
　　≪料金≫

　　　■年会費：2,000円　※兄弟2人目からは1人につき1,000円

　　　　　（スポーツ保険料・Ｉ-.NET維持管理費・NPO法人ＤＡＳ登録費込み）

　　　■施設維持管理費：2,000円　※兄弟2人目からは1人につき1,000円

　　　■月謝：下記に記載　※兄弟3人目からは3人目のお月謝が半額

　　　■その他の費用

　　　　　・レッスン着の指定があるクラスは、その購入費

　　　　　・イベント参加費のかかるイベントに参加する場合の費用

    ≪こどもクラス募集期間≫　※変更になる場合があります

　　　～2021/9/30まで

【バレエ】 【ストリートダンス】

■育成コース ■ちびっこストリート（幼児）

クラス名 対象 回数 月謝 クラス名 対象 回数 月謝

初等科 4歳～未就学児　※初心者可 週1回 4,950円 ちびっこストリート 4歳～未就学児　※初心者可 週1回 4,950円

中等科B 小学生　※初心者可 週2回 11,000円 ■キッズストリート（小学生）

中等科Ａ 中等科Ｂを経て確認テストにて決定 　　　　　　　　 週2回 11,000円 クラス名 対象 回数 月謝

高等科B 中等科Ａを経て確認テストにて決定 週2回 11,000円 小学生／高学年 小学生　※初心者可
※小学生は1～6年、高学年は4～6年対象

週1回 5,500円

高等科Ａ 高等科Ｂを経て確認テストにて決定 週2回 11,000円 中級Ｂ 小学生／高学年クラスを経て確認テストにて決定 週1回 5,500円

Ｓクラス 高等科Ａを経て確認テストにて決定 週2回 11,000円 中級Ａ 中級Ｂクラスを経て確認テストにて決定 週1回 5,500円

■エンジョイコース トップクラス 中級Ａクラス受講生から選考会にて選抜 週２回 11,000円

クラス名 対象 回数 月謝 ■ストリートダンス（中学生・高校生）

エンジョイバレエ 小学生　※初心者可 週1回 5,500円 クラス名 対象 回数 月謝

中高生 中高生　※初心者可 週1回 5,500円

【コンテンポラリーダンス】　　 中高生（中級） 中高生クラスを経て確認テストにて決定 週1回 5,500円

クラス名 対象 回数 月謝 トップクラスＢ 中高生中級クラスを経て確認テストにて決定 週２回 11,000円

児童Ｂ 4歳～小学生低学年　　※初心者可 週1回 4,950円 トップクラスＡ トップクラスＢ受講生から選考会にて選抜 週２回 11,000円

児童Ａ 小学生　　※初心者可（小学4年生以上） 週1回 5,500円

ジュニアＢ 児童Ａクラスを経て確認テストにて決定 週1回 5,500円 【BREAKIN'】

ジュニアＡ ジュニアＢを経て確認テストにて決定 週1回 5,500円 クラス名 対象 回数 月謝

ジュニア合同
ジュニアA・Ｂ クラスのレッスン受講生
※児童Aクラスの受講生は要相談

週1回 5,500円 初級（小学生）
小学生
※BREAKIN入門'講座受講生から選抜

週1回 5,500円

Ｓクラス ジュニアクラスから選考会にて選抜 週２回 11,000円 初級（中高生）
中高生
※BREAKIN入門'講座受講生から選抜

週1回 5,500円

【JAZZ】 【HOUSE】

クラス名 対象 回数 月謝 クラス名 対象 回数 月謝

小学生 小学生　　※初心者可 週1回 5,500円 中級
小学生～高校生
※HOUSE講座受講生から選抜

週1回 5,500円

小学生（中級） 小学生クラスを経て確認テストにて決定 週1回 5,500円

中高生 中高生　　※初心者可 週1回 5,500円

中高生（中級） 中高生クラスを経て確認テストにて決定 週1回 5,500円

2021年1月現在

　D-Lifeダンススクール こどもクラスは4歳～高校生対象。

　世界に羽ばたく自立したダンサーの育成を目指し、幼児期からの一貫したカリキュ

ラムと、年間を通したレッスンプログラムを提供しています。

 心身の発育・発達段階、技能の習熟度に合わせたレッスンを提供すると共に、芸

術・文化としてのダンスを学び、表現する力を育てます。

≪開設クラス一覧≫
※記載されている月謝等は消費税10％込みの価格です

 

【講座】
普段のレッスンにプラスアルファで受講できる講座制クラスもあります。
テーマ別に様々な講座を開設。全3回～10回程度の集中レッスンです。

★☆★無料体験レッスン受付中★☆★
お問い合わせ・体験レッスンのお申込はD-Lifeダンススクールまで♪

D-Lifeダンススクール（事務局）
■TEL&FAX  029-858-6380　(電話受付/月～金10:00～18:00）

■Ｅメール info@dance-life.jp　■住所 つくば市春日3-20-12
■ホーム―ページ　 www.dance-life.jp

ちびっこアクロバット／キッズアクロバット／BREAKIN'
HOUSE／LOCKING／バレエ・コンテトレーニング

フリースタイル ／ SOUL WAACK　　ほか

募集はその都度行います♪
対象・日程など、詳細はD-Life事務局（右記）までお問い合わせください！

D-Lifeダンススクールこどもクラス（常設/月謝制）

2021年度
見学・無料体験レッスン等のお問合せはD-Lifeダンススクール事務局まで！

詳しくはホームページ http://www.dance-life.jp をご覧ください。

「発表会」について

年度末にはこどもクラスの生徒全員が『DAS合同発表会（NPO法人DAS

主催）』に出演！

本格的なステージで一年の成果を発表します。

◎参加費：7,000円（2作品目から1作品増えるごとに＋3,000円）
◎衣装代：実費 ※参加費は2020年度の金額です



月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土
キッズストリート ちびっこ

小学生 ストリート
9:45～11:00 12:15～13:15

月 火 水 木 金 土 小池 圖司
バレエ ちびっこ キッズストリート
初等科 ストリート 小学生

12:00～13:00 11:15～12:15 13:30～14:45
田中 小池 圖司

エンジョイ キッズストリート キッズストリート
バレエ 中級B 中級B

13:15～14:30 12:30～13:45 14:45～16:00
伊波 小池 林田

バレエ キッズストリート ちびっこ キッズストリート
中等科B 中級A ストリート 中級A

14:45～16:00 14:00～15:15 16:00～17:00 16:00～17:15
田中 坂本 梅村 林田

バレエ バレエ バレエ ちびっこ キッズストリート キッズストリート ストリートダンス
中等科B 中等科A 中等科A ストリート 小学生 小学生 中高生

17:00～18:15 17:15～18:30 17:15～18:30 16:15～17:15 17:00～18:15 17:00～18:15 17:15～18:45
田中 西園 西園 圖司 圖司 梅村 林田

エンジョイ バレエ バレエ キッズストリート キッズストリート キッズストリート キッズストリート ストリートダンス キッズストリート キッズストリート
バレエ 高等科B 高等科B 中級B 小学生 小学生 小学生 中高生 高学年 中級Ｂ

18:30～19:45 18:00～19:30 18:00～19:30 17:15～18:30 17:15～18:30 17:15～18:30 17:15～18:30 17:00～18:30 18:15～19:30 18:15～19:30
三瓶 田中 田中 梅村 圖司 村下 梅村 久保田 國本 関口

バレエ バレエ ストリートダンス HOUSE中級 ＜講座＞ キッズストリート ストリートダンス ストリートダンス ストリートダンス ストリートダンス
高等科A・Sクラス合同 高等科A・Sクラス合同 中高生 （小中高） HOUSE（小中高） 中級B 中高生（中級） トップクラスB 中高生 中高生（中級）

19:30～21:00 19:30～21:00 18:30～20:00 18:30～20:00 18:30～19:45 18:45～20:00 18:30～20:00 18:30～20:00 19:30～21:00 20:15～21:45
田中 田中 梅村 坂本 坂本 村下 梅村 坂本 圖司 圖司

ストリートダンス ストリートダンス ストリートダンス ストリートダンス ストリートダンス
トップクラスA 中高生（中級） トップクラスB 中高生 中高生（中級）
20:00～21:30 20:00～21:30 20:00～21:30 20:00～21:30 20:00～21:30

月 火 水 木 金 土 小松原 圖司 坂本 梅村 坂本 月 火 水 木 金 土
コンテンポラリー ちびっこ

児童Ｂ ストリート
10:00～11:00 12:15～13:15

細川 月 火 水 木 金 土 上野
コンテンポラリー  キッズストリート
児童Ａ（1～3年） 小学生

11:15～12:30 13:30～14:45
佐藤 上野

コンテンポラリー ちびっこ キッズストリート
児童Ａ（4～6年） ストリート 中級Ｂ

12:45～14:00 10:30～11:30 14:45～16:00
細川 藤田 小松原

＜講座＞　バレエ・コンテ キッズストリート キッズストリート
トレーニング（ベーシック） 小学生 中級Ａ

14:00～15:15 11:45～13:00 16:00～17:15
伊藤 江連 小松原

バレエ コンテンポラリー キッズストリート BREAKIN' JAZZ  ストリートダンス
初等科 ジュニアB 小学生 初級（小学生） 小学生（中級） トップクラスB

16:00～17:00 15:30～16:45 17:00～18:15 17:00～18:15 17:15～18:30 17:15～18:45
伊波 細川 北奥 會津 上野 小松原

コンテンポラリー JAZZ バレエ JAZZ バレエ コンテンポラリー キッズストリート キッズストリート ＜講座＞ JAZZ ＜講座＞  ストリートダンス
ジュニアA 小学生 中等科Ｂ 小学生（中級） 中等科Ｂ ジュニアA 中級B 中級Ｂ BREAKIN'入門 中高生（中級） HOUSE（小中高） 中高生

