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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RYS200/300の���です。
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Kurasono

Classo yoga代�
E-RYT200
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
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
空⼿（極真会館）初段、柔道３段、柔術
 
・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。



RYT300を開催する理由

良質なインストラクターを増やしたい

スタジオを増やし、養成講座を開催して欲しい

ヨガ⼈⼝が増えてほしい

健康な⼈が増える、幸せな社会を創造する

その⼀助になることができれば・・・



RYT300/500

について



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年以上の指導歴＆
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年以上の指導歴＆
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

RYT500への
道のり

養成講座を開催できる！

インストラクターとしての

最低基準

現時点、あまり意味なし



RYT300
���や��、アドバンスアーサナなど、ヨガを�める

�前はRYT200からRYT500、E-RYT500への橋�し
現在は、単独�得可�に。

RYT500
⾃⼰ブランド、価�の向上。�成��の開�。

E-RYT500はRYS（�成スクール）の���件。
これからのスタンダードになっていく。先⽣が不⾜している

RYTを
取得する
意義

RYT200
ヨガインストラクターになるための���のスキル、技�の向上

これまでの主流。�前はE-RYT200で⼗�。

おすす
め！

ここを
⽬指す

！！

インストラクター

の基本



⾃⼰ブランディング
RYT500を�得すること⾃体がヨガに�する

��の�さを�しています。

RYT200の先⽣とRYT500の先⽣がいたら、

どちらに�いたいと思いますか�

なぜRYT500を持ってないの�という時代が
きます。

�成��を開�できる

�成��を開�し��の���を�りましょ

う。その上でやりたいことをやればいいです

��は⼤�ですが、やりがいのある仕事で

す。あなたの知識や想いを�める��です。

やる、やらないに�わらず、いつでもできる

��をしておきましょう。

�成��のトレーナーになれる

E-RYT500になれば�成��のリードトレー

ナーになることができます。

現在RYT500の先⽣が不⾜している状�で

す。⾃�で開�する⾃�がなければ、他のス

タジオでの�成��のリードトレーナーにな

ることもできます。

RYT500は��に�得すべき�
�年�はRYT500がインストラクターとして
のスタンダードな��になります。

できるだけ早めに�得して、⾃�のブランデ

ィング、�別�などをすることも⼤事です。

E-RYT500があれば『RYT』の冠のついた�
成コースを開�できます。

RYT 500を�得すると・・・



なぜ、

RYT３００/５００を

取得する必要があるのか？

ヨガについて全般的に知ることができる
資格取得による⾃⼰ブランディング
安全に⽣徒を指導できる
仲間ができる
収⼊アップ、経営の安定化

レッスンを増やしても安定はしない。

スタジオや他⼈依存からの脱却



 

今回の講座について

THE REASON YOU SHOULD TAKE THIS COURSE



新型コロナウイルス感染防⽌のためヨガアライアンスは今年の６⽉ま

で、緊急措置としてオンラインでの講座受講を認めることを発表しまし

た。

これにより、スタジオで集合することなく、⾃宅などで受講することが

できるようになりました。

遠⽅からの参加者や、時間の都合が悪い⽅も、この期間であればオンラ

インで受講することができます。

ただし、TTは対⾯での指導が原則です。この措置は継続的に続くもので

なく、コロナウイルスの危機が過ぎれば当然になくなると思います。

 

RYT300 online コースとは



⾃宅でオンライン受講できます。



オンラインでもしっかり指導
インストラクターを育てます！

双方向で質問もできる

オンラインだから
遠方からでも参加可能！

有名外国人インストラクターから
教われる！



RYT
養成講座
について
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オンラインなので、黙って⾒ているだけ、ではありません。

