7月の講座
●少人数制●完全予約制●館内消毒
徹底しながら開催いたします。

【お客様へお願い】

＊マスク着用＊手指の消毒＊検温に
ご協力をお願いいたします。
7/20
（月）
7/12
（日）

7/21
（火）

14:00-16:00

19:00-20:00

15:00-17:30

シヴァナンダヨーガ全5回
第2回 逆転のポーズ
講師：吉江理加
各回参加 5,000円税込

手作り石けん講座
本物のチョコとミントを使って
体に優しい石けんを作ります。
すぐに使えるお土産付。5,000円税込

7/25
（土）

7/27
（月）

18:00-20:00

10:10-11:10

ありのままのあなたと奏でる
呼吸とヴォイスとクリスタルボウルによる

サウンドワーク

ヒーリングヴォイス
深い癒しにつながる時間です。
コヤマナオコ 一般6,000円 会員5,500円

新月癒しの月ヨガ
月のエネルギーが満ちる新月
キャンドルの揺らぎと月礼拝を
担当：Yumi 一般3,000円 会員通常チケット

～あなたの目疲れていませんか？

眼ヨガ
目につながる筋肉を動かします。
老眼・近眼・眼精疲労・肩こりなどに。
担当：Kara 一般3,000円 会員通常チケット

素肌を磨くプッシュフェイシャル
マスクで蒸れた肌は、ほうっておくと乾燥してかぴかぴに。
お肌のお悩み無料相談受付中です。
●通常の施術は、日時応相談。お問い合わせください。お一人90分4,950円税込
お肌のカウンセリング⇒洗顔・クレイパック⇒スキンケア⇒
プッシュフェイシャル⇒トレンドメイク

○○○円
坂の途中の黄色い洋館
たまプラーザ駅・あざみ野駅 徒歩8分
〒225-0003
横浜市青葉区新石川2-13-18-401

ココソレイユ
050-5438-1394

2020年7月スケジュール
日

月

【オンラインレッスンの表示】

【ダイエットコースの表示】

ⓩ:ZOOMレッスンあり
ⓘ：インスタレッスンあり
マークなし：対面レッスンのみ

赤文字：
燃焼系・ボディメイク・筋トレなどの
レッスンです。
赤レッスンで動いて
黒レッスンでゆったりと
赤と黒、交互に受講すると
効果的です。ご予算に応じて
ダイエットメニューお作りします。

