
Price 

料金表 

 

内容を⽐較してください。 

養成校１５年の歴史と熟練の講師陣やカリキュラム。 

ずっと対⾯の授業を受け続けられる。 

もちろん、オンラインで受けることも。 

卒業後もエンドレスに学べる安⼼感。 

ヨガの習い事や他の講座はもう要らない。 



ヨガもビジネスも 

趣味も副業も本業も 

いつになっても 

いくつになっても 

夢を叶えるサポートがあります。 

全⽶ヨガアライアンス 50 時間インストラクター養成講座 [RYS50] 

 

※受講猶予１年間・補講は２年間受け放題 

「補講受け放題」とは期間内無制限でレッスン・授業が受け続けられる制度です。 

※オンライン・対⾯授業組み合わせ⾃由 



※最⼤ 36 分割まで 分割⼿数料 150 円×分割回数 

PAYPAY・LINE ペイ・銀⾏振込可能なのでポイントがたまる 

 

神⼾校 

130,000 円（税込） 

⽉々3,611 円〜 

 

東京校 

130,000 円（税込） 

⽉々3,611 円〜 

名古屋校 

130,000 円（税込） 

⽉々3,611 円〜 

福岡校 

130,000 円（税込） 

⽉々3,611 円〜 

全⽶ヨガアライアンス 100 時間インストラクター養成講座 [RYS100] 

 

※受講猶予２年間・補講は３年間受け放題 

「補講受け放題」とは期間内無制限でレッスン・授業が受け続けられる制度です。 

※オンライン・対⾯授業組み合わせ⾃由 

※最⼤ 36 分割まで 分割⼿数料 150 円×分割回数 



全⽶ヨガアライアンス 500 時間インストラクター養成講座 [RYT500] オンライン・対⾯授業組み合わせ⾃由・補講受け放題 

 

受講猶予３年・補講受け放題 

「補講受け放題」とはこの先ずっと制限なくレッスン・授業が受け続けられる制度です。卒業後のサポートはエンドレス！ 

※オンライン・対⾯授業組み合わせ⾃由 

※最⼤ 72 分割まで 分割⼿数料 150 円×分割回数 

PAYPAY・LINE ペイ・銀⾏振込可能なのでポイントがたまる 

PAYPAY・LINE ペイ・銀⾏振込可能なのでポイントがたまる 

 

神⼾校 

230,000 円（税込） 

⽉々6,388 円〜 

 

東京校 

230,000 円（税込） 

⽉々6,388 円〜 

名古屋校 

230,000 円（税込） 

⽉々6,388 円〜 

福岡校 

230,000 円（税込） 

⽉々6,388 円〜 

 



 

神⼾校 

1,120,000 円(税込) 

⽉々15,555 円〜 

 

モニター価格 

770,000 円（税込） 

⽉々10,694 円〜 

 

東京校 

1,120,000 円（税込） 

⽉々15,555 円〜 

 

モニター価格 

770,000 円（税込） 

⽉々10,694 円〜 

 

名古屋校 

1,120,000 円（税込） 

⽉々15,555 円〜 

 

モニター価格 

770,000 円（税込） 

⽉々10,694 円〜 

 

福岡校 

1,120,000 円（税込） 

⽉々15,555 円〜 

 

モニター価格 

770,000 円（税込） 

⽉々10,694 円〜 

 

全⽶ヨガアライアンス 300 時間インストラクター養成講座 [RYS300] オンライン・対⾯授業組み合わせ⾃由・補講受け放題 

 

受講猶予 3 年・補講受け放題 

「補講受け放題」とはこの先ずっと制限なくレッスン・授業が受け続けられる制度です。卒業後のサポートはエンドレス！ 



※オンライン・対⾯授業組み合わせ⾃由 

※最⼤ 72 分割まで 分割⼿数料 150 円×分割回数 

PAYPAY・LINE ペイ・銀⾏振込可能なのでポイントがたまる 

 

神⼾校 

675,000 円（税込） 

⽉々9,375 円〜 

 

モニター価格 

550,000 円（税込） 

⽉々7,638 円〜 

 

東京校 

675,000 円（税込） 

⽉々9,375 円〜 

 

モニター価格 

550,000 円（税込） 

⽉々7,638 円〜 

 

名古屋校 

675,000 円（税込） 

⽉々9,375 円〜 

 

モニター価格 

550,000 円（税込） 

⽉々7,638 円〜 

 

福岡校 

675,000 円（税込） 

⽉々9,375 円〜 

 

モニター価格 

550,000 円（税込） 

⽉々7,638 円〜 

 

全⽶ヨガアライアンス 200 時間インストラクター養成講座 [RYT200] オンライン・対⾯授業組み合わせ⾃由・補講受け放題 



 

受講猶予 3 年・補講受け放題 

「補講受け放題」とはこの先ずっと制限なくレッスン・授業が受け続けられる制度です。卒業後のサポートはエンドレス！ 

※オンライン・対⾯授業組み合わせ⾃由 

※最⼤ 72 分割まで 分割⼿数料 150 円×分割回数 

PAYPAY・LINE ペイ・銀⾏振込可能なのでポイントがたまる 

 

神⼾校 

460,000 円(税込) 

⽉々6,388 円〜 

 

モニター価格 

360,000 円（税込） 

東京校 

460,000 円(税込) 

