
月 火 水 木 金 土 日
4月3日､17日・5月1日､29日 4月13日､27日・5月11日､25日

心身リフレッシュ・疲労回復 デトックス＆美肌＆体温ＵＰ

爽快デトックスヨガ 温活・美ＨＯＴヨガ
9:30 Ｕｎａ　託児可能 呼吸にあわせて流れるように 背骨の柔軟性・体幹の向上 Ｕｎａ　託児可能 肩こり・腰痛改善&代謝ＵＰ ス イルキープ新陳代謝の改善 肩甲骨＆骨盤「美」調整

～ 4月10日､24日・5月8日､22日 スローフローヨガ ヨガホイール ＫａＱｉＬａスツール リフレッシュ美活ヨガ ボディメイクヨガ
10:30 柔軟性＆コア力UP 今井里美 第2・4週　ｃｈｉｈｏｋｏ ※美HOTクラス Ｍａｋｉｋｏ Ｉｎｎ（イン） Ｋａｙｏ

バランスUPヨガ 第3週　あゆ 室温30℃前後・湿度80～90％

ｍａｍｉ　託児可能 程よく汗をかけるプログラムです

9:30～10:30 9:30～10:30 9:30～10:30 9:30～10:30 9:30～10:30 9:30～10:30
4月4日､18日・5月2日､16日 4月6日､20日・5月4日､18日 4月7日・5月5日､19日

綺麗にボディ ェンジ 姿勢改善、美しいカラ むくみ、冷え、臓器の不調も改善 日曜週替わり日程①

デトックスピラティス ビューティーフローヨガ 五臓ヨガ 11:00～12:00

11:00 キレイを叶えるエクササイズ Ｙｕｕ イエット＆ス イルアップ Ｙｏｕｋｏ 愛里 心とカラ を美しく整えるヨガ 4月2日・5月7日

～ ス イルＢｅａｕｔｙ 4月11日､25日・5月9日､23日 ブレイクレティクス 4月13日､27日・5月11日､25日 4月14日､28日・5月12日､26日 美調整ヨガ くびれ美人ピラティス
12:00 YUKA カラ 改善リフレッシュ Ｙｕｕｋａ ローラーを使ってカラ をほぐす 深いリラックスでストレスを緩和 今井里美 Ｉｎｎ（イン）

託児可能 ポールピラティス ※室内用シューズ必要 カラ ほぐしヨガ ムーンサイクルヨガ 4月9日・5月14日

Ｙｕｍｉｋｏ レン ル有100円 Ｕｎａ ＹＵＫＡ 姿勢美人ピラティス
11:00～12:00 11:00～12:00 11:00～11:50 11:00～12:00 11:00～12:00 11:00～12:00 あゆ

4月4日､18日・5月2日､16日 4月16日・5月21日

浮腫み知らずのスッキリボディ 土曜週替わり日程 バランスUPヨガ
セルフリンパマッサージ 12:30〜13:30 ｍａｍｉ

12:30 肩こり・腰痛改善&代謝ＵＰ 工藤　 リフレッシュ＆ボディメイク 心と身体をゆったりほぐす 美尻・美脚・美姿勢・引き締め 4月29日・5月6日 4月30日・5月28日

～ ＫａＱｉＬａ（カキラ） 4月11日､25日・5月9日､23日 ナ ュラルフローヨガ リラクゼーションヨガ 美骨・美姿勢ピラティス ＫａＱｉＬａ（カキラ） ピラティスワークアウト
13:30 Ｍａｋｉｋｏ ギ ーの音色でリラックス Ｋａｙｏ 今井里美 Ｙｏｕｋｏ Ｍａｋｉｋｏ Ｙｏｕｋｏ

託児可能 癒しのヨガニードラ 4月8日､22日・5月13日､27日

佐々木万里子 リンパケアピラティス 日曜週替わり日程②

12:30～13:30 12:30～13:30 12:30～13:30 12:30～13:30 12:30～13:30 Ｙｕｍｉｋｏ 12:30〜13:30
4月6日､20日・5月18日 4月15日・5月20日 4月2日・5月7日

美姿勢＆美シェイプ ピラティスワークアウト リフレッシュ美活ヨガ
4月4日､18日・5月2日､16日 4月5日・5月31日 くびれ美人ピラティス Ｙｏｕｋｏ 　Ｉｎｎ（イン）