★ゆったり動く

火

★★ちょっと汗かく

水

★★★しっかり動く

木

●：子連れOK

金

♠：男性OK
土

1

2

3

4

10:10-11:10●♠Ⓩⓘ

10:10-11:10●♠Ⓩⓘ

10:10-11:10●

9:00-9:45♠

基本ヨガ★Mika

体幹トレーニング★★Mika

ベリーダンス超入門★ Fumina

燃焼スライドボード★★～★★★ ともこ

11:30-12:30●♠Ⓩⓘ

11:30-13:00●

10:30-11:30●♠Ⓩⓘ

デトックスヨガ ★★Mika

ベリーダンスプライベート

ベーシックヨガ ★～★★ Fuka

12:45-13:30●♠Ⓩⓘ

14:00-17:00受付

Fumina

13:30-14:30●♠

ストレッチポール★～★★ Mika

美肌を磨くプッシュフェイシャル

18:00-19:00♠

ストレッチ＆ダンス★★ Fuka

Hiroko＊日時応相談

骨盤ヨガ★★ともこ

お肌の無料相談受付中

19:30-20:30♠ⓘ

パワーヨガ★★～★★★ ともこ

5

6

7

8

公式Lineはコチラ
9

10

11

第1・3 9:00-10:00●♠Ⓩⓘ

10:00-10:45♠

9:00-10:00♠

10:10-11:10●♠Ⓩⓘ

10:10-11:10●♠Ⓩⓘ

10:10-11:10●

9:00-9:45♠

朝ストレッチポール★★Mika

燃焼スライドボード★★～★★★ ともこ

ココロカラダYoga★ Yumi

基本ヨガ★Mika

体幹トレーニング★★Mika

ベリーダンス超入門★ Fumina

燃焼スライドボード★★～★★★ ともこ

第1・3 10:20-11:20●♠

10:30-12:00

10:30-11:45♠

11:30-12:30●♠Ⓩⓘ

10:30-11:30

11:30-13:00●

10:30-11:30●♠Ⓩⓘ

養生気功★RiekoⓏⓘ
12:30-18:30
経絡ストレッチヨガ
インストラクター養成講座①

ジュエルデコアクセサリー

陰ヨガ★～★★Ⓩⓘ Yumi

デトックスヨガ ★★Mika

チベット体操★ Yumiko

ベリーダンスプライベート

ベーシックヨガ ★～★★ Fuka

Fumina

Roco 体験3,500円～

14：00-15：00●♠

12:45-13:30●♠Ⓩⓘ

14:00-17:00受付

誰でもヨガ★MikaⓏⓘ

ストレッチポール★～★★ Mika

美肌を磨くプッシュフェイシャル

13:30-14:30●♠

ストレッチ＆ダンス★★ Fuka

Hiroko＊日時応相談

【講師：今枝美香】

お肌の無料相談受付中

経絡と内臓と感情の結びつき

17:30-20:30

18:00-19:00♠

季節と氣血津液のめぐり などを学び

いけばな嵯峨御流 Line

骨盤ヨガ★★ともこ

経絡と丹田を通すストレッチとヨガの

19:30-20:30♠Ⓩⓘ

指導法を体得する講座です。

体験4,000円 山本敬甫

毛糸の苔玉

19:30-20:30♠ⓘ

14

経絡ストレッチ★～★★ Mika
15

16

パワーヨガ★★～★★★ ともこ
17

第2・4 9:00-10:00●♠Ⓩⓘ

9:00-10:00♠

10:10-11:10●♠Ⓩⓘ

10:10-11:10●♠Ⓩⓘ

10:10-11:10●

9:00-9:45♠

朝ヨガ★Tomoko

ココロカラダYoga★ Yumi

基本ヨガ★Mika

体幹トレーニング★★Mika

ベリーダンス超入門★ Fumina

燃焼スライドボード★★～★★★ ともこ

第2・4 10:20-11:20●♠Ⓩⓘ

10:30-11:45♠

11:30-12:30●♠Ⓩⓘ

11:30-13:00●

10:30-11:30●♠Ⓩⓘ

陰ヨガ★～★★Ⓩⓘ Yumi

デトックスヨガ ★★Mika

ベリーダンスプライベート

ベーシックヨガ ★～★★ Fuka

12

13

ストレッチポール★～★★ Tomoko

11:00-16:00
リストラティヴヨガ
勉強会

第2 12:10-13:10♠

ヨガ＆瞑想★～★★Ⓩⓘ Tomoko
15:00-17:30
シヴァナンダヨーガ全5回
第2回逆転のポーズ

12:45-13:30●♠Ⓩⓘ

14:00-17:00受付

ストレッチポール★～★★ Mika

美肌を磨く
プッシュフェイシャル

Fumina
18:00-19:00♠

Hiroko＊日時応相談

骨盤ヨガ★★ともこ

18

13:30-14:30●♠

ストレッチ＆ダンス★★ Fuka

お肌の無料相談受付中

19:30-20:30♠ⓘ

パワーヨガ★★～★★★ ともこ
24

25

19

20

21

22

公式Lineはコチラ
23

第1・3 9:00-10:00●♠Ⓩⓘ

10:10-11:10●

9:00-10:00♠

10:10-11:10●♠Ⓩⓘ

10:10-11:10●♠Ⓩⓘ

10:10-11:10●

9:00-9:45♠

朝ストレッチポール★★Mika

ベリーダンス超入門★ Fumina

ココロカラダYoga★ Yumi

基本ヨガ★Mika

体幹トレーニング★★Mika

ベリーダンス超入門★ Fumina

燃焼スライドボード★★～★★★ ともこ

10:30-11:45♠

11:30-12:30●♠Ⓩⓘ

10:30-11:30

11:30-13:00●

10:30-11:30●♠Ⓩⓘ

陰ヨガ★～★★Ⓩⓘ Yumi

デトックスヨガ ★★Mika

チベット体操★ Yumiko

ベリーダンスプライベート

ベーシックヨガ ★～★★ Fuka

Fumina

講師：吉江理加

第1・3 10:20-11:20●♠

養生気功★RiekoⓏⓘ

14：00-16：00

手づくり石けん講座

14：00-15：00●♠

12:45-13:30●♠Ⓩⓘ

14:00-17:00受付

チョコミントの石鹸をつくります。
