
NO 曜日 レッスン名 回数 対象 参加費（税込） 税別価格 消費税額 消費税率 場所 定員 靴

23 初めての麻雀教室 10 10:00 ～ 12:00 ¥12,200 ¥11,091 ¥1,109 10% 12 ×

24 麻雀教室初中級 10 13:00 ～ 15:00 ¥12,200 ¥11,091 ¥1,109 10% 12 ×

4 やさしいフラダンス　エカヒ 10 11:30 ～ 12:30 ¥7,100 ¥6,455 ¥645 10% スタ1 35 ×

5 ベリーダンス 12 12:45 ～ 13:45 ¥8,520 ¥7,746 ¥774 10% スタ1 40 ×

6 やさしいフラダンス　エルア 10 14:15 ～ 15:15 ¥7,100 ¥6,455 ¥645 10% スタ1 35 ×

8 初めてのクラシックバレエ 12 13:30 ～ 14:30 ¥10,920 ¥9,928 ¥992 10% スタ1 20 〇

9 クラシックバレエ初中級 12 14:45 ～ 15:45 ¥10,920 ¥9,928 ¥992 10% スタ1 20 〇

11 ストライクボクシング① 13 11:00 ～ 12:00 ¥9,230 ¥8,391 ¥839 10% スタ2

12 ストライクボクシング② 13 12:15 ～ 13:15 ¥9,230 ¥8,391 ¥839 10% スタ2 20 〇

NO 曜日 レッスン名 回数 対象 参加費（税込） 税別価格 消費税額 消費税率 場所 定員 靴

16 ベビーフィットリトミック 12 10:15 ～ 11:15 2～12ヶ月 ¥8,520 ¥7,746 ¥774 10% スタ1 20 〇

17 よちよち親子フィットリトミック 12 11:30 ～ 12:30 1～2歳 ¥8,520 ¥7,746 ¥774 10% スタ1 20 〇

18 水曜 キッズチアダンス 10 16:20 ～ 17:20 4歳～小2 ¥7,100 ¥6,455 ¥645 10% スタ1 12 〇

20 木曜 キッズビート体操 12 15:45 ～ 16:45 3～6歳 ¥8,520 ¥7,746 ¥774 10% スタ1 15 〇

22 金曜 子どもフラダンス 10 17:00 ～ 18:00 5歳～小6 ¥7,100 ¥6,455 ¥645 10% スタ1 15 ×

NO 曜日 レッスン名 回数 対象 月会費（税込） 税別価格 消費税額 消費税率 場所 定員 靴

2 初めての社交ダンス
3～4
/月

12:45 ～ 13:45 ¥2,540 ¥2,310 ¥230 10% 20 ○

3 軽やかにたのしく社交ダンス
3～4
/月

14:15 ～ 15:45 ¥2,540 ¥2,310 ¥230 10%

NO 曜日 レッスン名 回数 対象 月会費（税込） 税別価格 消費税額 消費税率 場所 定員 靴

13 キッズバレエ 3～4回
/月

15:15 ～ 16:00 4～6歳 ¥4,880 ¥4,437 ¥443 10% スタ1 15 ○

14 ジュニアバレエ① 3～4回
/月

16:15 ～ 17:15
小1～
3年生

¥4,880 ¥4,437 ¥443 10% スタ1 15 ○

15 ジュニアバレエ② 3～4回
/月

17:30 ～ 18:30
小4～
6年生

¥4,880 ¥4,437 ¥443 10% スタ1 15 ○

※日程・回数・金額は変更になる場合がございます。ご入金時に確定の内容をご案内致します。
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①3ヶ月10〜12回行う４期制の登録制教室です。

②会費は、一括前納制で初めに一括してお支払い頂きます。

①年間を通し継続してご参加頂ける登録制教室です。

②会費は、月払い前納制でお支払い頂きます。

２次募集開始します！

お申し込みは電話またはフロントにてお申込み可能です。（3/2は電話受付のみ）


