
＜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。

※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！
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17:00-18:30

【イチからはじめる
  �×� 2点セット】
�師/�⽊⾥夏
受�料/ ¥5,500

持ち物/�胴バチ

16:30-18:30
【「ダイナミック琉�」に
 �わせてエイサーの基�を
 �ぼう�】
�師/���正
受�料/ ¥6,600

持ち物/パーランクー
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19:00-20:00

【発��向け�いい��を
 するための��を�授�】
�師/���正
受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

19:15-20:45
【�め打ち】
流⾏りのJ-POP曲に�わせて打とう�
�師/�⽊�輔
受�料/ ¥5,500

持ち物/�胴バチ or �めバチ

19:45-20:45

【発��向け�いい��を
 するための��を�授�】
�師/尾上綾菜
受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

18:45-20:15

【�����基�】
�師/�⽥�⼀郎
受�料/ ¥5,500

持ち物/�バチ

18:45-20:15

【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

16:30-17:30

【⼤��
    打ち�みます�】
�師/����佳
受�料/ ¥3,300

持ち物/⼤��バチ

17:30-19:00

【�め打ち基�】
  �回しや�りなどの
    �作を�ぼう�
�師/橋⼝��
受�料/ ¥5,500

持ち物/�胴バチ or �めバチ

19:00-20:30

【和���⾨】
�師/�間えりか
受�料/ ¥5,500

持ち物/�胴バチ

8:30-9:15

【�活×TOKYO JUICE】
�動�度:★★★★

⼤��、�胴サーキット�
�師/古⾥�⼀郎 受�料/ ¥4,400

持ち物/⼤��バチ・�胴バチ

9:15-10:15
【発��向け�いい��を
      するための��を�授�】
�師/⽥��野 受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

11:30-12:15

【TAIKO with Music】
リーダー/�鈴 受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

8:30-9:15
【�活】�動�度:★★★

        ⼤���
�師/尾上綾菜
受�料/ ¥3,300

持ち物/⼤��バチ

9:30-10:30
【ひたすら打ち�む1時間】
          �胴���
�師/尾上綾菜
受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

18:30-20:00
【���正作曲「サバンナ」を
      使って2点セット打ち】
�師/���正

受�料/ ¥5,500

持ち物/セットバチ or �バチ

18:30-19:30
【�汗��焼�TAIKOビクス】
インストラクター/�⽥貴�
受�料/ ¥3,300 持ち物/�胴バチ

21:15-22:15
【4����
    みっちり�め打ち基�】
�師/�⽊�輔 受�料/ ¥4,400

持ち物/�胴バチ or �めバチ

13:45-14:45
【TAIKOビクス�員�向け】
       �胴��基�打ち
�師/尾上綾菜
受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

20:30-21:30
【ビギナークラス���】
発���前「⾵」をおさらい�
�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

19:00-21:00

【�闊プレWS】
�師/�⽥�⼀郎
受�料/ ¥6,600

持ち物/MIYABIバチ or �胴バチ

14:00-16:00
【きのこ�師作曲「雷来」を
 ��しよう�】⼤���
�師/中�きのこ
受�料/ ¥7,000

持ち物/⼤��バチ

16:30-18:00

【和���⾨】
�師/���正
受�料/ ¥5,500

持ち物/�胴バチ

19:00-20:30

【��者向け】
   やぐら打ち向上
�師/尾上綾菜
受�料/ ¥5,500

持ち物/�胴バチ

14:00-15:00

【4�����
     チャッパ�⾨】
�師/⽵内��
受�料/ ¥4,400

持ち物/チャッパ※レンタル有

19:45-20:30
【TAIKO with Music】
リーダー/菜奈
受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

17:30-18:30
【ひたすら打ち�む1時間
      ×BLUE DRAGON】
※プロテイン付
�師/���正
受�料/ ¥4,400

持ち物/�胴バチ

11:00-12:30

【�かいリズムに
       挑戦�����】
�師/����
受�料/ ¥5,500

持ち物/セットバチ or �バチ

16:30-18:30

【�×�×�
   3点セット��基�】
�師/橋⼝��
受�料/ ¥6,600

持ち物/�胴バチ

16:00-17:30

【和���⾨】
�師/�⽥貴�
受�料/ ¥5,500

持ち物/�胴バチ

8:30-9:15
【�活】�動�度:★★★

         ⼤���
�師/⽵内��
受�料/ ¥3,300

持ち物/⼤��バチ

17:00-18:00
【発��向け�いい��を
      するための��を�授�】
�師/�⽊�輔 受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ
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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
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10:30-12:00

【和���⾨】
�師/����
受�料/ ¥5,500

持ち物/�胴バチ

16:00-17:30
【”�打ち”に挑戦�
   和��で���動★】
�師/�⽥貴�
受�料/ ¥5,500

持ち物/MIYABIバチor �胴バチ

11
19:45-20:45
【イチからはじめる
 �×� 2点セット打ち�み】
�師/�⽥貴�
受�料/ ¥3,300

持ち物/�胴バチ

18:15-19:15
【7�����
  ��で打ち�む⼤��】
�師/�⽥ケンタ
受�料/ ¥4,400

持ち物/⼤��バチ
13:00-15:00
【⽯橋�師と盆��】
      「��お七」
�師/⽯橋��
受�料/ ¥6,600

持ち物/�胴バチ or �めバチ

17:30-18:30
【あなたにあったフォームを
 ご提�】⼤���
�師/古⾥�⼀郎
受�料/ ¥3,300

持ち物/⼤��バチ

11:00-14:00

【たっぷり3時間
「女打ち」に挑戦�】
�師/����佳
受�料/ ¥8,800

持ち物/�胴バチor やぐらバチ

15:00-16:30

【担ぎ桶】
  �⾯打ちに挑戦★
�師/⼟���
受�料/ ¥5,500

持ち物/担ぎ桶バチ

10:30-11:30
【��で和��を�しもう♪」
�師/�⽥貴�
受�料/ ¥3,000

持ち物/�胴バチ


