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3日間全レッスン、平日昼会員の方も
ご受講できます！！お待ちしております♪

16:00

10:00

:30

11:00

:30

14:00

:30

15:00

:30

★5/3特別営業日★
SPイベント(有料)も
開催いたします！
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ホットヨガスタジオ美温 西船橋 2021年 5月GW
SP LESSON SCHEDULE 5/3(月・祝)～5/5(水・祝)
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12:00～13:00
bion YOGA
もっと美背中
Sachie

20:00　DOOR CLOSE ※祝日の為

ゴールデンウィークはSPレッスン盛りだくさんです！また、5/3(月・祝)は特別営業をいたします。
ぜひご家族・ご友人をお誘い合わせの上ご参加ください♪
★全レッスン完全予約制です。ご予約はWEBまたはお電話にて。
※4/25(日)～受付開始/☎047-431-0363

●体験会実施中!!●
初めての方もご参加いただけます！

ぜひお越しください♪
体験料：1,000円(お支払い総額)

★温友紹介カードをご利用で体験の方は
無料でご受講できます。



強度 内容

bion バレエBeauty ★
溶岩の温かさの中で、バレエの基礎の動きを取り入れた女性らしさ、

しなやかさを出しながら美しい姿勢をつくるクラスです。

bion YOGAもっと美背中 ★★
ポールとチューブを使って通常よりも背中、腕裏にアプローチをして、

引き締まった背中をつくりましょう。

bion YOGA美腸 ★★
溶岩のミネラルを体内に取り込みながら、ねじるアーサナ(ポーズ)を多く行うことで、
腸を刺激し活性化させます。身体の内側からのリフレッシュ効果を狙います。

bion 美巡りフローYOGA ★★ リンパ節を刺激する動きを行い、身体の巡りをよくしていきます。

SP LESSON

レッスン名

ホットヨガスタジオ美温は、バナジウムをたっぷり含んだ富士山の溶岩石、その下に敷き詰められた薬石から放出されるミネラルがスタジオ中にあふれた、
高機能スタジオです。溶岩や薬石から出るミネラルを含んだマイナスイオンのシャワーを浴びながら、遠赤外線効果で身体を芯から温めて、美しく健康に

なります。中にいるだけで身体が芯まで温まり、肌がしっとりしますが、運動することでさらにたくさんの汗をかくことができます。

bion 開運YOGA ★～
★★

水晶を含む天然鉱石を30種以上敷き詰めたパワースポット「美温スタジオ」。
この特別なスタジオで心開く「開運ポーズ」で開運効果を向上させ、
最後のシャバアーサナで願いを引き出し、自身の力を開花させましょう。

bion K-POP de ダイエット ★★
溶岩の温かさで身体を温めながらトレーニングを行い、楽しく全身をシェイプアップ。

最後のストレッチで全身をきれいに血流アップ。K-POPで楽しみましょう！

bion 美ストレッチ ★★ ポーズを長めに保ち、様々なストレッチで身体を伸ばしていきましょう。

bion アロマ講座＆骨格調整YOGA
de 心身ケア

★★

アロマ講座ではアロマを使ってカラダをスッキリさせる方法をお話しします。骨格調整YOGAでは
骨や関節の位置などに意識を向けて行います。正しく使うことで、身体を整えていきましょう。

※11:20～11:50 アロマ講座(2Fクラブサロン)/12:00～13:00 レッスン(美温スタジオ)
※チケット1枚+1,100円(税込み)(当日払い)

※詳細は別紙をご覧ください。

★

股関節周りや身体の側面を意識した横の動きの月礼拝でしなやかで
女性らしいカラダづくりを。ゆったりリラックスできるプログラムです。

体の隅々の関節を動かし、ふくらはぎへのアプローチで
身体中の巡りに働きかけます。

bion 美脚YOGA ★★
下半身をしっかりとストレッチしたり鍛えていきます。むくみ解消や

スタイルアップにもつながります。

bion 月礼拝YOGA

bion 巡りYOGA

★

GW SP Lesson Information

Y*999+
★レッスン中もマスク等の着用をお願いいたします。

◆レッスン開始15分前より受付を開始いたします。(最終入館5分前)

