COSTEMIA 静岡スタジオ
月曜日

火曜日
１

水曜日
２

８

●こどもクラブ
1４:00~18:30

●こどもクラブ
14:00~18:30

木曜日

金曜日

土曜日

３

４

５

●こどもクラブ
14:00~18:30

●こどもクラブ
14:00~18:30

●こどもクラブ
10:00~11:30
16:00~18:00

１０

１１

１２

●こどもクラブ
14:00~18:30

●こどもクラブ
14:00~18:30

●こどもクラブ
10:00~12:00
16:00~18:00

1７

1８

1９

ISOGIC YOGA
（美和先生）

●こどもクラブ
14:00~18:30

●こどもクラブ
14:00~18:30

●こどもクラブ
10:00~12:00
16:00~18:00

２３
●10:00~11:45

２４

２５

2６

●こどもクラブ
14:00~18:30

●こどもクラブ
14:00~18:30

●こどもクラブ
10:00~12:00
16:00~18:00

●こどもクラブ
14:00~18:30

７

６月レッスンスケジュール

９
●10:00~11:45
ISOGIC YOGA
（美和先生）

●19:00~20:15

日曜日
６
●10:15~12:00
ISOGIC YOGA
（美和先生）

１３
●10:15~12:00
ISOGIC YOGA
（美和先生）

モデル育成
ウォ―キング指導
（美和先生）

●SALSA
Lady’s Styling
20:30~21:45
（美和先生）

1４

1５

●こどもクラブ
14:00~18:30

●こどもクラブ
14:00~18:30

２１

２２

●こどもクラブ
14:00~18:30

●こどもクラブ
14:00~18:30

1６
●10:00~11:45

ISOGIC YOGA
（美和先生）

●19:00~20:15
モデル育成
ウォ―キング指導
（美和先生）

●SALSA
Lady’s Styling
20:30~21:45
（美和先生）

２８

２９

３０
●10:00~11:45
ISOGIC YOGA
（美和先生）

２０
●10:15~12:00
ISOGIC YOGA
（美和先生）

２７
●10:15~12:00
ISOGIC YOGA
（美和先生）

●12:10~14:00
マインドフルネス
瞑想法
（美和先生）

COSTEMIA yoga studio
レッスン時間変更と閉店時間のお知らせ
【レッスン時間変更について】

🌸5 月より以下 3 クラスのレッスン時間が変更となります。
よろしくお願いいたします。
火曜夜 ホットリプル

火曜夜 メンズヨガ

水曜朝 スローホットリプル

🌸変更前

🌸変更後

18:40~19:55

18:30~18:45

🌸変更前

🌸変更後

20:10~21:25

20:00~21:15

🌸変更前

🌸変更後

10:00~10:15

10:15~10:30

【閉店時間について】
🌸受付のセルフ化により閉店時間が出来ました。

以下の曜日の退館時間のご協力をお願いいたします。
🌸レッスン時間🌸

月曜夜
火曜夜
木曜夜

１９：２０～２０：３５ スローホットリプル
20:00~21:15 メンズホットヨガ
１９：００～１９：１５ ホットリプルヨガ

🌸閉店時間🌸

20:55 閉店
21:35 閉店
20:35 閉店

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸どうか御協力をお願いいたします。
COSTEMIA yoga studio

パーソナルフルサポートプラン

お悩みに寄り添った６ヶ月間継続サポート
【説明文】
肥満遺伝子検査結果と生活習慣チェック後、パーソナルカウンセリングにて目的、お悩みをお聞きします。その後、生活・食
事・運動習慣の改善の為の様々なサポートをお客様に寄り添って 6 ヶ月間フルサポート。しっかりと体重や健康に取り組み
たい方にお勧めです。

【こんな方にお勧め】
●プロのサポートを得てダイエットに本気で取り組みたい方
●妊活の為の体重や体質の改善、トレーニング指導を求める方
●コレステロール値が高く、食事改善、体重減量、運動指導を求める方
●脱中年太り、出産太り
●もう一度やせてきれいになりたい方
●プロのサポートを得て運動習慣をつけたい
●プロのサポートを得て生活習慣の改善を必要としている
●目標に向かって改善する道のりをサポートしてほしい

【料金】
６ヶ月コース 77,000 円～
【サービス内容】
●肥満遺伝子検査
●生活習慣チェック
●BMI 値の計算と目標体重にむけての 1 日のカロリー摂取量とあなたの日常の代謝計算
●総コレステロールと総悪玉コレステロールの計算と見えない肥満の指導
●糖質摂取習慣・脂質摂取習慣・食事法チェック
●”太る脳”を”痩せる脳”に変える為のチェックシート
●太る理由を解明チェックシート
●（初月）パーソナルカウンセリング（７５分）
●（2～6 ヶ月）3 回のパーソナルカウンセリング（1 回６０分）
●トレーニングプログラム動画提供（体質や目的にあったもの）
●ヨガまたはストレッチプログラム動画提供（体質や目的にあったもの）
●痩せる脳をつくる塾の動画提供で健康のための知識サポート
●最終カウンセリング（最長４５分）

【流れの説明】まずはお問合せください → お申込み、お支払い後に肥満遺伝子検査キッドを生活習慣改善委員会本部
より郵送→ キッドを生活習慣改善委員会本部に返送 → 約 2 週間後に検査結果がでます → 検査結果報告がメール
で届く → カウンセリングの日時を決定（ここまで最短で 3 週間程） その後は専用ＬＩＮＥにてご連絡を取り合いながら動
画配信やカウンセリングを実施してまいります。チェックシートやカロリー計算、コレステロール計算などは 2 回目からのカ
ウンセリングで取り組んでいきます。質問等はいつでも専用 LINE にて承ります。

