クラシックバレエ
クラス
エンジェル

キッズ

対象

開講⽇

3歳〜未就学児

⼟ 12:30-13:15（⽉２回）

＊3歳：要トイレ⾃⽴

⽇ 10:00-10:45（⽉２回）

⼩学１〜３年⽣

⼩学３〜⾼校⽣
ジュニア１

＊コンテンポラリークラス
参加は、⼩学4年〜

⽉謝
（⽉２回：3,800円）

⼩学５〜⾼校⽣

対象

エンジェル

できるだけ⽉３回の参加をお願いします。

（⽉６回：8,500円・⽉７回：9,000円）

⽕ 17:45-18:45（⽉４回）

⽉８回：9,500円

バレエ

＊⽉８回参加を基本ベースとしてクラス内容を組み⽴てていますので、

⽇ 11:00-12:00（⽉４回）

キッズ・エンジェル

できるだけ⽉８回の参加をお願いします。

（⽉6 回：9,500円 ・⽉７回：10,000円）

【Dance in Englishクラス参加】

⽉ 19:00-20:15（⽉４回）

⽉８回：10,500円 ・⽉９回：11,000円

DE ⽉４回：バレエ⽉謝＋2,500円

⼟ 13:30-14:45（⽉２回）

⽉10回：11,500円

DE ⽉６回：バレエ⽉謝＋3,500円

⽇ 12:15-13:45（⽉２回）

＊⽉８回参加を基本ベースとしてクラス内容を組み

13:00-14:30（⽉２回）

⽴てていますので、できるだけ⽉８回の参加をお願

バレエ
ジュニア１
キッズ

【コンテンポラリークラス参加】
コンテ ⽉２回：バレエ⽉謝+1,000円

（⽉６回：11,000円・⽉７回：11,500円）

【Dance in Englishクラス参加】

⽕ 19:00-20:30（⽉４回）

⽉８回：12,000円・⽉９回：12,500円

DE ⽉４回：バレエ⽉謝＋2,500円

バレエ

⼟ 13:30-14:45（⽉２回）

⽉10回：13,000円

DE ⽉６回：バレエ⽉謝＋3,500円

ジュニア１・２

【コンテンポラリークラス参加】

コンテンポラリー

⽇ 12:15-13:45（⽉２回）

＊⽉８回参加を基本ベースとしてクラス内容を組み

13:00-14:30（⽉２回）

⽴てていますので、できるだけ⽉８回の参加をお願
いします。

バレエ特別コース

バレエ

＊⽉３回参加を基本ベースとして年間のクラス内容を組み⽴てていますので、

いします。

ジュニア 2

次⽉振替対象クラス
⽉３〜４回：4,800円

コンテ ⽉2回：バレエ⽉謝+1,000円

参加必須クラス

⽉謝

オプション参加
【特１コースのみ】
【コーチング】

⼩学３〜⾼校⽣

特１

＊所属クラスは、講師の協
議によって決定

⽉ 19:00-20:15（⽉４回）
⽔ 19:00-20:00（⽉3~4 回）
⼟ 15:00-16:30（⽉２回）
⽇ 14:00-15:30（⽉２回）

＊コンテンポラリークラス
参加は、⼩学4年〜

＊原則として、上記の全ての

バレエクラス：12,000円

⽉ 20:15-20:45（⽉４回）

＋コーチング：13,000円

⽔ 20:00-20:45（⽉4 回 ）

＋コーチング & +コンクール or コンテンポラリー：14,000円

【コンテンポラリー】

＋コーチング & +コンクール ＆ ＋コンテンポラリー：15,000円

⼟ 16:45-18:15（⽉２回）
【特 ヴァリエーション】（コンクール）

【Dance in Englishクラス参加】

⽇ 15:30-16:30（⽉２回）

DE ⽉４回：特１⽉謝＋2,500円
DE ⽉６回：特１⽉謝＋3,500円

クラスに参加必須
＊上記のオプションに参加する場合は、
コンスタントな参加必須

＊このコースは、次⽉・他クラスへの⽋席による振替参加は
できませんので、予めご確認の上、参加をご検討ください。

【特２コースのみ】
【コーチング】
⽕ 19:00-20:30（⽉４回）
⼩学４〜⾼校⽣

⽔ 19:00-20:00（⽉3~4 回）

ジュニア１修了者

⼟ 15:00-16:30（⽉２回）

特２

⽇ 14:00-15:30（⽉２回）
＊所属クラスは、講師の協
議によって決定

＊原則として、上記の全ての
クラスに参加必須

バレエクラス：13,000円

⽕ 20:30-21:00（⽉４回）

＋コーチング：14,000円

⽔ 20:00-20:45（⽉２~３回）

＋コーチング & +コンクール or コンテンポラリー：15,000円

【コンテンポラリー】