講師：横矢真紀子

誰でもヨガ★MikaⓏⓘ

ストレッチポール★～★★ Mika

美肌を磨くプッシュフェイシャル

5,000円（税込）
12:30-18:30
経絡ストレッチヨガ
インストラクター養成講座②

19:00-20:15Ⓩⓘ

癒しの月ヨガ

講師：田坂安希子・今枝美香

Yumi

13:30-14:30●♠

ストレッチ＆ダンス★★ Fuka

Hiroko＊日時応相談

18:00-20:00

お肌の無料相談受付中

ヒーリングヴォイス

17:30-20:30

18:00-19:00♠

呼吸とヴォイスとクリスタルボウルによる

いけばな嵯峨御流 Line

骨盤ヨガ★★ともこ

サウンドワーク

19:30-20:30♠Ⓩⓘ

毛糸の苔玉

19:30-20:30♠ⓘ

体験4,000円 山本敬甫

パワーヨガ★★～★★★ ともこ
31

コヤマナオコ
＊詳細はHP、SNSで

26

27

28

経絡ストレッチ★～★★ Mika
29

第2・4 9:00-10:00●♠Ⓩⓘ

10:10-11:10♠

9:00-10:00♠

10:10-11:10●♠Ⓩⓘ

10:10-11:10●♠Ⓩⓘ

10:10-11:10●

朝ヨガ★Tomoko

目ヨガ★～★★Ⓩⓘ Kara

ココロカラダYoga★ Yumi

基本ヨガ★Mika

体幹トレーニング★★Mika

ベリーダンス超入門★ Fumina

30

第2・4 10:20-11:20●♠Ⓩⓘ

10:30-11:45♠

11:30-12:30●♠Ⓩⓘ

11:30-13:00●

ストレッチポール★～★★ Tomoko

陰ヨガ★～★★Ⓩⓘ Yumi

デトックスヨガ ★★Mika

ベリーダンスプライベート

第4 12:10-13:10♠Ⓩⓘ

12:45-13:30●♠Ⓩⓘ

14:00-17:00受付

Fumina

顔ヨガ★～★★ Tomoko

ストレッチポール★～★★ Mika

18:00-19:00♠

14:00-15:15♠

美肌を磨く
プッシュフェイシャル

15:45-17:00♠

Hiroko＊日時応相談

19:30-20:15♠

氣と技～武道★～★★ Teru

お肌の無料相談受付中

燃焼スライドボード★★～★★★ ともこ

骨盤ヨガ★★ともこ

日

月

火

水

木

金

土

9:30第1・3 顔ヨガ★Tomoko

9:30-9:45

12:15-12:30

14:00-14:15

隔週17:45 いけばな嵯峨御流 山本敬甫

17:15-17:30

15:00-15:15

9:30第2・4 養生気功★★Rieko

ベリーdeシェイプ★Fumina

たっぷり呼吸ヨガ★Yumi

椅子ヨガ★Mika

肌カウンセリング Hiroko

アーサナ練習★★ともこ

エクササイズダンス★★Fuka

無料インスタライブにて毎日15分・日替わりミニレッスン💛cocosoleil0222 ・24時間視聴ＯＫ

癒されたい方へ～ココソレイユの施術メニュー（税込）
【Rieko】

【渡辺晶子】

●もみほぐし60分 5,000円
●気功療法40分 6,000円
●気功療法＋もみほぐし60分 7,500円

●経絡整体 60分 4,000円
不調の原因を探しながら経絡を温めて緩めたり、
内蔵をマッサージしたりして、慢性的な滞りや痛みを
取り除くお手伝いをします。カイロプラクティックや
あんまマッサージの手法を使ったもみほぐしもします。

＊おうちでできる簡単気功指導付き
＊初回または次回ご予約で500円OFF

●ユーファイ子宮ケア【Mika】 40分4,000円
●足流【大村由美子】
足裏全体で圧をかけるので、
奥までしっかりほぐれます。

30分 4,950円

＊初回または同月リピート3,000円

60分 8,800円
90分12,100円

素焼きのツボにあら塩をつめて温め、

●美肌を磨くプッシュフェイシャル【Hiroko】＊日時応相談
・アルソアビューティーカウンセラー歴15年。
こちらのラインご登録頂くと、無料でお肌のご相談に応じます。
【施術内容】
お肌のカウンセリング⇒洗顔・クレイパック⇒スキンケア⇒プッシュフェイシャル⇒トレンドメイク
【料金】お一人90分 4,950円

Lineでプライベート無相談行っています♥
お肌のお悩み、スキンケアのご相談など
お気軽にLineでお問合せください。

ショウガやウコンなど専用の6種類のハーブでお腹などを温める施術です。

料金
オンラインlesson料金（税込）
◆インスタライブ 一か月受け放題 プラン
＊24時間繰り返し視聴OK
＊受けたいときに受けられます。
●一か月受け放題 8,800円
●月8会員・月4会員様は
＋2,200円でインスタライブレッスン受け放題
●Zoom月4会員様は
＋3,300円でインスタライブレッスン受け放題

対面レッスン料金（税込）

◆ZOOM双方向レッスン プラン

＊インストラクターと話ができます。
＊まるで対面レッスンの安心感。
●Zoom1レッスン 1,650円（都度払い）
●Zoom月4会員 6,600円（月初まとめ払い）
ご予約はこちら

＊フォロー申請と承認が必要です。

お支払い方法
●都度利用：
参加ごとに、現金またはPayPayでお支払いください。

＊4名までの少人数制
＊換気・消毒徹底いたします。
●月4回会員 税込8,360円（月末まで有効）
●月8回会員 税込14,960円（月末まで有効）
＊使い切れない時は、翌月末にご使用OK。
●回数券5回 税込13,750円（3か月有効）
●回数券10回 税込24,200円（5か月有効）
＊ご家族でシェアOK。
●都度利用 税込3,300円

★入会金 税込5,500円
＊初回体験ご入会で半額。ご紹介で無料。

★初回体験 税込1,100円

●受け放題・まとめ払い・対面レッスンチケット：
はじめに、現金、PayPay、クレジットカード、または銀行振込でお支払いください。
みずほ銀行あざみ野支店 普通 3005500 ＊恐縮ですが振込手数料はご負担願います。

ご予約はこちら