【オプション】※マンツーマンでのスタジオ/ZOOM プライベートレッスン 30 分 3850 円 60 分 5500 円 75 分
6600 円/1 回

※カウンセリング追加 5500 円/1 回 ※プロの食事指導員の食事指導導入 1 か月 5000 円～

スタンダードプラン
未来の健康のために今、改善！３ヶ月サポート
【説明文】
肥満遺伝子検査結果と生活習慣チェック後、パーソナルカウンセリングにて目的、お悩みをお聞きします。その後、生活・食
事・運動習慣の改善の為の様々なサポートをお客様に寄り添って３ヶ月間サポート。立ち止まって未来の健康の為に今を
見直して見たい方にお勧めです。

【こんな方にお勧め】
●痩せる為のサポート、まずは 3 ヶ月から取り組みたい方
●妊活の為の体重や体質の改善、トレーニング指導を求める方
●コレステロール値が高く、食事改善、体重減量、運動指導を求める方
●脱中年太り、出産太
●もう一度やせてきれいになりたい方
●プロのサポートを得て運動習慣をつけたい
●プロのサポートを得て生活習慣の改善を必要としている
●目標に向かって改善する道のりをサポートしてほしい

【料金】
３ヶ月コース 38500 円～
サービス内容●肥満遺伝子検査
●生活習慣チェック
●BMI 値の計算目標体重にむけての 1 日のカロリー摂取量
●目標体重にむけての 1 日のカロリー摂取量とあなたの日常の代謝計算
●総コレステロールと総悪玉コレステロールの計算とコレステロール指導
１・●糖質摂取習慣・脂質摂取習慣・食事法チェック
２・●”太る脳”を”痩せる脳”に変える為のチェックシート
３・●太る理由を解明チェックシート

（１～３のうち検査結果と目的に

あったチェックシートをカウンセリング時に一つご提供）
●（初月）パーソナルカウンセリング（６０分）
●（2・3 か月）パーソナルカウンセリング 1 回（６０分）
●トレーニングプログラム動画提供（体質や目的にあったもの）
●ヨガプログラム動画提供（体質や目的にあったもの）
●痩せる脳をつくる塾の動画提供で健康のための知識サポート
●最終カウンセリング（最長４５分）

【流れの説明】まずはお問合せください → お申込み、お支払い後に肥満遺伝子検査キッドを生活習慣改善委員会本部
より郵送→ キッドを生活習慣改善委員会本部に返送 → 約 2 週間後に検査結果がでます → 検査結果報告がメール
で届く → カウンセリングの日時を決定（ここまで最短で 3 週間程） その後は専用ＬＩＮＥにてご連絡を取り合いながら動
画配信やカウンセリングを実施してまいります。チェックシートやカロリー計算、コレステロール計算などはカウンセリング
で取り組んでいきます。質問等はいつでも専用 LINE にて承ります。

【オプション】※マンツーマンでのスタジオ/ZOOM プライベートレッスン 30 分 3850 円 60 分 5500 円 75 分

6600 円/1 回

※カウンセリング追加 5500 円/1 回 ※プロの食事指導員の食事指導導入 1 か月 5000 円～

ミニマムプラン
まずは体質と改善のポイントを知る

【説明文】
多くの健康にまつわる情報に惑わされていませんか？遺伝子検査を取り入れることで、健康維持や体型維持の道は非常
にシンプルに開けて参ります。妊活中の方も肥満が原因であることがありますので肥満遺伝子検査を行い、体質にあった
アクションで循環を取り戻されると妊娠しやすい身体づくりにつながります。コレステロールでお悩みの方も遺伝的要因を
調べてみると良いかとご提案します。

【こんな方にお勧め】
●健康の見直しや、体重減量目的、体質改善の為などに肥満遺伝子検査とカウンセリングをしてみたい方。
●妊活中で肥満遺伝子検査とカウンセリングを受けてみたい方

【料金】
13,200 円～
【サービス内容】
13200 円コース
●肥満遺伝子検査
●生活習慣チェック
●パーソナルカウンセリング（６０分）

★オプション付き 19250 円コース
（カウンセリング時間が 90 分に延長）
●BMI 値の計算と目標体重に向けての 1 日のカロリー摂取量計算
●コレステロールについての詳しい指導とカウンセリング
●糖質摂取習慣・脂質摂取習慣・食事法についてのカウンセリング
●”太る脳”を”痩せる脳”に変える為のチェックシート&カウンセリング
●太る理由を解明チェックシート＆カウンセリング

★トレーニングサポートオプション 得々！トライアルパック（＋２２００円）
●ここから始める！トライアル筋トレプログラム動画
●ここから始める！トライアルストレッチ＆ヨガプログラム動画
●トライアル 痩せる脳でダイエット動画

COSTEMIA yoga studio
レッスン枠指定の会員様へ

【5 週ある曜日のレッスン予約に関して】
🌸1 か月中に同じ曜日が 5 回ある月の予約に関して、
わかりづらい点がございますので
ここに A さんの例をあげて確認のためご連絡いたします。

［例］
A さんは 土曜日９：４５～の２．３．４週で月 3 回受講の会員様です

土曜が 5 週ある月の場合
↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

COSTEMIA のレッスンスケジュールでは、
2 週目がお休みと決まりました
↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

A さんは 2 週目が登録週になっています
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
この場合、A さんは COSTEMIA LINE にて 2 週目のレッスン分を他の週、
または他の曜日のレッスンに振り替えをお願いいたします。
この様な決まりになっております。
質問などございましたら講師、またはラインでお気軽にご連絡ください。

🌸🌸🌸🌸🌸🌸
何名かの方から同じ質問を受けましたので皆様に
ご連絡いたした次第です。ご確認をお願いいたします。

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