�常のクラスをオンラインでできるだけ再現します。

zoomを使⽤します。

�常のクラスをオンラインで開�します。

ヨガの歴史、��（スートラ、ギーターなど）などの��と�技

（アーサナ）やクラス構成、指���などを�びます。

�羅的に�べるのが�成��の良いところです。

ヨガ��を�びます。

��な指�のためには���や�動�を理�している必�があります。

これからのインストラクターには必須の知識になってきます。

正しい知識に基づいた指�ができるインストラクターを⽬指します。

���、�動�については�に�しく

この��の��的な⽬標は�味のある��なクラス指�ができるよ

うになること。オンラインでも�技はしっかり⾏います。�にクラ

ス構成、指��授についてはしっかりと⾏います。

ちゃんと指�ができるように



ADVANTAGES  OF  THIS  COURSE

�期間で�得�

�回はわずか１⽉の�期コ

ース。�い期間で�中して

ヨガに�り�みます。

オンラインなのでプライベ

ートや��との時間も�保

できます。

インストラクターとして活�し、

��に貢�するために。

オンライン�成��

⾃宅から��できるので��

の�でも��ができます。ま

た�来時間がいらないなどの

メリットがあります。

コロナ�例の�だけの��で

す。

インストラククター

への��

優�な�業⽣にはスタジオで

のインストラクターデビュー

の�もあります。

それだけでなく、�々な場で

のインストラクターとしての

場を提供します。

���に�い

インストラクターへ

�国��師は���、�動

�が専⾨�。

ヨガのアーサナに使える�

��・�動�を�べます。



あなたが

RYTになる
理由は�

��・�書きが�しい

インストラクター採⽤やスタジオ��のための�書き

として、�り切って受�してください。

もっと�びたい・上⼿になりたい

もっと指�が上⼿になりたい。��的に指�して�し

い。知識や�え、やり�の�りを正して�しい・・

ヨガを�めたい

���、��、歴史、アーサナ、�想・・・�てを⼀

�り�べるのが��のメリット。

どんな理由であっても

受�する理由、��する理由は�それぞれです。

どんな理由でも、��に��して損はありません。

�に�回はオンライン受�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

RYT200/300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����お互いに
やるべきことを
ちゃんとやる
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開催⽇時

２０２０年６⽉１⽇（⽉）〜６⽉３０⽇（⽕ ）  

毎週⽉曜〜⼟曜   ８：００〜２０：００

場所

参加条件

養成コースを終了できる⾒込みがあること、原則として全時間出席すること

将来ヨガインストラクターとして活動する予定のある⽅

ヨガを通じて地域や社会に貢献したい⽅

RYT300 ティーチャートレーニング 

オンラインコース

⾃宅または下記場所（対⾯指導については下記場所において実施）

⼤分市中央町2-9-23 GYM PROTEIOS
または⼤分市明野北4-1-1 Classo yoga studio

対⾯指導（任意参加）：８⽉以降実施予定（情勢による）

（進捗状況により時間、期間は前後する場合があります。）

本コースについては英語になります

（通訳あり）

（⾃主学習・ホームワークあり）



RYT３００を１ヶ⽉で�得�
RYT２００の�件なし
早期��でお得に�得

�件をクリアすれば１００％の�得保�

１ヶ⽉でRYT300を�得できます。
他のスタジオでRYT200を�得していても、
RYT200を�得していなくても��可�。
早期��ならお得に�得できます。

���への��など簡単な�件で１００％�得保�。

短期間でRYT300が取得できる

�界で指�する⼀流インストラクターが�師

�界のスタンダード知ることができる�

⾃�のヨガに⾃�が持てる

yoga Englishが�べる

��の�には提�ホテル、マンスリーマン

ションをご⽤�。�泊�助制度あり

��からの��者には�別��制度あり

���いも可�

⾃宅��可

インドに⾏った⽇��でなく、ティーチング����なインド

�インストラクターから���べます。

⽇�にいて�界のスタンダードなヨガを�ぶことができる。

��英�（��あり）なのでヨガ英�の��にもなります。

こんな��は滅�にありません。

�しんでください。

外国⼈インストラクターから学べる！

オンラインなのでプライベート時間や��との時間も�保

⽇�は休みです。

��からの��者には����と提�ホテルをご��。

����のような不�がない、��で�いやすいコースです。

充実のサポート体制

RYT３００を１ヶ⽉で�得�
RYT２００の�件なし
早期��でお得に�得

�件をクリアすれば１００％の�得保�

１ヶ⽉でRYT300を�得できます。
他のスタジオでRYT200を�得していても、
RYT200を�得していなくても��可�。
早期��ならお得に�得できます。

���への��など簡単な�件で１００％�得保�。

短期間でRYT300が取得できる

�界で指�する⼀流インストラクターが�師

�界のスタンダード知ることができる�

⾃�のヨガに⾃�が持てる

yoga Englishが�べる

メールでも�問可�

���いも可�

⾃宅��可

インドに⾏った⽇��でなく、ティーチング����なインド

�インストラクターから���べます。

⽇�にいて�界のスタンダードなヨガを�ぶことができる。

��英�（��あり）なのでヨガ英�の��にもなります。

こんな��は滅�にありません。

�しんでください。

外国⼈インストラクターから学べる！

RYT300コース



asana  based on right alignment

 

13:00-  Asana 

yoga philosophy,history,anatomy...etc

9:00-  Learning 

1hour yoga class

11:00- lesson

1 hour yoga lesson or self practice

19:00-  lesson or  Self  practice

Daily Schedule

example

 

12:00-  Lunch break

1

2

3

4

5

⼀例です。



Slamet Riyanto

Lead trainer 
E-RYT500

yogamix代�
�々なヨガに精�しており現

地では”マスター”と呼ばれ
る。これまで�百を超えるイ

ンストラクターを��。

インドネシアでは超有�。

ジャカルタ在�
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Gaurav Negi

yoga trainer
E-RYT200,RYT-500

REHAB YOGA代�
�界各国で�成コースのイン

ストラクターとして精⼒的、

積�的に活動している。

フィットネスインストラクタ

ーとしても活�している。

インドニューデリー在�

Kurasono

Classo yoga代�
E-RYT200

�成の����を担当。

��成コースの�責任者。

S&Cトレーナー
良�なインストラクターを�

成する��をつくり、エクサ

サイズ�⼝を�やすことが�

⽣のミッション。

RYT200/300RYT300RYT300



 yoga barn in Bali
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講師陣
Master(Slamat)
Mr.Gaurave



