
8:30-9:15

【�活】�動�度:★★★
    〜�活!⼤���!!〜

�師/ ⽥��野

受�料/ ¥3,300

持ち物/⼤��バチ

19:00-21:00

【⼤汗!和��サーキット】
〜�胴•�打ち•⼤��でトレーニング〜

�師/ ����佳

受�料/ ¥6,600

持ち物/�胴バチ、⼤��バチ
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17:50-18:50

【���"�え尽きる僕

ら"    のフレーズを使っ

て♪】
〜曲中フレーズを使い���!!〜

�師/���正

受�料/ ¥3,300

持ち物/�バチorセットバチ

17
14:30-16:00

【�正に�ぶ"⼤��"】
〜�師オリジナル曲で三拍���〜

�師/���正

受�料/ ¥5,500

持ち物/⼤��バチ

302725 29
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

17:15-18:45
【イチから�める"２点セット"】

〜基�とフレーズで�����〜

�師/ ⽥��野

受�料/ ¥5,500

持ち物/セットバチor�バチ

19:00-21:00
【エイサー�き�まれ!!

"シンカヌチャー"を�めよう】
〜オリジナル�付で踊りを�めよう〜

�師/ ���正

受�料/ ¥6,600

持ち物/パーランクー

16:00-18:00
【スキルアップ��

      "�胴伏せ打ち"】
〜アドバンス�上の�員�向け

   フレーズに��した伏せ打ち〜

�師/ 古⾥�⼀郎

受�料/ ¥6,600

持ち物/�胴バチ

8:30-9:15

【�活】�動�度:★★★
〜⼀⽇をアクティブに!〜

�師/ �⽥ともこ

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

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

持ち物/�胴バチ

  【東��輪�頭2020】
〜オリンピック開�の�年、お�いの

             ��を�て��に��しよう!!〜

14:30-17:30

�師/ ⽯橋��
受�料/ ¥8,800 

    ※��レンタル代�
持ち物/�めバチ、�胴バチ

2
＜GWスペシャル1DAY＞
    【陸�】
〜東⽇�⼤�災から10年、�あらためて陸

�への思いを…⻘い鯉のぼりプロジェクト

にリモート��しよう〜

10:30-13:30

�師/ �⽊⾥夏
受�料/ ¥8,800

持ち物/�胴バチ

17:45-18:45

【ひたすら打ち�む1時間!!】
〜�しい事は⼀切しません!〜

�師/ �⽊�輔

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

9:00-10:00
【イチから�める
           "���"】
〜基�とフレーズでの���!!〜
�師/���� 

受�料/ ¥3,300

持ち物/�バチorセットバチ

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

12

19:00-20:30

【江上�⽻の"担ぎ桶"】
〜��びや体の使い�を�ぼう�〜

�師/江上�⽻

受�料/ ¥5,500

持ち物/担ぎ桶バチ、ストラップ

16:30-18:00

【ストイックに打つ�

                                =伏せ打ち=】
〜基�打ち〜フレーズ��!!〜

�師/⽯橋��

受�料/ ¥5,500

持ち物/�胴バチ

秋葉原

1615

21

9
9:50-10:50
【ひたすら打ち�む1時間!】
〜�しい事は⼀切しません〜
�師/��滉⼤
受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

26

1

22
10:00-11:00
【イチから�める"⼤��"】
〜基�とフレーズで⼤����〜

�師/ 古⾥�⼀郎

受�料/ ¥3,300

持ち物/⼤��バチ
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24
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16:30-18:00

【曲打ちコラボ♪】
〜あのアニメ曲で�員�め打ち!!〜

�師/ ⽯橋�� ���正

受�料/ ¥5,500

持ち物/�めバチor�胴バチ

1110

5

＜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。

※バチのレンタル再開いたしました！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！
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11:45-12:45

【�胴打ち�み!!】
〜曲のフレーズで裏拍を�識しよう〜

�師/�尾恭⼀

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

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

持ち物/�胴バチ

8:30-9:15
【�活】�動�度:★
〜�からリフレッシュ!!〜
�師/ ����佳
受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

16:30-18:00

【���⽬"��早打ち"】
〜千葉���の���⽬に挑戦!!〜

�師/�⽊⾥夏

受�料/ ¥5,500

持ち物/�胴バチ

16:30-18:00

【�州の�打ち】
〜�州⼩�の���⽬に挑戦!!〜

�師/�⽥ともこ

受�料/ ¥5,500

持ち物/�州の�打ちバチ

            or�胴バチ

8:30-9:15

【�活】�動�度:★★★
〜⼀⽇をアクティブに!〜

�師/ 染���

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

9:00-10:00
【和���⾨】
〜基�の⾒�し♪��者⼤��〜
�師/⽯橋��
受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

17:45-18:45

【ひたすら打ち�む1時間!!】
〜�しい事は⼀切しません!〜

�師/ �⽊�輔

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

＜GWスペシャル1DAY＞
【�て!打って!和��を�しむ!】

＜GWスペシャル1DAY＞
【ふみかpresents 3パート共�】
〜"ロックソーラン"で映�コラボ!

                       ��者には�⽇映�をお�け!! 〜

①�め打ち

10:30-13:30

�師/ ����佳

持ち物/�めバチor�胴バチ

②⼤��

14:00-17:00

�師/ ⽥��野

持ち物/⼤��バチ

③２点セット

18:00-21:00

�師/ ���正

持ち物/セットバチor�バチ

※受�料/各ﾊﾟｰﾄ ¥8,800

＜GWスペシャル1DAY＞
【古⾥＆�⽊と�しもう��】

〜�⽊�師作曲の"GAIA"を担ぎ桶と

��の２パートで同時レッスン開��

ラストは２パートでの�同���〜

�師/ 古⾥ �⼀郎

受�料/ ¥8,800

持ち物/ 担ぎ桶バチ

16:00-18:00 
担ぎ桶

�師/ �⽊�輔

受�料/ ¥8,800

持ち物/ MIYABIバチ

��

レッスン同時開�!!

〜5⽉3⽇は��者の�⼤��!!この⽇

だけの�別和��体�や�別1DAY

和��をご⽤�しました!

お友�と⼀�に是��別な体�を♪〜

15:30-17:30

�別1DAY"⼤��"
〜＋�師��付き〜

�師/���正

受�料/ ¥6,600

持ち物/⼤��バチ
                  ※バチレンタル(有料)ございます

      �動しやすい服�、�内�

    タオル、ドリンク

※�別体�の��は、
 別��はスタッフまで♪

 