＋コーチング & +コンクール ＆ ＋コンテンポラリー：16,000円

⼟ 16:45-18:15（⽉２回）
【特 ヴァリエーション】（コンクール）

【Dance in Englishクラス参加】

⽇ 15:30-16:30（⽉２回）

DE ⽉４回：特２⽉謝＋2,500円
DE ⽉６回：特２⽉謝＋3,500円

＊上記のオプションに参加する場合は、
コンスタントな参加必須

＊このコースは、⽋席による次⽉・他クラスへの振替参加は
できませんので、予めご確認の上、参加をご検討ください。

Dance in English
クラス

対象

ジュニア１

⼩学３〜6年

ジュニア 2

次⽉振替対象クラス

⽉３回： 9,500円、 ⽉４回：10,000円
⾦ 19:15-20:45（⽉４回）

⼩学4〜⾼校⽣

⽉謝

開講⽇

⼟ 14:15-15:45（⽉２回）

＊ジュニア１修了者

⽉５回：10,500円、 ⽉６回：11,000円
＊⽉６回参加を基本ベースとして年間のクラス内容
を組み⽴てていますので、できるだけ⽉６回〜の参

【コンテンポラリークラス参加】

DEジュニア1・2

コンテ ⽉2回：バレエ⽉謝+1,000円

コンテンポラリー

加をお願いします。

オプション
対象

クラス

トゥシューズ
準備
ヴァリエーション
Dance in English
エンジェル
Dance in English
キッズ
英会話
DE 選抜
エクササイズ

特・ジュニア 1・2

開講⽇

⽉ 18:25-18:55（⽉4 回）
⽇ 12:15-12:45（⽉２回）

参加料⾦

オプションチケット：１ポイント

ジュニア 1・ 2

⽇ 14:45-15:15（⽉２回）

オプションチケット：１ポイント

3歳〜未就学児

⼟ 12:45-13:15（⽉２回）

オプションチケット：１ポイント

幼稚園年⻑〜⼩学2年

⾦ 18:00-19:00（⽉４回）

オプションチケット：２ポイント

⼩学3〜6年⽣

⼟ 13:30-14:00（⽉２回）

オプションチケット：１ポイント

DE ジュニア２所属者

⼟ 16:00-17:30（⽉２回）

【オプション・チケット】
10 ポイント：7,000円（有効期限なし）
（30分 ：１ポイント）
＊ポイントの消化は、指定のgoogleドライブでご確認いただきます。

から選抜

18:45-20:15（⽉２回）

⼩学４年⽣〜

⽔ 18:00-18:55（⽉3~４回）

⾼校⽣〜成⼈

⽕ 10:00-10:30

オプションチケット：２〜３ポイント
オプションチケット：2 ポイント

アドレスは、チケット購⼊後にお知らせします。
＊オプションチケットは、⽉謝と同様の銀⾏振込での購⼊となりま
す。チケット代の振込先は、⽉謝と同じ⼝座となります。
振込の際、振込⼈の名前に「チ＋購⼊枚数」をご記⼊くだい。
（例：チ2⽣徒⽒名）

（特：1ポイント）

オープンクラス
ピラティス
バレエ基礎

⾼校⽣〜成⼈

⽕ 10:45-11:45

オープンチケット：１ポイント
単発１回：700円
オープンチケット：２ポイント

【オープン・チケット】
20 ポイント：10,000円（４ヶ⽉有効）

単発１回：1,500円

バレエ

中学⽣〜成⼈

⼟ 15:00-16:30（⽉２回）

オープンチケット：４ポイント

＊オープン・チケットは、カード型のものとなります。消化ポイント

（中級レベル）

＊特別コースと合同

⽇ 14:00-15:30（⽉２回）

単発１回：2,500円

分のスタンプを押しますので、毎回のクラス参加時に担当講師にお渡

Dance in English

⾼校⽣〜成⼈

オープンチケット：４ポイント

しください。チケットは、スタジオで販売しますので、お釣りのない

オープン

＊DEジュニア1・2と合同

コンテン
ポラリー

中学⽣〜成⼈

オンラインレッスン（30分）

⼟ 14:15-15:45（⽉２回）
⼟ 16:45-18:15（⽉２回）

単発１回：2,500円

ようにチケット代をご⽤意ください。

オープンチケット：４ポイント
単発１回：2,500円
追加レッスン（スタジオ使⽤費含む）

参加者

オプション・チケット

個⼈

グループ

１名

3ポイント分

30分 4,000円

6,000円 / 参加⼈数

２名

2ポイント分

60分

9,000円 / 参加⼈数

３〜6名

1ポイント分

6,000円

＊講師がクラス担当⽇ではない場合、講師の交通費別途要

