
ヨガマット

推奨サイズ

ホットプログラムのココがイイ！

カラダの温め方にこだわったW温熱仕様

天井からの遠赤外線パネルヒーターと床からの冷気を

シャットアウトする床暖房の「W温熱」が全体を均一に

温めるのでホットスタジオ内のどこにいてもカラダの芯

からじんわりと温まります。

湿度が高く乾燥せず、お肌

にも優しいスタジオです。

発汗作用 血行促進

◆美肌効果

◆むくみ解消

◆新陳代謝アップ

◆冷え性改善

◆デトックス効果

◆体質改善

◆肩こり解消

◆ストレス解消

期待できる効果

※効果には個人差があります

1670万色のカラーライティングで空間を演出

情熱、生命力

エネルギー、活力

鎮静、抑制

自律、リラックス

希望、輝き

ユーモア、楽しさ

安らぎ、調和

バランス、成長

ライティングはプログラムのテーマや目的、プログラム中の時間の経過でも変化して

いきます。色の持つ視覚効果を利用し、気持ちや運動の効果を高めます。

参加者の声

初めて参加したけど

45分間があっという間に

感じた！

激しくないのに

汗がかけて気持ちいい！

年中冷え性の私には

ポカポカして

気持ちよかった！

ヨガはもちろんトレーニング

ダンスなどオリジナルクラス

も沢山あり色々楽しめた！

柔軟性向上老廃物排出

持ち物 感染防止対策

※ウエアは、ヨガウエアまたは通気性の高いTシャツ、ハーフパンツなどでご参加ください。

※ヨガマットの無料レンタルもございます（数に限りがございます）。レンタルマットをご利用になる場合は、

マットの上にご自身のラグまたはバスタオルを敷いてご利用ください。

※館内に自動販売機・冷水機もございます。

横 約60cm

縦 約170cm

厚み 0.4～0.6cm

皆様に安心してご利用いただけるよう、感染対策を実施しております。

マスクの着用は

任意です

入退室時の

手指消毒

参加同士の

間隔を確保
プログラム中

の換気

換気システムによる

空気の入替え
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ジャンル クラス名 ヨガ
マット

室内
シューズ

温度
強度

5段階
性別 内容

腰痛改善ヨガ 必要 不要 ホット ★×2 男女
腹部、腰回りの血行を促進させるヨガポーズで内臓の働きを活性化させます。
姿勢の悪さやストレスなどによる腰痛を改善に導きます。

アシュタンガヨガ 必要 不要 ホット ★×3 男女
太陽礼拝から立位、座位、フィニッシングとポーズの順番が決まっており、ポーズからポーズへと呼吸と動きを
合わせて流れるように体を動かす。 ダイナミックでエネルギッシュなポーズが多いクラスです。

バレエヨガ 必要 不要 ホット ★×3 男女
バレエのバーレッスンの動きとヨガのポーズを織り交ぜて行なうヨガクラス。
カラダの中心軸を整えて、キレイな立ち姿を目指します。

全身フローヨガ 必要 不要 ホット ★×3 男女
呼吸に合わせて流れるように動くことで全身の筋肉を刺激し、血流を良くしていきます。
こころも体もすっきりさせていきましょう。

フィットネスヨガ 必要 不要 ホット ★×3 男女 体幹を使うポーズで体幹力強化、脂肪燃焼効率アップに効果的な、しっかり効果を感じたい方におススメのヨガです。

アロマリラックスヨガ 必要 不要 ホット ★×2 男女
アロマの香りの中で深い呼吸をしリラクゼーション効果を高め、疲れを感じやすい身体の部位を
ヨガのポーズでじっくりほぐしていきます。

ハタヨガ Relax 必要 不要 ホット ★×2 男女 ゆったりとしたヨガの動きと呼吸を合わせてリラックスした状態へと導いていきます。血行促進・不眠解消にもおススメ！

月礼拝ヨガ 必要 不要 ホット ★×2 男女 月の満ち欠けをポーズで表現し、呼吸と共に流れる様に動くヨガです。

ヨガ＆エクササイズ J-DANCE YOGA 必要 不要 ウォーム ★×4 男女
J-POPを使用し、じっくり身体に効かせる『ヨガ＆エクササイズ』とシンプルだけどキャッチーな振り付けを
楽しみながら脂肪を燃やす『ダンス＆エクササイズ』を交互に行います。

BUZZ DANCE 不要 必要 ウォーム ★×4 男女 SNSで話題となった楽曲とキャッチーな振り付けを楽しむダンス＆エクササイズクラスです。

K-POPエクササイズ 不要 必要 ウォーム ★×4 男女 K-POPを使用し、ダンス独特の動き、部分引き締め、使用曲の実際の振りに近い動きで楽しくカラダを引き締めます。

Party Dance Work 不要 必要 ウォーム ★×4 男女
ダンスとワークアウトをミックスした高揚感溢れるシェイプアップクラス。
楽しく痩せたい方にオススメ！

演歌deシェイプ 必要 不要 ホット ★×3 男女 演歌を楽しみながらスローな動きでじっくり筋肉に刺激を与えるエクササイズです。

J-ROCK Boxing 不要 必要 ウォーム ★×5 男女 日本のロックミュージックを使用したボクササイズ。ハードな楽曲にのせてガンガンパンチを打ち込もう！

Lafua プログラムラインナップ

ヨガ

有酸素