返⾦ポリシー

・返⾦について

お申し込み後、講座開始までは全額を返⾦いたします。（振込⼿数料はご負担ください）
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は、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、罹患した場合で１ヶ⽉を超える⼊院加療を要するもの
・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



�問



FA
Q 
 よ
く
あ
る
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問

�気や怪我でやむを得ず��できない場�はお休みください。

ただし��は⾏いません。⾃⼰責任でおやすみください。

�体の７��上の��が�了��の�件とします。

�常のスタジオレッスンへの��はできません。

�員となるかチケットをお買い�めください。

可�です。ご相�ください。

��をした場�はどうな

りますか�

受�料には何が�まれま

すか�

スタジオのレッスンに��

できますか�

��はいつありますか�

���いはできますか�

料金には受�料およびテキスト・�料�⽤が�まれます。

��書や、��の�中でご��する���書についてはご⾃�でご購�してください。

ヨガアライアンス����⽤は�まれません。

�回のRYT300コースは��英�ですが��を��します。
⽇��でのフォローもしますのでご��ください。

英�の��にもなります。
英�が�くできません。

�オンラインコースでは�否の�る�了��はありません。

ただし、理�度を��するためテストを⾏うこともあります。

落とすための��ではありません。ご��ください。



Q オンライン�義とはどうやってやるのですか�
�常と同じような�義をインターネットを�じて⾏います。

オンラインの⽣中�です。

��はアライアンスは�めていません。

 
Q ���は��できません。
���の７��上の��が�件になります。

 
Q スタジオへ�って���って�えてもらいたい。
可�です。��はスタジオで⾏いますので、現地に来てくれれば���

⾯で指�します。

また希�者には別⽇に�⾯指�を��します。

 
Qどんなことを�ぶのですか�
ヨガの歴史や��、���を�びます。

�に���や�動�については�しく⾏います。

 
Q ヨガの種�は何ですか�アシュタンガベースですか�
���に��なハタヨガスタイルです。

アシュタンガではありません。

お��の��を�⼀に指�するヨガです。

 
Q オンラインで�わって、上⼿になれますか�
オンラインでも指�は⼗�可�と思っています。

�⾯での指�が必�な�については�⽇�⾯でのWSを予�してしま
す。��は任�で�料です。

Q クラスで�えれるようになりますか�
指��、ティーチングメソッドなどクラスレッスンに必�なスキル、知識

は�てお�えします。

またオンラインでの指�をいたします。

 
Q ��した場�はどうなりますか�
��な⾃⼰責任となります。

休�した�については、�則として��は⾏いませんが、希�があれば有

料(1h10,000)で��を⾏います
 
Q ��した場�、��した動�の配�はありますか�
オンラインはあくまで�⾯指�の代替です。

ヨガアライアンスはライブでのオンラインを�めていますが、�則として

��は�めていません。��した授業については⾃�⽤として動�を配�

することもありますが、できるだけ��をしないようにしましょう。

 
Q �中で、��できなくなった。
��できなくなった理由が、�災、気��件などによる場�は�期�⽤１

０万円を�し�いて、�りを��します。

⾃⼰都�による場�は、基�的に�金は�めません。

 
Q �気、怪我で��せざるを得なくなった。
罹���に�わらず�金��にはなりません。

ただし、�回��のコースを受�できます。

��に受�から⼆年�内であれば、いつ受�しても構いません。

 



その他�問



Q 他の養成コースとの違い何ですか？
    トレーナーレベルで解剖学、運動学について
は、かなり詳しく⾏います。 
 
Q RYT200とRYT300の違い何ですか？
     内容の深さが異なります。
     本コースについてはRYT300は外国⼈インスト
ラクターになっています。
   時間的な余裕があれば両⽅とも取得していた⽅が
いいです。
 
Q RYT500は必要ですか？
   養成コースをすればインストラクターとして安定
した収⼊を得ることができます。
   個⼈的な意⾒では絶対に取得した⽅がいいと思い
ます。取得できるうちに取得しておきましょう。



PRICE



PRICE (RYT300)

  561,000円

⼀��募開�

早�料金

4/1-

Online�別価�

オンライン価�

 

5/13

�常申し�み�了

5/25

 

-6/1開�

 

６/30 �了

（税込）

通常料⾦

660,000円
税抜510,000円税抜600,000円

お支払いはこちら

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=A5XYHSD2LHU5C


Q 分割できますか？

A できます。 （２〜５分割）
   ご相談ください。

ただし、全額お支払いいただくことが
終了条件です。



ご質問などあれば
メールでお気軽に

お問い合わせください！



Contact Info

E-Mil Address

mail@classoyoga.com

Phone Number

097-574-4372

URL

https://classoyoga.com
https://www.yoga-tt.com/
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FOLLOW US



あなたの
��をお待ちしています��


