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つくばカピオホール

（つくば市竹園1-10-1）
つくばカピオホール

（つくば市竹園1-10-1）

第2部　開場13:15／開演13:30／終演14:15第2部　開場13:15／開演13:30／終演14:15

［こども］ バレエ・コンテトレーニング講座

 阿見スタジオ HOUSE講座（小中高生合同）

［大人］ つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座

 龍ヶ崎スタジオ　HIPHOP入門講座

 Dシアター LOCKING入門講座

第4部　開場18:15／開演18:30／終演19:15第4部　開場18:15／開演18:30／終演19:15

［こども］ 作品練習クラス（バレエ）

 つくば南 LOCKING講座（小中高生合同）

 守谷スタジオ HOUSE講座（小中高生合同）

［大人］ 阿見スタジオ WAACK入門・初級講座

 学園スタジオ JAZZ入門・初級講座

第1部　開場10:45／開演11:00／終演11:45第1部　開場10:45／開演11:00／終演11:45

［こども］ 夏休み集中HIPHOP講座（小学生）

［大人］ つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座

 学園スタジオ ママさんストリート講座

 学園スタジオ HIPHOP SHO-HEY style講座

 龍ヶ崎スタジオ ストリートダンス入門講座

 U-25ティンティンJAPAN講座

第3部　開場15:45／開演16:00／終演16:45第3部　開場15:45／開演16:00／終演16:45

［こども］ 夏休み集中HIPHOP講座（中高生）

 スタジオ作品（つくばスタジオ）

［大人］ つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座

 学園スタジオ SOUL WAACK入門講座

 Dシアター ママさんストリート講座

 新守谷スタジオ HIPHOP入門講座
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029-858-6380
info@dance-life.jp

D-Life Entertainment
ディーライフ エンターテインメント



  1.  Dシアター LOCKING入門講座 Power of ロックダンス

  2.  玉木 千鶴 ・ 柿崎 京子　つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座 パッション

  3.  武田 梓　つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座 「眠れる森の美女」より オーロラ姫のヴァリエーション

  4.  鳥居 万椰　つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座 「ダイアナとアクティオン」より ダイアナのヴァリエーション

  5.  バレエ・コンテトレーニング講座 空へ

  6.  龍ヶ崎スタジオ　HIPHOP入門講座 Moody gals

  7.  阿見HOUSE講座（小中高生合同） 足舞足踏

  1.  学園スタジオ ママさんストリート講座  POISON IVY

  2.  龍ヶ崎スタジオ ストリートダンス入門講座  End of Summer

  3.  高井 久仁子　つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座  「パキータ」よりヴァリエ―ション

  4.  斎藤 雅子　つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座  「くるみ割り人形」より 金平糖の精のヴァリエーション

  5.  森 佳織　つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座  「白鳥の湖」より 王子の友人のヴァリエーション

  6.  U-25ティンティンJAPAN講座  Shout!!

  7.  夏休み集中HIPHOP講座（小学生）  GOLD RUSH

  8.  学園スタジオ HIPHOP SHO-HEY style講座  eden
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第4部　開場18:15／開演18:30／終演19:15第4部　開場18:15／開演18:30／終演19:15

第3部　開場15:45／開演16:00／終演16:45第3部　開場15:45／開演16:00／終演16:45

  1.  学園スタジオ SOUL WAACK入門講座  BEST HIT'S STUDIO

  2.  夏休み集中HIPHOP講座（中高生）  diva

  3.  スタジオ作品（つくばスタジオ）  Amazing Grace

  4.  森田 三奈　つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座  「白鳥の湖」より 王子の友人のヴァリエーション

  5.  成島 伊津子　つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座  「ライモンダ」より ヴァリエーション

  6.  野本 美穂　つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座  「海賊」より メドーラのヴァリエ―ション

  7.  Dシアター ママさんストリート講座  bijou-2020-

  8.  新守谷スタジオ HIPHOP入門講座  Black Magic!!
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Dシアター
ママさんストリート講座

Dシアター
ママさんストリート講座

  1.  奥津 百恵　作品練習クラス（バレエ）  「海賊」より　オダリスク第2ヴァリエーション

  2.  山中 依真　作品練習クラス（バレエ）  「眠れる森の美女」より　リラの精のヴァリエーション

  3.  阿見スタジオ WAACK入門・初級講座  Session

  4.  つくば南 LOCKING講座（小中高生合同）  LOCKING 1.2.3!!

