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8:45-9:30

【�活】�動�度:★
〜休⽇を有�活⽤!〜

�師/古⾥ �⼀郎

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

17:50-18:50

【ひたすら打ち�む１時間!】
〜�しいことは⼀切しません〜

�師/�⽊�輔

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

13:00-15:00

【TAIKO with Music】
〜��に�わせて気�良く打とう!〜

�師/ ����佳

受�料/ ¥6,600

持ち物/�胴バチ

10:00-11:00

【和���⾨】
〜和��の基�を�得〜

�師/ ����

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

11:15-12:45

【��打ち�み】
〜���じてガッツリ打ち�み〜

�師/ ����

受�料/ ¥5,500

持ち物/MIYABIバチ
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8:30-9:15

【�活】�動�度:★★★
    〜�活 ⼤���!!〜

�師/ ⽥��野

受�料/ ¥3,300

持ち物/⼤��バチ

16:30-18:00
【ストイックに打つ!伏せ打ち】

〜打ち�みながら�しめる!!〜

�師/ ⽯橋��

受�料/ ¥5,500

持ち物/�胴バチ

18:30-20:30
【2点セットの�み】

〜更なる�みへスキルアップ〜

�師/ ���正

受�料/ ¥6,600

持ち物/セットバチor�バチ

10:00-11:00
【16��符と打ち�みを

                        使い�けよう�】

〜16��符と打ち�みの��〜

�師/ 古⾥�⼀郎

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

14:15-15:15

【��和��で笑�に♪】
〜�動・���が��!�しく笑�〜

指�員/ ����

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

11:00-12:00

【和���⾨】
〜和��の基�を�得〜

�師/ ⼩沼�

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

17:30-18:30

【"イチ"から�める２点セット】
〜基�からフレーズ��まで�〜

�師/ ⽥��野

受�料/ ¥3,300

持ち物/セットバチor�バチ

13:00-14:30

【"イチ"から�める�め打ち】
〜基�からフレーズ��まで�〜

�師/ �⽊�輔

受�料/ ¥5,500

持ち物/�め打ちバチor�胴バチ

11:00-12:30

【"イチ"から�める���】
〜基�からフレーズ��まで�〜

�師/ ����

受�料/ ¥5,500

持ち物/�バチorセットバチ

16:00-17:30

【きのこ��!!�州の�打ち】
〜やればやるほどハマります♪〜

�師/ 中�きのこ

受�料/ ¥5,500

持ち物/�打ちバチor�胴バチ

10:00-11:00
【和���き�まれ��】
〜和���き必⾒!�しい60�〜
�師/��滉⼤
受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

11:15-12:45
【�打ちに挑戦�】
〜�打ちで���動★〜
�師/��滉⼤
受�料/ ¥5,500

持ち物/MIYABIバチor三宅バチ

18:50-19:50

【和���⾨】
〜和��の基�を�得〜

�師/ �⽊⾥夏

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

8:30-9:15
【�活】�動�度:★★★
〜休⽇の�を有�活⽤!〜
�師/⽯橋��
受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ
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19:00-21:00

【橋⼝��の”⼤��”】
〜技�向上!⼤��と向き�う120�〜

�師/ 橋⼝��

受�料/ ¥6,600

持ち物/⼤��バチ

16:30-18:00

【⽯橋��の”�め打ち”】
〜��者⼤��!⽯橋�師の�め打ち〜

�師/ ⽯橋��

受�料/ ¥5,500

持ち物/�め打ちバチor�胴バチ

3月

＜受講料のお⽀払いについて＞
・受講料のお⽀払いは、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致します。
・満了したポイントカードをご利⽤の場合は受講料のお⽀払時に必ずお持ち下さい。
・ポイントカードがない場合は割引が適応されませんので、予めご了承下さい。
＜キャンセルポリシー＞
お申込み⽇より８⽇間はキャンセル料は発⽣いたしません。以降お取消の場合とお申込みから開催までの期間が8⽇を満たない場合は
受講料の50％をキャンセル料�として申し受け、当⽇のお取消し/無断⽋席は100％のキャンセル料を申し受けます。
キャンセルのご連絡はお電話で承ります。

S A T S U N

※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。

※すべてのレッスンに満了したポイントカードをご利⽤いただけます！

12

21

3 6 7

119

28

1 2 4

10

1615

22

15:00-16:30

【昭和��曲で『盆��』】
〜�めての�でも⼤丈夫�〜

�師/染���

受�料/ ¥5,500

持ち物/�胴バチor�め打ちバチ

8:45-9:30

【�活】�動�度:★
〜休⽇の�を有�活⽤�〜

�師/�⽥ともこ

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

14:15-15:15

【��和��で笑�に♪】
〜�動・���が��!�しく笑�〜

指�員/ ��佳恵

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

17:30-18:30

【和���⾨】
〜和��の基�を�得〜

�師/ ���正

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

9:50-10:50

【和���⾨】
〜和��の基�を�得〜

�師/ ��滉⼤

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

18:20-19:50

【���⽬『��早打ち』】
〜千葉���に�わる早打ち��〜

�師/ �⽊⾥夏

受�料/ ¥5,500

持ち物/�胴バチ �に�くタオル

8:45-9:30
【�活】�動�度:★
〜�からリフレッシュ!!〜
�師/ 染���
受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

29 30
14:30-16:00

【�正に�ぶ”担ぎ桶”】
〜��者⼤��!�⽇から担ぎ桶!〜

�師/ ���正

受�料/ ¥5,500

持ち物/担ぎ桶バチ・ストラップ

M O N T U E W E D T H U F R I S A T S U N

13:00-13:45

【 FITNESSトレーナー

     KENZOのSPレッスン★】
〜�体��向上!パフォーマンス⼒UP!

"動作を�える"SPトレーニング!!〜

�師/ KENZO

受�料/ ¥3,300
持ち物/タオル・�み物


