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全⽶ヨガアライアンスとは、アメリカで設⽴されたヨガの⾮営利団体

です。

質の⾼いインストラクターや指導者を養成するためのカリキュラムや
基準を定め、基準をクリアしたヨガインストラクターの認定をしてい

ます。

このライセンスは世界で最も知名度が⾼く、全⽶ヨガアライアンス登

録インストラクター（Regstrated Yoga Teacher)は全世界で通⽤
するスキルを証明されていることとなります。

Classo yoga studioはこの全⽶ヨガアライアンス認定校として、国
際基準資格RYTを発⾏することができる養成校RYS（Registrated
yoga school)としての認定を受けています。本コースを終了するこ
とで、全⽶ヨガアライアンス認定のヨガティーチャーとして認められ

ます。

全⽶ヨガアライアンスとは



Classo yogaはRYS２００の���です。



ヨガアライアンスの��の���。

・RYT５００を�得していること
・指�時間が500時間を超えていること の⼆つが�件。

1. E-RYT５００

これからのインストラクターのスタンダード。

⽣徒の��とレベルアップのためにも必�。

RYT200とRYT300を�わせることでもRYT500となる

2.RYT５００

３００時間のティーチャートレーニング。

２０１９年から RYT200を�ずに単独で�得できるようになった。

3. RYT３００

E-はExperiened の略。
RYT200を�得して ２年間��していること
指�歴が1000時間を超えていること が�件。

4. E-RYT２００

これまでの⼀�的なヨガアライアンスの��。インストラクターにならなくて

もヨガを�く�ぶために�得する�も�い。

5. RYT２００

ヨガを�めたばかりの�。⼀�クラスのみに��するだけでもヨガの�恵には

あずかれる。この中の�⼗�に⼀�の��でRYT200を�得する。

6.  beginer

E-RYT500

RYT-500

RYT300

E-RYT200

RYT200

beginar



４年以上
２０００時間以上の指導時間
かつ
RYT500取得後 500時間の指導時間

２年以上
1000時間以上の指導時間

RYT200

今後はE-RYT500を取得
するのがベター。
RYT500終了後から500
時間の指導時間が必要な
ため、早めにRYT500を
終了することが大事

RYT200+RYT300
↓

RYT500
⇩

E-RYT500

RYT200終了後の
道のり



ヨガへの理�が�まる。

RYT200では��のスタジオでは�べないこ

とを�びます。

ヨガの歴史や��、アーサナ、呼��など幅

�く�びます。

�に���とアーサナについて�しく⾏いま

す。

インストラクターへの早�

RYT200は�界で�も��のある�⽶ヨガア

ライアンス��のヨガインストラクターとし

て�価されます。

履歴書にも書けますし、スタジオやジムへの

��にも有利になります。

⾃�のヨガを�しめる

RYT200を�了することで、⾃�⾃�への⾃

�にもなります。

またポーズに�する理�が�まることから、

いつものポーズがより�しめるようになりま

す。

�くの�のためになります。

あなたがヨガをより�く�ぶことでは、⽣徒

さんに⼤きな�恵があります。

あなたが RYT500を�得することは、あなた

が思っているより�くの�にとってプラスに

なることなのです。

RYT200を�得することで・・・



インストラクターとして活�できますか�

ヨガインストラクターはあなたにもなれる、やりがいのある�業です。
あなたのヨガで、その�の�みをちょっとだけ軽くしてあげることがで
きます。

��で働いて、「�か」のためになるのもいいですが、ヨガインストラ
クターは「⽬の前の�」を喜ばせることができます。

あなたがヨガに��に�り�めば、それだけ��に貢�できます。

ただし、それだけにしっかりと責任をもって�り�まなければいけませ
ん。
このコースはオンラインですが、ビジネスパーソンとしてのヨガインス
トラクターとしてのあり�、��との�わり、�業の��や��の��
など�て�めてお�えします。



