
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

22 22

21 【藤野】 21【荒川】
20:25-21:2520:40-21:40

20
19:20-20:20

19:35-20:35 19:30-20:30 19:30-20:30

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ★☆☆ﾍﾞｰｼｯｸ

ﾍﾞｰｼｯｸ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ★☆☆
【藤野】

20 【荒川】 【矢野】 【ひらいまさよ】

19 18:10-19:10 【東原】 19
18:20-19:20 18:20-19:2018:30-19:30 18:30-19:30

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ★☆☆
ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ

ﾍﾞｰｼｯｸ★★☆
会員様専用 【西】 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ★☆☆

NEW【矢野】 【ひらいまさよ】

16:00-17:00
17 17

ﾋﾞｷﾞﾅｰ☆☆☆

【東原】18 18
17:25-18:25ﾍﾞｰｼｯｸ★★☆

ﾋﾞｷﾞﾅｰ

15 14:10-15:10 15

16 16
ﾍﾞｰｼｯｸ★★☆

【西】

13:00-14:00 13:00-14:00
14 14

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ★☆☆

【西】

11:40-12:40 11:45-12:45 11:45-12:45

13 13 ゆっくりP ★☆☆
会員様専用

【西】※60歳以上

ﾋﾞｷﾞﾅｰ☆☆☆ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ★☆☆
会員様専用

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ★☆☆
12 12【ひらいまさよ】 NEW【MARI IR】 【甲斐】

11:40-12:40

【ひらいまさよ】 NEW【MARI IR】 ﾍﾞｰｼｯｸ★★☆11 11
10:30-11:30 10:30-11:30 10:30-11:30 10:30-11:30

10 10

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ★☆☆ ﾋﾞｷﾞﾅｰ☆☆☆ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ★☆☆ ﾍﾞｰｼｯｸ

ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙは変更することがありますので

その都度、ご確認をお願いいたします
体験会 ＳＣＨＥＤＵＬＥ

ピラティスガーデン 博多スタジオ

福岡県福岡市博多区奈良屋町1-15 HARDビル４F ﾋﾟﾗﾃｨｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

体験会のご予約について

体験したいｸﾗｽ (ﾋﾞｷﾞﾅｰ･体験、ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ、ﾍﾞｰｼｯｸ より) 選び、

お電話 (092-283-1202) もしくは ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞお申込ﾌｫｰﾑ (↓) よりご予約

※ご予約は 前日15:00迄、休講・代講の場合ｱﾘ

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ

ｽﾄﾚｯﾁ･ｴｸｻｻｲｽﾞ(少数)

難易度★☆☆

ｴｸｻｻｲｽﾞに慣れてきたら

ﾍﾞｰｼｯｸ などに挑戦！

ﾍﾞｰｼｯｸ

ｽﾄﾚｯﾁ･ｴｸｻｻｲｽﾞ6つ

難易度★★☆

体調に合わせてお振替

ﾋﾟﾗﾃｨｽ効果はココから

ﾋﾞｷﾞﾅｰ・体験

呼吸･姿勢･ｽﾄﾚｯﾁ

難易度☆☆☆

ﾋﾟﾗﾃｨｽ効果を上げる

大切な基礎ｸﾗｽ

ピラティス 体験会 (いずれかのｸﾗｽよりお選びくださ

新ｺﾛﾅｳｨﾙｽの影響により、ﾚｯｽﾝの定員数を調整することがあります
予めご了承の上、お早めに お振替ください 皆様のご理解･ご協力をお願いいたします

【マットピララティス体験】

体験料 3,000円(税抜)

但し、ネット予約なら、半額

更に！体験当日のご入会で入会金半額

【お知らせ】

水･金曜日は

ｽﾀｯﾌ不在の時があります

電話が繋がらいない際は

16時以降におかけ直し

ください

【お知らせ】

水･金曜日は

ｽﾀｯﾌ不在の時があります

電話が繋がらいない際は

16時以降におかけ直し

ください



Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

22 22

21 【藤野】 21【荒川】
20:25-21:2520:40-21:40

20
19:20-20:20

19:35-20:35 19:30-20:30 19:30-20:30

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾍﾞｰｼｯｸ

ﾍﾞｰｼｯｸ ★ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ★
【藤野】

20 【荒川】 【矢野】 【ひらいまさよ】

19 18:10-19:10 【東原】 19
18:20-19:20 18:20-19:2018:30-19:30 18:30-19:30

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ
ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ

ﾋﾞｷﾞﾅｰ ﾍﾞｰｼｯｸ体すっきりP  B⑥ 【西】 ★ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ★
NEW【矢野】 【ひらいまさよ】【荒川】

【西】

16:00-17:00
17 17

ﾋﾞｷﾞﾅｰ

【東原】18 18
17:25-18:25ﾍﾞｰｼｯｸ

【西】

15 14:10-15:10 15

16 16
ﾍﾞｰｼｯｸ

【西】 【西】

13:00-14:00 13:00-14:00
14 14

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ

11:40-12:40 11:40-12:40 11:45-12:45 11:45-12:45

13 13 ゆっくりP ※60歳以上 元気になるP  B⑫

ﾋﾞｷﾞﾅｰ ★ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ★ 健康で美しくなるP  B⑫ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ
12 12【ひらいまさよ】 NEW【MARI IR】 【西】 【甲斐】

【ひらいまさよ】 NEW【MARI IR】 【西】11 11
10:30-11:30 10:30-11:30 10:30-11:30 10:30-11:30

10 10

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ ﾋﾞｷﾞﾅｰ ★ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ★ ﾍﾞｰｼｯｸ

ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙは変更することがありますので

その都度、ご確認をお願いいたします
TIME ＳＣＨＥＤＵＬＥ【店休日について】

レッスンカレンダーをご確認ください

ピラティスガーデン 博多スタジオ

福岡市博多区奈良屋町1-15 HARDビル４F ﾋﾟﾗﾃｨｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

② ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ

ｽﾄﾚｯﾁ･ｴｸｻｻｲｽﾞ(少数)

難易度★☆☆

ｴｸｻｻｲｽﾞに慣れてきたら

ﾍﾞｰｼｯｸ などに挑戦！

ﾋﾞｷﾞﾅｰ後2ヶ月目～6ヶ月

③ ﾍﾞｰｼｯｸ

ｽﾄﾚｯﾁ･ｴｸｻｻｲｽﾞ6つ

難易度★★☆

体調に合わせてお振替

ﾋﾟﾗﾃｨｽ効果はココから

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ6ヶ月以上

① ﾋﾞｷﾞﾅｰ・体験

呼吸･姿勢･ｽﾄﾚｯﾁ

難易度☆☆☆

ﾋﾟﾗﾃｨｽ効果を上げる

大切な基礎ｸﾗｽ

※ご入会後、1ヶ月必須

④ IRｵﾘｼﾞﾅﾙﾋﾟﾗﾃｨｽ

ｽﾄﾚｯﾁ･ｴｸｻｻｲｽﾞ6つ

難易度★★★

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰの個性を楽しむ

(ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ裏参照)

ﾍﾞｰｼｯｸ6ヶ月以上

ピラティス ステップアップ

★ コンディショニングクラス について ★

火11:40 水19:30 木10:30 金18:30 ｸﾗｽ

上記の4つクラスは受講者の受講歴に応じて

レッスン内容を変更するクラスになります

( ※ご入会されて間もない方 優先になります )

受講歴の長い方のみの場合 ベーシックに変更

新ｺﾛﾅｳｨﾙｽの影響により、ﾚｯｽﾝの定員数を調整することがあります
予めご了承の上、お早めに お振替ください 皆様のご理解･ご協力をお願いいたします

【各種お手続きの期限】

利用停止･退会･ｸﾗｽ変更は 毎月20日締切

ご来店時または電話でフロントまで

お申し出ください

【お知らせ】

水･金曜日は

ｽﾀｯﾌ不在の時があります

電話が繋がらいない際は

16時以降におかけ直し

ください

【お知らせ】

水･金曜日は

ｽﾀｯﾌ不在の時があります

電話が繋がらいない際は

16時以降におかけ直し

ください

お振替・単発受講の ご予約について

マット等の用意があるため 事前予約 にご協力をお願いします
ご予約されずに ご来店された場合、受講いただけないことがあります
予めご了承ください
月末は混み合うことがあります お早目のご消化を (前倒し可能)


