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D-Lifeは、みなさんのダンスライフを応援します！
　D-Life ダンススクールでは、大人の方向けに、バレエ ・ ストリートダンス ・ アクロバットのレッスン

を開講しています。一定のペースで着実にレベル up を目的とする「講座制クラス」と、好きな時に、

好きなクラスを、好きなだけ受講できる「オープン（チケット制）クラス」があります。

　☆オープンクラスの体験レッスン受付中！ご不明な点は、D-Lifeダンススクールまでお気軽にお問い合わせ下さい。

HIPHOP / JAZZ / BALLET EXERCISE

学園スタジオ：つくば市遠東 417-1

■お問い合わせ・体験レッスンのお申込は・・・

D-Lifeダンススクール

・TEL&FAX   029-858-6380（電話受付 / 月～金 10：00 ～18：00）
・E-mail    info@dance-life.jp
・ホームページ　http://www.dance-life.jp

http://d-life.renrak.mobi/

『携帯サイトの登録はお済みですか？』

休講、代講情報はメール連絡網にて

お知らせしています。

携帯サイト、メール連絡網ともに

ご登録下さい !

つくばスタジオ／学園スタジオ／阿見スタジオ／龍ヶ崎スタジオ／守谷スタジオ／Dシアター

2017年度第1期（4月～6月）春になったら...新しいこと始めませんか？

■クラス表　 ＜学園スタジオ＞

月 火 水 木 金

午
前

午
後

夜

バレエ

エクササイズ

10:45-12:00

伊波

（講座）

　ママさん

ストリート

11:45-13:00

坂本

（講座）

バレエ

エクササイズ

10:30-11:45

伊波

（講座）

JAZZ

入門・初級

20:30-22:00

上野

（オープン）

LOCKING

入門

20:30-22:00

藤田

（オープン）

■料金など（料金は消費税込み）
オープン（チケット制）クラス
大人向けチケット制クラス。好きな時
に、好きなクラスを受けられます。チ
ケットは全クラス・全スタジオ共通です。

■年会費　
　1,000 円

■全クラス共通チケット
(有効期限：6ヶ月、消費税込み）

◎1回券／ 1,728 円 　   ◎5 回券／ 7,560 円
◎10 回券／ 14,040 円　◎非会員／ 1回 2,160 円
◎学生 5回券／ 5,400 円

講座制クラス
幅広い人を対象に様々なテーマで
開設する講座です。

■年会費　　なし
※講座制クラスに参加されるには、事前のお申込みが
　必要です
※スケジュール・受講料は講座によって異なります
　裏面の案内をご確認ください

■体験レッスン　1,080 円（お一人様 1回限り）

※NPO法人Dance Association Seeds会員対象
　のサービスを受ける際には、登録料として別途
　1000円必要です。

SOUL  WAACK

入門

20:30-22:00

村下

（オープン）

New!!



＜講座制クラス受講申込みのご案内＞　　　　　　　　　
　　　D-Life 宛に、電話・FAX・メールにてお申込み下さい。（①氏名　②受講希望クラス　③ご連絡先をお知らせ下さい。）

　　　D-life より受講決定のお知らせを講座開始 1週間前までにご連絡いたします。（申込みは先着順となります。募集人員を超えた場合はキャンセル待ちとなります。）

　　　受講料は講座の初回にお支払い下さい。受講料は原則として払戻しはいたしません。

講座制クラス ～同じメンバー、一定のペースで着実に！

　　　　　　　　　　  　事前のお申込みが必要です。～

■バレエエクササイズ講座（全 10回）

学園スタジオ (月 ) 10：30 ～ 11：45

講師　　伊波周子

　バレエのメソッドを使っての体づくりを目的としたクラスです。柔軟性やきれいな姿勢を身に付けた
い方にもぜひおすすめです。レッスン前半はゆったりとしたストレッチでからだのすみずみまで筋肉を
ほぐし、後半では簡単なバーレッスンで美しい姿勢づくりを行います。年齢問わず、自分のペースで取
り組んでいただけるクラスです。

[日程 ]　

＊初心者向けゆったりクラス

学園スタジオ ( 水 ) 10：45 ～ 12：00 [ 日程 ]　

4/10，17，24      5/8，15，22，29      6/5，12，19
4/12，19，26      5/10，17，24，31     6/7，14，21

■ママさんストリート講座（全 10回）

学園スタジオ ( 火 ) 11：45 ～ 13：00

講師　　坂本晴一

　初心者から経験者まで対象。ゆったりとしたストレッチから、筋力トレーニング、アイソレーション、
リズムトレーニングなど踊る為に必要な技術・リズム感を身につけていきます。有志を募ってイベント
に参加することもあり、お客さんを前にパフォーマンスも経験できます。楽しく踊って心もからだもリフレッ
シュしましょう！

[日程 ]　4/11，18，25      5/9，16，23，30      6/6，13，20

クラス紹介 /日程

オープン (チケット制 )クラス
～レッスンごとにお支払いいただくチケット制。

                   　　　　　　　　　気軽に参加できます。～

お願い：スタジオへの入室は１０時以降に、退室はレッスン後 1時間以内にお願いいたします。

◎申込み受付期間
3/19（日）10:00 ～ 4/2（日）18:00

◎料金
全 10 回　10,800 円

◎申込み受付期間
3/19（日）10:00 ～ 4/2（日）18:00
※月曜、水曜クラス共通

◎料金
全 10 回　10,800 円

★先生より
　皆さんに JAZZ の楽しさを体感し

て頂けるように、程よくストイック

に、楽しくレッスンしていきます。

JAZZ ならではの表現力を一緒に身

に付けていきましょう！　

■JAZZ 入門・初級
学園スタジオ (月 ) 20：30 ～ 22：00

講師　　上野真帆

　初心者から経験者まで楽しめるクラスです。前半はジャズを踊る上で必要な基礎作り、身体作りを中
心に行い、後半はスローな曲からビートの強い曲まで、幅広く踊ることにより、表現力、テクニック、パワー
を身に付けられるよう、レッスンしていきます。

[日程 ] 4/10，17，24　　5/8，15，22，29　　6/5，12，19，26

★先生より
　ダイナミックにビシバシ動いた
り、みんなと同じステップでワイワ
イ楽しんだり、さまざまな顔を持つ
ロックダンス。
　時にストイックに、時にラフに、
一緒に楽しんでいきましょう！

■LOCKING 入門
学園スタジオ ( 木 ) 20：30 ～ 22：00

講師　　藤田翔吾

　初心者から経験者まで楽しんでいただけるクラスです。ダンスを通してのコミュニケーションを大事に
しながら、LOCKINGの技はもちろん、リズムやアイソレーションといったダンスの基礎練習も取り入れ
ることで、より広くダンスを楽しめるような身体を作っていきます。

[日程 ] 4/13，20，27　　5/11，18，25　　6/1，8，15，22，29

★先生より
ゆっきーです！ダンス未経験の方

も、経験者の方も一緒におしゃれに

楽しく踊りましょう！たくさんの

方々とご一緒できることを楽しみに

しています。ぜひ一度、受けに来て

ください！！

■SOUL  WAACK 入門 講師　　YUCKY

学園スタジオ ( 火 ) 20：30 ～ 22：00 　
[ 日程 ] 

　初心者から経験者まで楽しんでいただけるクラスです。ストリートダンスに必要な体の使い方、アイ
ソレーション、リズムや WAACK ダンスに必要な手の使い方、テクニックと表現力を Funk Music や
Soul Music に合わせて楽しくレッスンを行います。

4/11，18，25　　5/9，16，23，30　　6/6，13，20，27

New!!