今回の講座について

THE REASON YOU SHOULD TAKE THIS COURSE



ADVANTAGES  OF  THIS  COURSE

�期間で�得�

１�１だからあなたの⽣活

時間に�わせて�成��を

スケジュール。

�しいあなたでも��時間

でRYT200ヨガインストラ

クターになれます。

インストラクターとして活�し、

��に貢�するために。

１�１の�成��

�常の�成��は��〜５０

��度。�回は１�１の��

です。あなた⼀�にしっかり

指�をして、指�⼒のあるイ

ンストラクターへ�てます。

⼀�的に�えて�わり、とい

うことはありません。

�了�もしっかり

サポートします

�了�もあなたのビジネスの

サポートをいたします。

��者や仲間に相�できると

いうことはあなたが思ってい

る�上に価�があります。

�はお得�

�常パーソナルレッスンは

１時間5000円〜1万円。

�成コースは採算度��の

���仕としての活動側⾯

もあります。�はすごくお

得なコースです。



O U R  R E S P O N S I B I L I T Y��ポリシー

��スタジオとしての責任を負いティーチャート

レーニングを開�します。

「��に⽣徒を指�できるインストラクター」を

�てることを⼤事にします。

�成�としての責任

RYT300にふさわしい�いレベルのヨガの知識と

スキルを提供します。⼀�期間内にあなたの知

識、スキルを向上させることも�たちの責任の⼀

つです。

正�な知識やスキルを提供

��で�率的な��に��を尽くします。

あなたが��して�中して�べるよう、��な�

�を��します。

��・�率的な�⽤

あなたが正しく��に⽣徒さんを指�することで、

⽣徒さんのヨガのレベルも上がります。

知識のあるインストラクターを�やすのは�たちに

できる��貢�の⼀つです。

ヨガを�じた��貢�



Our Duty

 Your Duty
���への��

ルール・�律の保持

円滑な��への協⼒

�の�いクラスの提供

⽣徒の��に�すること

トレーナーとの����



WHAT'S RIGHT FOR YOU
to be R

Y
T

500今回の講座の概要



開催⽇時

インストラクターとの打ち合わせにより決定します。
最短３ヶ⽉〜１年間での取得を⽬指します。

スケジュール

参加条件

双⽅話し合いの上、１ヶ⽉単位でスケジュールを決定します。

随時開始しますが、⼈数に限りがありますので、お待たせする場合もあります。

早めにご相談ください。

養成コースを終了できる⾒込みがあること。

病気や怪我などで医師により運動を制限、禁⽌されていない⽅

ヨガを通じて地域や社会に貢献したい⽅

（進捗状況により終了時間については前後する場合があります。）

RYT200 ティーチャートレーニング 

 Online パーソナルコース
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Kurasono

Classo yoga代�
E-RYT200,RYT500
NSCA=CPT,CSCS,
���動指���指�者

などなど

��で�果的な�動指�がモットー。

�想やヨガ��、栄��、�動�など

幅�く精�。

パーソナルトレーナーとして�くの�

�を持ち、トレーニングジをムを��

株式会社Classo
代表取締役：倉園晴義 昭和４９年⽣

トレーニングジム、ヨガスタジオ経営
パーソナルトレーナー、S&Cトレーナー、ヨガインストラクター
RYT500、E-RYT200,
元警察官

・⼩中学校時は野球、⾼校時代はサッカー部に所属、⼤学⼊学と同時に極真空⼿を始め、３
年で⿊帯に。茨城県⼤会優勝、全⽇本⼤会出場などの実績を残す。
 警察官時代にも武道⾯で活躍、⼆⼈⽬の⼦どもが⽣まれたのを期に、家庭の事情により⽌
む無く退職。
 ⼤学時代からトレーニングを開始し、トレーニング歴は約２０年。
   社会に貢献するため運動指導のセミパーソナル型のトレーニングジムとしてトレーニング
ジムPROTEIOSを設⽴。翌年ヨガスタジオClasso yoga設⽴。
昨年からインストラクター養成を開始。解剖学と運動学をちゃんと理解し、安全に⽣徒を指
導できるヨガインストラクターを三年以内に１００⼈育てることが⽬標。
趣味は読書。ヨガや⾝体、栄養についての書籍だけでも数百冊を超える。

（主な運動指導資格）
NCSAパーソナルトレーナー,ストレングストレーナ―、健康運動指導実践⼠、
ＪＡＴＩ、NASM-PES、FMS、ＴＲＸ指導者認定コース終了、ＶｉＰＲ認定コース終了、
Movement Fundamentals終了、全⽶ヨガアライアンスE-RYT200など
空⼿（極真会館）初段、柔道３段、柔術⻘帯

・影響を受けた書籍
「⿓⾺がゆく」（司⾺遼太郎）、「論語」（孔⼦）
「７つの習慣」（スティーブン＝コヴィー）、「成功の実現」（中村天⾵）など

⼤分市内に妻と⼆⼈の⼦供と居住。



返⾦ポリシー

・返⾦について

お申し込み後１４⽇間は無条件で返⾦いたします。
それ以降は、講座開始までは⼿数料等（５万円）を差し引いた額を返⾦いたします。
講座開始以後はやむを得ない理由（災害、病気、怪我など社会通念上やむを得ないと認めら
れるもの）で途中で養成を終了する場合、初期費⽤等（５万円）を差し引いた額を週割りで
返⾦する。
返⾦については銀⾏振込より⾏い、上記⾦額から振込⼿数料を差し引いた⾦額を返⾦する。

・やむを得ない場合に該当するもの

⼤きな災害被災。感染性の病気で⻑期間の療養を要するもの。
本⼈の過失なく負傷した場合で全治１ヶ⽉を超える加療を要するもの
・やむを得ない場合に該当しないもの  

    転勤、妊娠、家庭の事情、倦怠、全治１ヶ⽉以下の加療を要する怪我や負傷、 
    その他個⼈理由によると認められるもの



FA
Q 
 よ
く
あ
る
�
問

⼤丈夫です。ヨガインストラクターは体の柔�性を�うものでなく、⽣徒に�えるスキル

を�につけるものです。��してください。

�師は����な⼀流の�国�インストラクターです。

これまでも�くの��者を指�してきています。ご��ください。

ただし、��者の場�は相�の�⼒は必�です。��ってください。

⾃⼰都�による��はできません。災�、�気、怪我などで�けることが�理と���念

上��できる場�は�金ポリシーに�じて��します。

⼀�の��に�しているかどうかを��すに��することです。

落とすための��ではありません。ご��ください。

RYTは�に�えるための��ではありません。あくまでもヨガアライアンスが�めたヨガ
インストラクターということです。

RYT�成コースのリードトレーナーになるのであれば必ずE-RYT500が必�です。

体が硬くても⼤丈夫です

か�

ほぼ��者ですが⼤丈夫

ですか�

�中で��できますか�

�業�件はありますか�

RYT200では�に
�えられないのですか�

��した場�は

どうなりますか�

まずは�師と相�してください。

�果、�師の�可があれば問題がなければ��していただけます。

�体に�理のない範囲で��してください。なお、��は�金��とはなりません。



Contact Info

E-Mil Address

mail@classoyoga.com

Phone Number

097-574-4372

URL

https://classoyoga.com
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