
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY 8/12(FRI) 8/15(MON)

22:00 22:00

:30 :30

23:00 23:00

19:00 19:00

:30 :30

19:45〜20:45
ペタ腹・プリ尻

ヨガ＆ピラティス
KAORI

19:45〜20:45
 purumo YOGA

リンパ
RITSUKO

20:00 20:00

:30 :30
20:30〜21:30
 purumo YOGA

ダイエット
RITSUKO

20:30〜21:30
 purumo YOGA

美脚＆美尻
ANNA

21:00 21:00

:30 :30

:30 :30

17:45〜18:45
 purumo ストレッチ

＆リセット
MAYA

18:00 18:00

:30 :30

16:15〜17:15
ペタ腹・プリ尻

ヨガ＆ピラティス
KAORI

16:15〜17:15
 purumo YOGA

リンパ
RITSUKO

:30 :30

17:00 17:00

15:00 15:00
15:00〜16:00
purumoYOGA

ダイエット
RITSUKO

:30 :30

16:00 16:00

13:30〜14:30
 purumoYOGA

フロー
TAMAKI

14:00 14:00

:30 :30

13:15〜14:15
 purumo YOGA

美脚＆美尻
ANNA

:30 :30
13:30〜14:30
 purumoYOGA

フロー
TAMAKI

13:30〜14:30
 purumo PILATES

ベーシック
MAYA

13:30〜14:30
 purumoYOGA

フロー
MAI

12:00〜13:00
purumo YOGA

骨盤調整
MAI

:30 :30

13:00 13:00

12:00 11:55〜12:55
purumo YOGA

骨盤調整
MINA

12:00
12:00〜13:00
 purumo YOGA

リラックス
YŪMI

12:00〜13:00
 purumo PILATES

ベーシック
KAORI

10:00 10:00

:30

10:25〜11:25
美彩心

MASAMI

:30
10:30〜11:30
 purumoYOGA

ベーシック
ASAE

10:30〜11:30
purumo YOGA

骨盤調整
MAI

10:30〜11:30
 purumoYOGA

ベーシック
TOMOKO

10:45〜11:45
 purumo YOGA

美脚＆美尻
KANA

10:45〜11:45
 purumo YOGA

ダイエット
RIE

10:45〜11:45
 purumo YOGA

美脚＆美尻
KANA

11:00 11:00

:30 :30

・毎週木曜日は定休日となります。

ホットコラーゲンスタジオ PURUMOパークプレイス大分
2022年8⽉〜LESSON SCHEDULE

・全レッスン、完全予約制です。ご予約は予約サイトにて24時間受付しております。

・予約開始:AM0時から14日先まで予約が可能となります。

・スケジュールは変更させていただく場合がございますので最新情報は予約サイトにてご確認ください。

・レッスン開始1時間前に予約者が0名の場合は、レッスンをクローズさせていただきます。

予約サイトはこちら︕

「温友」体験･紹介特典の

ご案内はこちら︕



ラー ンランプを ながら、リンパの を 。 に開 さ た ラー ンサプリ
トリプル ラー ンローシ ンを て ラー ンを しまし 。

、 での ーズを く い、 を まで ながら、 を整 ていきます。
な で くり きます。

ヨガの ーズを し ながら、 の ーサ ーズ で心 を整 ます。
ヨガが て、 ットヨガが ての におスス のクラスです。

ヨガの ーズを し ながら、骨盤 りを整 ーサ ーズ を り ていきます。
らしい、しな かな くりを します。

ヨガの ーズを し ながら、リンパの を くす ーサ ーズ きをお な
とで、 ラダをスッ リさせます。

心を き とにフ ー スしたクラスです。 き 、 ップ ップ が
でき 美脚 美尻 くりを としたクラスです。

の ーサ を 心に ーズから ーズ に、 と きを合 せて
をダイ ックに かしていきます。美しい ィーラインを りたい にはおすす です。

★★★
同じアーサナ(ポーズ)を繰り返し行うことで集中力を高め、心身を整えていきます。
しっかり動き、汗をかきたい方におすすめです。

を に とで、 ィラインを整 とと に
が まり、 の からたくさ をかく とができます。

ヨガでは心に、ピラティスでは に、 きか ます。ピラティス ヨガ ストレッチ ールの に を
かし、 にな お腹 お尻を美しいプロ ーシ ン と いていきます。

強度 内容

★
簡単なストレッチで身体を芯からほぐすとともに、ストレッチポールで身体のゆがみを整えます。
全身リラックスにも最適です。

ホットコラーゲンスタジオPURUMOパークプレイス大分 TEL

タ プ ラ ス

STRETCH

　シンプルな動きで全身を伸ばし、ほぐすことで、美しい身体を手に入れるとともに、
　たっぷり汗をかくことができます。

レッスン名

purumo ストレッチ＆リセット

PILATES

の 心に を い、 しい を ープしながら きます。 ィラインを整 とと に
が まり、た り をかく とができます。

レッスン名
purumo PILATES

ベーシック

SPECIAL LESSON
レッスン名

purumo  YOGA
ベーシック

purumo  YOGA
骨盤調整

purumo  YOGA
リンパ

purumo  YOGA
美脚＆美尻

purumo  YOGA
ダイエット

purumo  YOGA
フロー

レッスン名

美彩心

YO A

たりと心 く をしながら な ーサ ーズ を い、心 を整 とと に、
た り をかく とができます。

レッスン名
purumo  YOGA

リラックス

コラーゲン プ ラ

シンプルな きで全 を し、 す とで、美しい を に とと に、た り をかく とができます。

L o  I orm o

Y
レッスン開始20 前 り受付を開始いたします。
お き すい エ レンタル ございます  の を ール

500 のお しております
スタ ル、フ イスタ ル レンタル ございます
レッスンは スタ ルを いて います。 イク

レッスン 、1時間 にチ ック トをお いします。
スタジ は、 スタ ル、フ イスタ ル、お 500 をお ください。

を から ットスタジ は くの をかきます。 ま に をお いします。
の のをスタジ のお 、ご はご ください。

に イル クリー ・フ イスパック・サ スー な を の・ ・美 ローラー
お としてからのご をおすす します。