⽉々6,388 円〜 

 

モニター価格 

360,000 円（税込） 

名古屋校 

460,000 円(税込) 

⽉々6,388 円〜 

 

モニター価格 

360,000 円（税込） 

福岡校 

460,000 円(税込) 

⽉々6,388 円〜 

 

モニター価格 

360,000 円（税込） 



⽉々5,000 円〜 

 

⽉々5,000 円〜 

 

⽉々5,000 円〜 

 

⽉々5,000 円〜 

 

全⽶ヨガアライアンスマタニティヨガインストラクター養成講座 [RPYT] 85 時間 オンライン・対⾯授業組み合わせ⾃由・補講受け放題 

 

受講猶予 3 年・補講受け放題 

「補講受け放題」とは制限なくレッスン・授業が受け続けられる制度です。卒業後のサポートはエンドレス！ 

※オンライン・対⾯授業組み合わせ⾃由 

※最⼤ 72 分割まで 分割⼿数料 150 円×分割回数 

PAYPAY・LINE ペイ・銀⾏振込可能なのでポイントがたまる 

 

神⼾校 

255,000 円（税込） 

⽉々3,541 円〜 

東京校 

255,000 円（税込） 

⽉々3,541 円〜 

名古屋校 

255,000 円（税込） 

⽉々3,541 円〜 

福岡校 

255,000 円（税込） 

⽉々3,541 円〜 



 

モニター価格 

175,000 円（税込） 

⽉々2,430 円〜 

 

 

モニター価格 

175,000 円（税込） 

⽉々2,430 円〜 

 

 

モニター価格 

175,000 円（税込） 

⽉々2,430 円〜 

 

 

モニター価格 

175,000 円（税込） 

⽉々2,430 円〜 

 

全⽶ヨガアライアンスキッズヨガインストラクター養成講座 [RCYT] 95 時間 オンライン・対⾯授業組み合わせ⾃由・補講受け放題 

 

受講猶予 3 年・補講受け放題 

「補講受け放題」とは制限なくレッスン・授業が受け続けられる制度です。卒業後のサポートはエンドレス！ 

※オンライン・対⾯授業組み合わせ⾃由 

※最⼤ 72 分割まで 分割⼿数料 150 円×分割回数 

PAYPAY・LINE ペイ・銀⾏振込可能なのでポイントがたまる 

 



神⼾校 

265,000 円（税込） 

⽉々3,680 円〜 

 

モニター価格 

185,000 円（税込） 

⽉々2,569 円〜 

 

東京校 

265,000 円（税込） 

⽉々3,680 円〜 

 

モニター価格 

185,000 円（税込） 

⽉々2,569 円〜 

 

名古屋校 

265,000 円（税込） 

⽉々3,680 円〜 

 

モニター価格 

185,000 円（税込） 

⽉々2,569 円〜 

 

福岡校 

265,000 円（税込） 

⽉々3,680 円〜 

 

モニター価格 

185,000 円（税込） 

⽉々2,569 円〜 

 

授業なんでも１コマ 3.5 時間・3 時間 オンライン・対⾯授業組み合わせ⾃由 

 

各校 17,000 円（税込） 

 

ヨガビジネス講座  シニアヨガ・アシュタンガ・フィジカル・アロマヨガ・⼼理学・リストラティブなど   



[APT] 3.5 時間×5 回 オンライン・対⾯授業組み合わせ⾃由 

 

※最⼤ 36 分割まで 分割⼿数料 150 円×分割回数 

PAYPAY・LINE ペイ・銀⾏振込可能なのでポイントがたまる 

 

各校 85,000 円（税込） 

⽉々2,361 円〜 

 

モニター価格 

75,000 円（税込） 

⽉々2,083 円〜 

 

 



・モニター価格でお申込みの⽅には各種アンケートやコメントの投稿、SNS の投稿などご協⼒が必要です。顔出しは不要で

すがイメージ画像をご提供いただきます。モニター様のアンケート作業についてリモートでご説明させていただく機会をい

ただく可能性があります。 

・補講受け放題なので在校中も卒業後も授業が受け放題。 

・補講ではその時々の学びたいこと・就職活動の相談や就活対策が可能です。 

・受講猶予は３年間あります。有料になりますが延⻑も可能です。 

・途中で RYT500 へ乗り換え・追加申込も可能です。⾜りない単位と料⾦を追加するだけです。 

・受講料は全講座共に変更の可能性があります。 

・受講料に教材費と補講代を含むのでこれ以上追加はありません。 

・受講システムやカリキュラム、教材は常に改訂を⾏っています。 

・開講スケジュールや講師は変更になる可能性かあります。 

・イベントやワークショップは在校⽣割引で受講が可能です。 
 

 



受講料の変更のお知らせ 

 

２０２４年からは、全米ヨガアライアンスの規定に基づき、 

RYT200 および RYT500 の必須単位数が増えます。 

これに応じて受講料を改定する予定です。 

 

２０２２年～２０２３年はコスパ良くご受講いただくチャンスです。 

 

 

1. ※２０２４年２月以降の必須単位は１０単位が追加となり、選択いただける授業も増えます。オンライン授業も引き

続き開催いたします。 

2. ※２０２４年１月以前に入学いただいた方は旧ルールが適応となります。 

 