※朝一本目のレッスンも、レッスン開始15分前より受付を開始いたします。

♦体験の方はレッスン開始30分前までにご来館ください。

◆お持ち物 ①動きやすいウエア上下（有料レンタルもございます）②替えの下着 ③着替えを入れるビニール袋

④500ml以上のお水（販売もしております）⑤メイク道具

◆1レッスンにつきバスタオル2枚、フェイスタオル1枚付きです。

※レッスンはタオルを敷いて行います。

■スタジオへは、バスタオル、フェイスタオル、お水（500ML以上）をお持ちください。

※当スタジオは、体を芯から温めるスタジオですので、大量の汗をかきます。こまめに水分補給をお願いします。

■以下のもののスタジオへのお持ち込み、ご使用はご遠慮ください。

体に塗るオイルやクリーム・フェイスパック・サウナスーツなど毛穴を塞ぐもの・携帯電話・美容ローラー等

※お化粧も落としてからのご利用をおすすめします。

★5/3(月・祝)SPイベント（有料）も開催いたします！★※2Fクラブサロンにて

1,5

◆10:15～15:15 美★整体/SA-YA(SAYAKA)

◆10:00～15:00 願いを叶える魔法のアロマ・
アロマジカルオイル/MASAKO

◆9:00～10:00
14:15～15:00

※
詳
細
は
別
紙
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

美 Body＆Advice/TOMO



 5/3(月・祝)は    イベント盛りだくさん!! 
9:00～10:00/14:15～15:00 
美 Body&Advice 
担当：TOMO 
専用の体組成計で、からだ測定を 
していきます。気になる体脂肪や体の 
筋肉バランス、内臓脂肪にいたるまで 
測定結果がでてきます。それらを踏まえ、 
美しいカラダづくりについて個々に 
アドバイスいたします。  
時間：約 10 分 
場所：2F クラブサロン 
料金：550 円(税込) 
運動前の測定をおススメします 
 

10:00～15:00 
願いを叶える魔法のアロマ・ 
アロマジカルオイル 
担当：MASAKO  
※妊娠中、てんかんをお持ちの方はご遠慮ください。 
～アロマジカルオイルとは～ 
アロマオイルと天然石を使った魔法のアイテム 
です。あなたの潜在意識に問いかけて、 
願いを叶えるために必要なものを必要なだけ 
ブレンドして作っていく、オンリーワンの 
魔法のオイルです。 
好きなときにその匂いをかくだけで、自分でも 
気づいていなかった「本当の願い」 
を叶えてくれるでしょう。 
時間：各 40 分 ①10:00  

②10:40 ③11:20 
      ④12:00 ⑤13:00  

⑥13:40 ⑦14:20 
定員：上記時間枠に各 1 名 
場所：2F クラブサロン 
      ➂のみマッサージルーム 
料金：3,850 円(税込) 

◆お申込み方法◆ 
【4/14(水)11:00～受付スタート!!】 
 ●フロントまたはお電話にてご予約ください。 

TEL 047-431-0363 美温西船橋 
 
★「アロマ講座＆骨格調整 YOGA de 心身ケア」のみ 

【4/25(日)00:00～予約開始】 
※ 美温予約システム又はお電話からのご予約が 

必要です。 
   (WEB 予約には ID とパスワードが必要です。)   

 

※イベントの電話予約の場合は予約日から 
1 週間以内にフロントにてお手続きください。 

 ※イベントのキャンセルは３日前迄 
とさせていただきます。 

 ※当日のお申込みも可能です。 
(人数に空きがある場合) 

 

11:20～13:00 
アロマ講座＆ 
骨格調整 YOGA de 心身ケア 
担当：MARIKO/YOGA 強度：★★ 
アロマ講座ではアロマを使って 
カラダをスッキリさせる方法をお話しします。 
季節の変わり目のスキンケアローションづくりも 
行います。骨格調整 YOGA では骨や関節の 
位置などに意識を向けて行います。 
正しく使うことで身体を整えていきましょう。 
健やかな心身をサポートします。 
※11:15～入館開始(直接サロンにお集まりください。) 
時間：11:20～11:50 
     その後、着替えの時間をはさみ、 
     12:00～13:00 レッスン 
定員：10 名 
場所：2F クラブサロン 

＆美温スタジオ 
料金：チケット 1 枚＋ 

1,100 円(税込) 
(当日払い)が必要。 

 

 
4/25(日)～ 
予約開始！ 

SP 
10:15～15:15 
美★整体  
担当：SA-YA(SAYAKA) 
日頃の悩みに特化した骨格調整、 
筋肉調整を行います。また美しい 
BODY ラインサポートをマンツーマン 
プライベートで施術させていただきます。  
時間：各 1 時間 ①10:15 

➁13:15  ➂14:15 
定員：上記時間枠に各 1 名 
場所：2F マッサージルーム 
料金：8,000 円(税込) 
 


