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17:30-18:30

【和��を�しもう�
 和���⾨〜⼤��〜】
�師/�⽥貴�
受�料/ ¥3,300  持ち物/⼤��バチ

11:00-12:30

【����得  

16��符を�めよう】
�師/����
受�料/￥5,500   

持ち物/���バチ

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

13:00-14:30

【��者からできる 

 �×�×�

 3点セット基�打ち】
�師/ ���正       

受�料/ ¥5,500 

持ち物/セットバチ、���バチ

10:30-11:30
【TAIKOビクス
    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

11:00-12:00
 TAIKOビクス
 【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
    

19:00-20:00

【ノンストップ打ち�み】
�師/⽵内��
受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

 08:30-09:15

【�活】�動�度�★
 �師/���正

 受�料/￥3,300 

 持ち物/�胴バチ

 08:30-09:15

【�活】⼤���

   �動�度�★★★
 �師/尾上綾菜

 受�料/￥3,300

 持ち物/⼤��バチ

14:00-16:00
【��者から��OK
��ばやし】
�師/��滉⼤    受�料/￥6,600
持ち物/��バチ or �胴バチ

18:30-19:30
【TAIKOビクス
 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
    

12:00-12:45
【TAIKO with Music】
リーダー/菜奈
受�料/ ¥3,300
持ち物/�胴バチ
    

17:00-18:30

【イチから�める⼤��】
  �師/���正

  受�料/￥5,500

  持ち物/⼤��バチ

10:30-11:30

【TAIKOビクス
    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

13:00-14:00

【和��を�しもう�

  和���⾨

 〜�胴��〜】
�師/�間えりか

受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

14:00-15:30

【�州の�打ち基�】
�師/����佳

受�料/ ¥5,500

持ち物/�胴バチ or やぐらバチ

18:00-19:00

【TAIKOビクス
   TAIKOダンス】
インストラクター/�戸�⾥�
受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

 13:30-15:30
【��者向けエイサー
 「オジー⾃�の
  オリオンビール」】
  �師/�⽊⾥夏 
  受�料/￥6,600
  持ち物/パーランクー

13:30-15:00

【“�打ち”に挑戦�

和��で���動★】
�師/�⽥貴�

受�料/ ¥5,500  

持ち物/MIYABIバチ or 

            三宅��バチ

    

16:00-17:30

【腹筋を使って

 和��打ち�み�】
�師/古⾥�⼀郎

受�料/￥5,500 

持ち物/�胴バチ or ��バチ

 11:00-13:00

【⽥中�師と

「やらいでか」を打とう�】
 �師/⽥中杏平

 受�料/￥6,600 持ち物/�胴バチ

16:30-18:00

【�め打ちで曲打ち】
〜キャンディーズの曲を使って〜

�師/����佳

受�料/￥5,500 持ち物/�胴バチ

17:00-19:00

【�め打ち

 ��なフォームで

 打つ��】
�師/橋⼝��

受�料/￥6,600 

持ち物/�胴バチ

10:30-11:30

【TAIKOビクス
    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

19:30-21:30
【��シリーズ
     �しい�胴打ち�みに
     挑戦�】
 �師/⻄⽚�� 
 受�料/ ¥6,600 持ち物/�胴バチ

 19:30-20:30

【和��を�しもう�

 和���⾨〜⼤��〜】
 �師/�⽥貴�

 受�料/ ¥3,300 

 持ち物/⼤��バチ

15:30-17:00

【イチから�める

                     やぐら打ち】
�師/尾上綾菜

受�料/￥5,500

持ち物/�胴バチ

16:00-18:30

【マスター�上��

４点セットで

アンサンブルを�しもう】
�師/橋⼝��
受�料/￥7,700

持ち物/セットバチ

19:00-19:45
【TAIKO with Music】
リーダー/�鈴
受�料/ ¥3,300
持ち物/�胴バチ
    

15:15-16:45

【��者向け

      ⼤��の�み】
�師/���正
受�料/￥5,500

持ち物/⼤��バチ

10:30-11:30

【TAIKOビクス
    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

17:00-18:30

【�め打ち

  基�����の�授�】
�師/⼤川�史

受�料/￥5,500 

持ち物/�胴バチ

 08:30-09:15

【�活】�動�度�★
 �師/⽵内��

 受�料/￥3,300 

 持ち物/�胴バチ

18:00-19:00

【TAIKOビクス
   TAIKOダンス】
インストラクター/�戸�⾥�
受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

17:00-18:30

【担ぎ桶

 〜�⾯打ち・16��符を

     マスターしよう♪〜】
�師/古⾥�⼀郎
受�料/￥5,500

持ち物/担ぎ桶バチ
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16:30-17:30

【セット打ち】
�師/古⾥�⼀郎

受�料/￥4,400 

持ち物/セットバチ or ���バチ

14:00-15:30
【TAIKOビクス�員�向け] 
 �め打ちと
 �×�2点セット打ちに
          挑戦】
 �師/�⽥貴�
 受�料/ ¥5,500
 持ち物/�胴バチ

16:30-18:00

【⼤���

アナタのフォーム

⾒�します�⼤���】
�師/古⾥�⼀郎

受�料/￥5,500

持ち物/⼤��バチ
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19:00-19:45
【TAIKO with Music】
リーダー/�鈴
受�料/ ¥3,300
持ち物/�胴バチ
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＜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。
＜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。

※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！

青山

11:00-11:45
【TAIKO with Music】
リーダー/菜奈
受�料/ ¥3,300
持ち物/�胴バチ
    

������
⼀�ひとりみっちりレッスン

12:00-13:00

【�め打ち】
�師/�⽊�輔

受�料/￥4,400   持ち物/�胴バチ 

13:30-14:30

【���】
�師/�⽊�輔

受�料/￥4,400 持ち物/���バチ

15:00-16:00

【�胴��】
�師/古⾥�⼀郎

受�料/￥4,400 持ち物/�胴バチ 

18:00-19:00

【⼤��】
�師/古⾥�⼀郎

受�料/￥4,400 持ち物/⼤��バチ 

19:00-21:00
【"HIGH HOPES”
「スタールンバ」の
�胴フレーズを打とう�】
※��は別��照
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