17:00～18:30 17:15～18:30 17:00～18:15 17:15～18:30 17:00～18:15 17:00～18:30 14:30～15:45 18:15～19:30 18:15～19:45 18:45～20:15 18:15～19:30 18:45～20:15
伊藤 小池 三瓶 小池 三瓶 伊藤 江連 林田 會津 上野 小沼 小松原

コンテンポラリー JAZZ コンテンポラリー コンテンポラリー キッズストリート キッズストリート ちびっこ キッズストリート ストリートダンス BREAKIN' HOUSE中級 ストリートダンス
Sクラス 中高生（中級） ジュニア合同 Sクラス 小学生 小学生 ストリート 中級A 中高生 初級（中高生） （小中高） 中高生（中級）

18:30～20:00 18:45～20:15 18:30～19：45 18:30～20:00 16:15～17:30 16:30～17:45 16:15～17:15 15:45～17:00 19:30～21:00 19:45～21:15 19:45～21:15 20:15～21:45
伊藤 上野 細川 伊藤 坂本 佐々木 関口 佐々木 林田 會津 坂本 小松原

ストリートダンス JAZZ キッズストリート キッズストリート キッズストリート キッズストリート キッズストリート キッズストリート
中高生 中高生 中級B 中級B 中級A 小学生 小学生 トップクラス

20:00～21:30 20:15～21:45 17:30～18:45 17:45～19:00 17:15～18:30 17:15～18:30 17:00～18:15 17:15～18:30
岸田 上野 坂本 佐々木 佐々木 関口 佐々木 岸田 月 火 水 木 金 土

ストリートダンス ＜講座＞ ストリートダンス キッズストリート ストリートダンス ストリートダンス エンジョイ
中高生（中級） キッズアクロ トップクラスB 中級B トップクラスB 中高生 バレエ
18:45～20:15 19:00～20:15 18:30～20:00 18:30～19:45 18:30～20:00 18:30～20:00 9:30～10:45

坂本 佐々木 小松原 佐々木 佐々木 伊波
ストリートダンス ストリートダンス ストリートダンス
トップクラスA 中高生 中高生（中級）
20:00～21:30 20:00～21:30 20:00～21:30

小松原 岸田 岸田
＜講座＞

ちびっこアクロ
14:00～15:00

月 火 水 木 金 土 豊田
コンテンポラリー ちびっこ ＜講座＞ JAZZ ＜講座＞

児童Ｂ ストリート ちびっこアクロ 小学生 キッズアクロ
16:30～17:30 16:00～17:00 16:00～17:00 17:00～18:15 15:15～16:30

細川 久保田 豊田 北奥 豊田
キッズストリート キッズストリート コンテンポラリー ＜講座＞ キッズストリート ＜講座＞ JAZZ  キッズストリート

トップクラス 小学生 児童Ａ フリースタイル講座 小学生 キッズアクロ 中高生 小学生
17:15～18:30 14:15～15:30 17:30～18:45 17:30～19:00 17:15～18:30 17:15～18:30 18:30～20:00 17:00～18:15

岸田 藤田 細川 小松原 久保田 豊田 上野 関口
＜講座＞ ＜講座＞ ストリートダンス ストリートダンス キッズストリート

LOCKING（小中高） SOWL WAACK（小中高） 中高生 トップクラスB 中級Ｂ
18:15～19:45 18:45～20:15 18:15～19:45 ＜講座＞ 18:45～20:15 18:30～19:45

ICHI 村下 上野 テーマ別講座 小松原 関口
ストリートダンス 19:30～21:00  ストリートダンス
中高生（中級） 小松原 中高生
20:00～21:30 20:00～21:30

上野 関口

●「★」がついているクラスが『新規入会受け入れクラス』です

●＜講座＞と書かれたクラスは別途申込みが必要です。
　 詳細はD-Life事務局までお問い合わせください！ ■つくば南校　（つくば市稲岡66-1-A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

お問い合わせ・体験レッスンのお申込はD-Lifeダンススクールまで♪

D-Lifeダンススクール（事務局）
■TEL&FAX  029-858-6380　(電話受付/月～金10:00～18:00）
■Ｅメール info@dance-life.jp　■住所 つくば市春日3-20-12

■ホーム―ページ  http://www.dance-life.jp

＜開設クラス一覧＞ ※2021年1月 現在のクラス表です ■阿見スタジオ　（阿見町うずら野3-26-10） ■龍ヶ崎スタジオ　（龍ヶ崎市小通幸谷町288　QizMALL龍ヶ崎2F)

■つくばスタジオ　（つくば市春日3-20-12）

■Dシアター　（つくば市東平塚698-3） ■守谷スタジオ　（守谷市百合ヶ丘2-2485-5）

■学園スタジオ　（つくば市遠東417-1）

■新守谷スタジオ　（守谷市松前台1-3-2）

イオンモールつくば平面駐車場内

「スポーツシューレつくば」併設 クラブハウス2階