14:00 ※託児について お肌メンテ・ボディケア 体を「ほぐす・伸ばす・使う」 Ｉｎｎ（イン） 4月9日・5月14日

～ 5ヶ月からOK　託児料700円 60分　6000円 ボディメンテナンス ヨガホイール
15:00 ※託児記載レッスンのみ 尾藤健作 あゆ

定員1名 毎週　※4月1日休み 4月16日・5月21日

工藤真樹 新鮮なエネルギーを ャージ ボディメンテナンス
※13:45～ 14:00～15:00 モーニングアロマヨガ 尾藤健作

奇数週　Ｕｎａ 4月30日・5月28日

4月7日､21日・5月19日 偶数週　ＨＩＴＯＭＩ ビューティーフローヨガ
心とカラ を美しく整えるヨガ 8:15～9:15 Ｙｏｕｋｏ

ボディケアヨガ
19:15 理想のBodyを実現 Ｋａｙｏ

～ 美調整ピラティス 4月14日､28日・5月12日､26日

20:15 Ａｙａｋａ ギ ーの音色でリラックス レッスン色分けは運動強度
癒しのヨガニードラ ソフト　強度1

佐々木万里子 ミドル　強度2
19:15～20:15 19:15～20:15 SHAPE UP　強度3

20:30 肩・腰・背中のコリをほぐす 綺麗にしなやかな身体作る

～ ボディヒーリングヨガ 美〜ｆｌｏｗ ｙｏｇａ〜
21:30 あゆ Ａｙａｋａ

20:30～21:30 20:30～21:30

毎週　※5月15日休み

毎週　※4月23日休み

毎週　※4月1日休み

毎週　※5月3日休み 毎週

毎週　※4月1日休み毎週　※第1週と5月31日休み

（イベント）

毎週　※4月5日､5月3日休み

土曜朝活レッスン

休館日

Ｋｉｒａｒｉ西宮店　ス ジオプログラム（4月・5月）　

毎週　※5月15日休み

毎週　※5月30日休み

毎週

毎週　※5月3日休み毎週　※5月15日休み

毎週

※4月5日（水）､5月5日（金）夜休館

4月1日（土）､23日（日）

5月3日（水）､15日（月）､30日（火）

（イベント）

毎週　※4月5日､5月3日休み



月 火 水 木 金 土 日

6月11日､25日・7月16日､30日

8:15
～ 新鮮なエネルギーをチャージ 新鮮なエネルギーをチャージ

9:15 モーニングアロマヨガ 腸活ヨガ
奇数週　Ｕｎａ Ａｙｕｍｉ

偶数週　ＨＩＴＯＭＩ

6月5日､19日・7月3日､17日 6月8日､22日・7月13日､27日

心身リフレッシュ・疲労回復 デトックス＆美肌＆体温ＵＰ

9:30 爽快デトックスヨガ 温活・美ＨＯＴヨガ
～ Ｕｎａ　託児可能 呼吸にあわせて流れるように 背骨の柔軟性・体幹の向上 Ｕｎａ　託児可能 肩こり・腰痛改善&代謝ＵＰ スタイルキープ新陳代謝の改善 肩甲骨＆骨盤「美」調整

10:30 6月12日､26日・7月10日､24日 スローフローヨガ ヨガホイール ＫａＱｉＬａスツール リフレッシュ美活ヨガ ボディメイクヨガ
柔軟性＆コア力UP 今井里美 第2､4週　ｃｈｉｈｏｋｏ ※美HOTクラス Ｍａｋｉｋｏ Ｉｎｎ（イン） Ｋａｙｏ

バランスUPヨガ 第3週　あゆ 室温30℃前後・湿度80～90％

ｍａｍｉ　託児可能 程よく汗をかけるプログラムです

6月6日､20日・7月4日､18日 6月15日､29日・7月6日､20日 6月2日､16日・7月7日､21日

綺麗にボディチェンジ 姿勢改善、美しいカラダ むくみ、冷え、臓器の不調も改善 日曜週替わり日程①
11:00 デトックスピラティス ※11:00～11:50　50分 ビューティーフローヨガ 五臓ヨガ 11:00～12:00

～ キレイを叶えるエクササイズ Ｙｕｕ ダイエット＆スタイルアップ Ｙｏｕｋｏ 愛里 心とカラダを美しく整えるヨガ 　6月25日・7月23日

12:00 スタイルＢｅａｕｔｙ 6月13日､27日・7月11日､25日 ブレイクレティクス 6月8日､22日・7月13日､27日 6月9日､23日・7月14日､28日 美調整ヨガ くびれ美人ピラティス
ＹＵＫＡ カラダ改善リフレッシュ Ｙｕｕｋａ ローラーを使ってカラダをほぐす 深いリラックスでストレスを緩和 今井里美 Ｉｎｎ（イン）
託児可能 ポールピラティス ※室内用シューズ必要 カラダほぐしヨガ ムーンサイクルヨガ 6月11日・7月9日

