
10:30〜11:30

【基�打ちビクス】
インストラクター/染� 成�

受�料/￥3,300  持ち物/�胴バチ

エイサー���-��者-
�師/�� �正
持ち物/エイサー���、バチ

担ぎ桶-マスター�上-
�師/�⽥ ケンタ
持ち物/担ぎバチ 担ぎ桶ストラップ

��-アドバンス�上-
�師/�� �

持ち物/��⽤バチorMIYABIバチ

13:30〜17:00

【ティダ��】
 受�料/￥11,000

19:15〜20:45

【担ぎ桶、�しく�得】
フレーズを打ちながら桶に�れよう

�師/�� �

受�料/￥5,500  
持ち物/担ぎバチ、担ぎ桶ストラップ

20:30〜21:30

【和��で��び�】
〜和��を打ってインスタ映え♪〜

リーダー/�間 えりか

受�料/￥3,300 持ち物/�胴バチ

19:00〜21:00

【Gazelleのフレーズで】
〜��打ち�み＆2点セットのア

ンサンブルを♪〜

�師/江上 �⽻

受�料/￥6,600  持ち物/MIYABIバ

チor�胴バチ�バチorセットバチ

10:00〜12:00

【3点セットと�め打ち】
〜アンサンブルを体�〜

�師/�⽊ �輔

受�料/￥6,600 
持ち物/�胴バチと�バチorセットバチ

16:00〜18:30
【古⾥作曲の担ぎ桶

    「��」を�得】
〜�りも�得しましょう�〜
�師/古⾥ �⼀郎
受�料/￥8,800
持ち物/担ぎ桶バチ 担ぎ桶ストラップ

4

10:00〜13:00
★コラボ��★

【イソギアシに挑戦�】
 受�料/￥9,900

14:00〜15:00
【体⼒回復メニュー】
〜休�者・��者の�向け〜
TAIKO-LAB�員����

ゆっくり�覚を�り�しましょう♪

�師/�� �⾥ 持ち物/�胴バチ

�別価� ￥1,540

         （いこうよ価��）

13:30〜14:30
【体⼒回復メニュー】

〜休�者・��者の�向け〜
TAIKO-LAB�員����

ゆっくり�覚を�り�しましょう♪

�師/尾上 綾菜 持ち物/�胴バチ

�別価� ￥1,540
        （いこうよ価��）

17:30〜18:15

【TAIKO with MUSIC】
〜��した休⽇に���に�わせて打とう�〜

リーダー/�鈴
受�料/￥3,300 持ち物/�胴バチ

22
11:00〜13:00

【橋⼝��の⼤��レッスン】
〜和��歴5年�上の�����〜

�師/橋⼝ ��

受�料/￥6,600 

持ち物/⼤��バチ

10:30〜11:30

【基�打ちビクス】
〜�めての�でも⼤丈夫�〜

インストラクター/染� 成�

受�料/￥3,300  持ち物/�胴バチ

19:00〜21:00

【��シリーズ�】
「⽩��烏」のフレーズを使って

�胴打ち�み�

�師/⻄⽚ ��

受�料/￥6,600  持ち物/�胴バチ

14:00〜16:00

【�めての�打ち】
〜�体をほぐしながら〜

�師/�⽥ �⼀郎

受�料/￥6,600  

持ち物/MIYABIバチ

19:30〜20:15

【TAIKO＆ステップ】
インストラクター/�⽥ 貴�

受�料/￥3,300 持ち物/�胴バチ

14:15〜15:00

【TAIKO with MUSIC】
〜��に�わせて��を打とう�〜

リーダー/菜奈

受�料/￥3,300 持ち物/�胴バチ

20:30〜21:15

【とにかく�しく�

ノンストップ打ち�み�】

リーダー/�⽥ 貴�

受�料/￥3,300 持ち物/�胴バチ

18:00〜18:45

【TAIKOダンス】
インストラクター/�戸 �⾥�

受�料/￥3,300  持ち物/�胴バチ

9
18:30〜19:15

【カロリーファイヤー】
インストラクター/�⽥ 貴�

受�料/￥3,300  持ち物/�胴バチ

13:00〜14:30

【�胴打ち�み 

               ＆ストレッチ】
�師/井川 �希

受�料/￥5,500  持ち物/�胴バチ

12:30〜13:30

【TAIKO＆ステップ】
インストラクター/�⽥ 貴�

受�料/￥3,300  持ち物/�胴バチ

19:00〜19:45

【TAIKO with MUSIC】
〜��に�わせて��を打とう�〜

リーダー/�鈴

受�料/￥3,300 持ち物/�胴バチ

13:30〜15:00
【TAIKOビクス�員���】

〜�々な��を打ってみよう〜

インストラクター/⽯⽥ �⼆郎

受�料/￥5,500 持ち物/�胴バチ
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08:00〜09:00

