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

5月

17:45-18:45

【���"陸�"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

6月

4
9:50-10:50

【和���⾨】
〜基�の⾒�し♪��者⼤��〜
�師/��滉⼤
受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

18:45-19:45
【和���⾨】
〜基�の⾒�し♪��者⼤��〜
�師/⻄�千�
受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

16:00-17:30

【イチから�める"2点セット"】
〜基�とフレーズで２点セット��〜

�師/ ����佳

受�料/ ¥5,500

持ち物/セットバチor�バチ

14:00-16:00

【"⼤��"を打ち�みます!】
〜��者OK!ガッツリ打ち�み!〜

�師/���正

受�料/ ¥6,600

持ち物/⼤��バチ

17:45-18:45
【"腹筋"を使って打ち�もう!】
〜��スタイルにチャレンジ!〜

�師/ ���正

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチor��バチ

19:00-21:00

【エイサー�き�まれー!】
〜オジー⾃�のオリオンビール〜

�師/ ���正

受�料/ ¥6,600

持ち物/パーランクー

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/ 江上�⽻

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

17:15-18:45

【�州の�打ち】
〜�りを�じて�代しながら打とう〜

�師/�⽥ともこ

受�料/ ¥5,500

持ち物/やぐらバチor�胴バチ

19:00-21:00

【夏、⽬前!!"盆��"で

     夏を�じよう♪】
〜��者でもOK!!�⽬はお�しみ♪〜

�師/ 江上�⽻

受�料/ ¥6,600

持ち物/�めバチor�胴バチ

29

17:00-18:00

【お得なバチ付きレッスン!】
〜2点セット�!〜

�師/ ����佳

受�料/ ¥4,950

持ち物/セットバチor�バチ
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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

8:30-9:15

【�活エイサー】

    �動�度:★★★
  〜�活にエイサーがやってきた!!〜

�師/ �⽊⾥夏

受�料/ ¥3,300

持ち物/パーランクー

15:00-16:30

【"�打ち"に挑戦!】
〜����のリズムを使って〜

�師/⽥��野

受�料/ ¥5,500

持ち物/MIYABIバチ

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

持ち物/�胴バチ
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10:00-11:00
【イチから�める
           "⼤��"】
〜基�とフレーズで��!!〜
�師/古⾥�⼀郎
受�料/ ¥3,300

持ち物/⼤��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
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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
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16:30-17:30

【TAIKOビクスに挑戦!】
〜�めてでも⼤丈夫!!〜

�師/ 染�成�

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

1110
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＜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。
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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

17:15-18:45

【イチから�める

       "�胴2点セット"!】
〜基�とフレーズにチャレンジ!〜

�師/�⽊�輔

受�料/ ¥5,500

持ち物/�胴バチ

8:30-9:15

【�活】�動�度:★★★
〜1⽇をアクティブに!〜

�師/ ���正

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

8:30-9:15

【�活⼤��】
    �動�度★★★
〜�から⼤��でスッキリ〜

�師/⽥��野
受�料/ ¥3,300

持ち物/⼤��バチ

秋葉原

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/�⽊⾥夏
受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

19:00-21:00
【昭和��曲を使って
      �め曲打ち♪】
〜��で��に乗って気�爽快!〜
�師/⽯橋��
受�料/ ¥6,600

持ち物/�めバチor�胴バチ

8:30-9:15

【�活】�動�度:★★★
〜1⽇をアクティブに!〜

�師/ �⽥ともこ

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/ 染���
受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

17:15-18:45
【イチから�める
           "担ぎ桶"】
〜基�とフレーズでの桶��!!〜
�師/⽥��野 

受�料/ ¥5,500

持ち物/担ぎ桶バチ、ストラップ

16:30-18:00
【"�打ち"に挑戦!】
〜和��で���動!!〜
�師/⽯橋��
受�料/ ¥5,500

持ち物/MIYABIバチ

16:00-18:00
【やぐら�打ち!】
〜�丈��のリズムを使って〜
�師/染���
受�料/ ¥6,600

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

14:30-16:00

【�正に�ぶ���!】
〜�かなフレーズとテクニック〜

�師/���正

受�料/ ¥5,500

持ち物/�バチorセットバチ

8:30-9:15

【�活】�動�度:★★★
〜1⽇をアクティブに!〜

�師/ �⽥貴�

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

10:30-12:00

【あなたに�った

      フォームをご提�!】
〜�胴�〜

�師/ 古⾥�⼀郎

受�料/ ¥5,500

持ち物/�胴バチ

14:30-16:30

【"�打ち"で���動!】
〜東�都の�に�わる…〜

�師/ 染���・����佳

受�料/ ¥7,700

持ち物/MIYABIバチ

※レンタル再開いたしました！【レンタル料⾦】バチ：110円 担ぎ桶ストラップ：550円 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！

2講座続けての受講が
オススメです♪