Ｙｕｍｉｋｏ レンタル有100円 Ｕｎａ ＹＵＫＡ 姿勢美人ピラティス
6月6日､20日・7月4日､18日 あゆ
浮腫み知らずのスッキリボディ 土曜週替わり日程 6月18日・7月16日

12:30 セルフリンパマッサージ 12:30〜13:30 バランスUPヨガ
～ 肩こり・腰痛改善&代謝ＵＰ 工藤　 リフレッシュ＆ボディメイク 心と身体をゆったりほぐす 美尻・美脚・美姿勢・引き締め 6月3日・7月1日 ｍａｍｉ

13:30 ＫａＱｉＬａ（カキラ） 6月13日､27日・7月11日､25日 ナチュラルフローヨガ リラクゼーションヨガ 美骨・美姿勢ピラティス ＫａＱｉＬａ（カキラ） 6月4日・7月30日

Ｍａｋｉｋｏ ギターの音色でリラックス Ｋａｙｏ 今井里美 Ｙｏｕｋｏ Ｍａｋｉｋｏ ピラティスワークアウト
託児可能 癒しのヨガニードラ 6月10日､24日・7月8日､22日 Ｙｏｕｋｏ

佐々木万里子 リンパケアピラティス
6月15日､29日・7月6日､20日 Ｙｕｍｉｋｏ 日曜週替わり日程②

美姿勢＆美シェイプ 6月17日・7月15日 12:30〜13:30
14:00 6月7日・7月5日 くびれ美人ピラティス ピラティスワークアウト 6月25日・7月23日

～ ※託児について 体を「ほぐす・伸ばす・使う」 Ｉｎｎ（イン） Ｙｏｕｋｏ リフレッシュ美活ヨガ
15:00 5ヶ月からOK　託児料700円 ボディメンテナンス 　Ｉｎｎ（イン）

※託児記載レッスンのみ 尾藤健作 6月11日・7月9日

ヨガホイール
あゆ

6月18日・7月16日

6月2日､16日・7月7日､21日 レッスン色分けは運動強度 ボディメンテナンス
心とカラダを美しく整えるヨガ ソフト　強度1 尾藤健作

19:15 ボディケアヨガ ミドル　強度2 6月4日・7月30日

～ 理想のBodyを実現 Ｋａｙｏ SHAPE UP　強度3 ビューティーフローヨガ
20:15 美調整ピラティス 6月9日､23日・7月14日､28日 Ｙｏｕｋｏ

Ａｙａｋａ ギターの音色でリラックス

癒しのヨガニードラ
佐々木万里子

20:30
～ 肩・腰・背中のコリをほぐす 綺麗にしなやかな身体作る

21:30 ボディヒーリングヨガ 美〜ｆｌｏｗ ｙｏｇａ〜
あゆ Ａｙａｋａ 7月2日（日）､29日（土）､31日（月）

毎週　※7月29日休み

休館日
6月1日（木）､30日（金）

毎週　※7月17日､31日休み

毎週　※7月2日休み

毎週　※7月29日休み

毎週 毎週　※6月1日休み

毎週　※7月29日休み毎週　※第1週休み

毎週　※6月28日､7月12日休み

（イベント）

毎週　※6月28日､7月12日休み

Ｋｉｒａｒｉ西宮店　スタジオプログラム（6月・7月）　

毎週　※7月31日休み

毎週

毎週　※6月30日休み

毎週
※6月19日・7月17日､31日

休み

毎週　※6月30日休み

毎週



種別 料金（税込） 月の利用回数 同時予約可能数 １日に参加可能数

ス ン ード会員 ７,０００円 制限なし（受け放題） ３レッスン １レッスン

プレミアム会員 １０,０００円 制限なし（受け放題） ７レッスン 2レッスン

ケット会員 ５,５００円
３回

※ ケット購入日から
有効期限2ヶ月

２レッスン １レッスン

種別 料金（税込）

阪神 イガース　 ンススクール
（ ア ンス）

６,６００円

キッズ ンス ６,０００円 入会金１,０００円

■ス ジオ会員

Ｋｉｒａｒｉ西宮　会員種別・料金体系

■キッズ＆ジュニア　スクール会員

※ス ン ード会員とプレミアム会員は口座振替の登録が必要です。

※入会金１１,０００円（阪神 イガースへお支払）
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