【�活】
〜��を打って��の休⽇を〜

�師/�� �正

受�料/￥2,200  持ち物/�胴バチ

07:30〜08:15

【�活】
〜和��の��で1⽇の活⼒に〜

�師/尾上 綾菜

受�料/￥2,200 持ち物/�胴バチ

10:45〜11:45

【TAIKO＆ステップ】
インストラクター/�⽥ 貴�

受�料/￥3,300 持ち物/�胴バチ

12:00〜13:00

【��が�きになる

TAIKOビクス】
インストラクター/⽯⽥ �⼆郎

受�料/￥3,300 持ち物/�胴バチ

10:30〜11:30

【基�打ちビクス】
〜�めての�でも⼤丈夫�〜

インストラクター/染� 成�

受�料/￥3,300  持ち物/�胴バチ

07:30〜08:15

【�活】
〜仕事前ルーティン作り〜

�師/尾上 綾菜

受�料/￥2,200 持ち物/�胴バチ

12:30〜13:30

【カロリーファイヤー】
〜カロリー消�しまくります�〜
インストラクター/�⽥ 貴�
受�料/￥3,300  持ち物/�胴バチ

10:00〜11:00

【��で和��♪】

〜��、兄�、夫�2�1�で

ご��ください��を�めよう〜

�師/�� �⾥ 持ち物/�胴バチ

受�料/2�1�￥4,400

30

15:30〜17:00

【�め打ち曲】
〜��者向けスキルアップレッスン�〜

�師/⼤川 �史
受�料/￥5,500 

持ち物/�胴バチ・�め⽤バチ

エイサー⼤�� �師/�� �⾥
持ち物/ストラップ  �胴バチor�州の�打バチ

18:45〜19:30

【TAIKOダンス】
〜�い時間で1曲を仕上げよう〜

インストラクター/�戸 �⾥�

受�料/￥3,300  持ち物/�胴バチ

12:00〜13:00
【��が�きになる

TAIKOビクス】
インストラクター/⽯⽥ �⼆郎
受�料/￥3,300  持ち物/�胴バチ

19:30〜21:00

【�州の�打ち】

〜正�打ちを�����〜

�師/�� �⾥

受�料/￥5,500  持ち物/�胴バチ

28
08:45〜09:45

【�活】
〜���と�まる��な休⽇を〜

�師/�� �

受�料/￥2,200  持ち物/�胴バチ

17
07:30〜08:15

【�活】
〜�から元気に⼤���〜

�師/古⾥ �⼀郎

受�料/￥2,200 

持ち物/⼤��バチ

21:00〜22:00

【�活】
〜仕事�わりに汗をかこう�〜

�師/�⽥ 貴�

受�料/￥3,300 持ち物/�胴バチ

07:30〜08:15

【�活】
〜金�⽇のお仕事前に�しく〜

♪カーモンベイビ〜♪あの曲にのせて

�師/⽥� �野

受�料/￥2,200 持ち物/�胴バチ

＜受�料のお��いについて＞
・受�料のお��いは、レッスン⽇にフロントにて現金かクレジットカードでお願い�します。
・�了したポイントカードをご利⽤の場�は受�料のお��時に必ずお持ち下さい。
・ポイントカードがない場�は��が��されませんので、予めご了�下さい。(ポイントカード������のみ)
＜キャンセルポリシー＞
お申�み⽇より８⽇間はキャンセル料は発⽣いたしません。��お�消の場�とお申�みから開�までの期間が8⽇を�たな
い場�は受�料の50％をキャンセル料 として申し受け、当⽇のお�消し/����は100％のキャンセル料を申し受けます。
キャンセルのご��はお電�で�ります。

朝活☼始めよ
うキャンペー

ン！

朝活を記念し
て

お得に参加で
きるキャンペ

ーンを実施し
ます！

この機会に和
太鼓でアクテ

ィブな朝に

トライしてみ
ましょう♪

通常3,300円
→2,200円

※キャンペー
ン終了時期は

後日ご案内い
たします。

19:00〜20:30

【�めての���】
〜指の使い�、知っていますか�〜

�師/�⽥ �⼀郎

受�料/￥5,500  

持ち物/�バチor セットバチ

16
13:30〜14:30

【ノンストップ⼤��】
〜ひたすら打ち�み�〜

�師/⽯⽥ �⼆郎

受�料/￥3,300 

持ち物/⼤��バチ
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エイサー⼤��-��者-
�師/⽯⽥ �⼆郎
持ち物/ストラップ エイサー⼤��バチ

※バチのレンタル再開いたしました！

全てのバチを110円でレンタルできます。ご利⽤の際はフロントにお申し付けください。

21:00〜21:45

【TAIKO with MUSIC】
〜お仕事�りに��を打とう�〜

リーダー/菜奈

受�料/￥3,300 持ち物/�胴バチ

08:00〜09:00

【�活】
〜⽬覚めよ�休⽇の�体�〜

�師/⽯⽥ �⼆郎

受�料/￥2,200  持ち物/�胴バチ

担ぎ桶-��者- �師/�� �
持ち物/担ぎ桶バチ 担ぎ桶ストラップ
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