレ

ンジングなことをしてみたい

方にオススメです♪

体幹を強化することで正しい姿

勢、メリハリのあるカラダを目

指します。呼吸もだんだん深く

なっていきます。

第１、３週はリラックス＆お腹ぽっこり改善ヨガ、第２、４週はリラックス＆その日の気

分ヨガ！お腹ぽっこり改善ヨガ、興味ある方がどんどん増えて来たので隔週で開催しま

す！お腹だけじゃない、体にいいい事たくさん✨ どんな人が受けてもケンチャナヨ！

体の内側に意識を向けてゆったりとしたリズムで全身の血

流をよくしていきます。体の中のめぐりをよくし内側から

の若々しさを手に入れましょう♪

ツボ押し→太陽礼拝→瞑想をし、全身の血
流を良くして免疫力をあげていきます。
身体がぽかぽか温かくなるヨガです🎵

オンラインも対応

オンラインも対応オンラインも対応 オンラインも対応 オンラインも対応

骨盤を整えていく事で、

内臓や婦人科系臓器の活

性化、歪みの調整をして

姿勢を整え、むくみや冷

えの軽減、ホルモンバラ

ンスを整えいくレッスン

です。

オンラインも対応 オンラインも対応

【お問い合わせ】

TEL
０５９－３８１－６９１０

MAIL
mukta6910@gmail.com 

公式サイト

https://mukta6910.com/

【スタジオレッスンのご予約】

http://esp05.dt-r.com/
studiomukuta/

【オンラインレッスン】

http://onlinemukta.com

オンラインも対応

オンラインも対応

身体をしっかりと動かすことで、

内側の熱を高め、溜め込んでいる不純

物を穏やかに燃やしていきます。

自分の中から湧き出るエネルギーを気

持ちよく感じていきましょう♫

体をほぐすヨガに少し体幹UPト

レーニングをプラス♪10年後喜

ばれる体造りをしましょう♪

★★予約に関して お客様へお願い★★
午前中クラスは、前日の21：00までに、
午後からのクラスはレッスン開始2時間前までにご予約下さい。
上記時間までにご予約が入っていないクラスは、クローズとなります

ことご了承お願いいたします。

早めのご予約のご協力、何卒よろしくお願いします(*^_^*)
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ブログホームページ 養成講座 予約サイト

★MUKTAの日★

毎月は3日は

ＭＵＫＴＡの日

終日スタジオ

レッスン５００円！

※ビジターも

500円でＯＫ！

★ アロマヨガ★

※最高級ｵｰｶﾞﾆｯｸ

ｱﾛﾏを使用し

心地良い空間に…
販売もしております。

★ お香ヨガ★

※どこか懐かしい

お香の深い香で

リラックス空間に…

★キャンドルヨガ★

新月・満月の日

※１９時以降の

レッスンです。

★お茶の日★

レッスン前後に

ティーサービス

があります☆

※夜は21時までの

サービスと

なります。

当面の間

お茶の日は

お休みいた

します。

満月○

木曜日午前を担当しています、MOMOKOです。基本のヨガ

では、アーサナー（ポーズ）を丁寧にとっていきます。スト

レッチや体操という動きや形にとらわれすぎず、体内を巡る

エネルギー循環を体感してもらえるように誘導してきます。

わかりやすいと定評のあるクラスなので初心者の方からじっ

くり内観したい方まで幅広くオススです。ヴィンヤサフロー

ヨガでは太陽礼拝を組み込み様々なアーサナーに挑戦してい

く流れのあるフロークラスです。呼吸に誘導される気持ちよ

さを体感していただけます。動きたい方、YOGAを深めたい

方にオススメのクラスです。

【MOMOKO担当レッスン】

●木曜 9:30〜 基本のヨガ / 11:00〜 ヴィンヤサ・フローヨガ

インストラクター紹介：MOMOKO

新月●

MUKTAの日

3130

イベント

チャクラと姿勢

＠松阪店

ヨガをしている方は「チャクラ」と聞いたことがあるで

しょうか？体の中心に７箇所あり、それぞれ色がついて

いて…どうやら開くと良いらしい…。ちょっと神秘的な

イメージを持ってる方もいらっしゃるでしょうか。その

チャクラの意味をわかりやすくお話します。

そして、チャクラとアーサナと関係姿勢の大切さもお話

ししながらクラスを行っていきます。チャクラを神秘的

なものと捉えるだけでなくアーサナを通して今の自分の

体で感じてみましょう。

開催日：2021年5月22日（土）13:00〜

お問合せ：059-381-6910 場所：MUKTA松阪店

参加費：一般3,300円(税込)｜ゴールド2,970円(税込)

担当講師：HIROKO

申込：各店頭にて申込み、

またはオンライン予約

https://www.onlinemukta.com/shop

イベント：チャクラと姿勢

薬膳インスト

ラクター初級

講座スタート