  5.  吹田 琴音　作品練習クラス（バレエ）  「眠れる森の美女」より　リラの精のヴァリエーション

  6.  田村 真苗　作品練習クラス（バレエ）  「コッペリア」第１幕より　スワニルダのヴァリエ―ション

  7.  奥津 若菜　作品練習クラス（バレエ）  「ファラオの娘」より　アスピシアのヴァリエ―ション

  8.  守谷スタジオ HOUSE講座（小中高生合同）  守谷’s お洒落Bar

  9.  学園スタジオ JAZZ入門・初級講座  Weathering With You
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WAACK入門・初級講座

阿見スタジオ
WAACK入門・初級講座
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JAZZ入門・初級講座
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JAZZ入門・初級講座



★★★Dコレ2020本番の様子を更新中！★★★

D-Collection 2020

主 催 ／ D-Life Entertainment

協 力 ／ D-Life Support  D-Life Dance School

技術顧問 ／ 村田芳子（筑波大学 体育系 名誉教授）

映像配信・写真・ビデオ撮影 ／ 第二映像企画　
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つくばカピオホールへご来場いただく皆様へのお願いつくばカピオホールへご来場いただく皆様へのお願い

＜ご来場いただく前に・・・＞
■以下に該当される方はご来場をお控えください
※チケット料金は払い戻しいたします
1. 発熱、息苦しさ、強いだるさ、咳、咽頭痛などの症状がある方
2. ご家族に［1.］の症状がある方
3. 過去2週間以内に感染拡大している国や地域への渡航歴がある方

＜ご来場いただく際のお願い＞
1. 必ずマスクを着用してください。
2. 入場直後の手指消毒・手洗いにご協力ください。
3. 健康チェックシートをご提出ください。
→健康チェックシートはチケットの裏面にございますので、必ず事前に
　ご記入の上、ご来場ください。

＜会場・客席でのお願い＞
1. つくばカピオ館内は飲食禁止になっております。ご注意ください。
2. 指定席となっておりますので、ご自身の座席以外に移動しての利用は
　 ご遠慮ください。
　 また、立見は消防法により禁止されております。お控えください。
3. 必ずマスクを着用してください。
　大きな声での声援はご遠慮ください。ぜひ拍手で盛り上げてください。
4.  ホール内での写真撮影・ビデオ撮影はご遠慮ください。
　 また、スマートフォン・携帯電話・ゲーム機・アラーム付時計は音の
　 出ない設定にしてください。
5.  つくばカピオ館内及び周辺は「路上喫煙禁止地区」となっており、
　 全面禁煙です。
6.  再入場の際には半券の提示をお願いいたします。
7.  会場内では係員の指示に従ってください。

配信をご覧いただく皆様へのお願い配信をご覧いただく皆様へのお願い
1. 配信はインターネット環境の整ったところでご視聴ください。
　もし画面が止まってしまったり、音と映像のズレがある場合は、
　以下をお試しください。
　　★PCで閲覧の方→ウェブブラウザの更新
　　★携帯電話・スマートフォンでご覧の方→アプリの再起動
　それでも修正できない場合は、PC・スマートフォンなどを
　再起動していただくと、スムーズにご覧いただけると思います。

2. 画質の設定は、ご覧いただいている画面の「歯車ボタン」から
　変更できます。映像がカクつく場合は普通画質の480pに設定する、
　高画質で見たい場合は720pに設定するなど、ご利用端末の性能と
　インターネット環境に合わせて、お好みで設定してください。

3. イベント上演中の映像の「撮影・画面録画・録音」は一切禁止とさせて
　いただきます。

4. 9/28（月）23:59まで、見逃し配信をご覧いただけます！
　もう１度見返したい方や、ご都合で見られなかった方にもぜひご覧
　いただければ幸いです。

＜万が一、配信が止まってしまった際には・・・＞
　万が一ご視聴いただく上で何か問題があった場合は、配信映像の
　概要欄に全ての情報をアップしております。
　お困りの際はそちらをご確認いただけますよう、お願いいたします。


