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MAISON DE BALLET Minami-Aoyama 

 
 

実 施 期 間  5/3(水・祝) ~ 5/7(日) (受付時間は各日ともレッスンおよびイベントの開催時間と同一です)  
チャージ額 30,000 円 50,000 円 100,000 円 

プレゼント・ポイント 通常3%が5% (1,500円分) 通常5%が8% (4,000円分) 通常10%が15% (15,000円分) 

3ヶ月当たり受講目安(CD伴奏付ﾚｷﾞｭﾗｰ・ｸﾗｽの場合) 約14回 (週約1回) 約23回 (週2回弱) 50回 (週約4回) 
 
＊ チャージ額にかかわらず、期限(最終チャージ日から 3 ヶ月目の日) までに追加チャージ(最低単位 10,000 円)をしていただくことで、残額ごとすべて 3 ヶ月間延長されます。 
＊ 追加チャージによる期限延長は何度でも可能です。多めに購入されても、以降追加チャージしながらご利用になれば失効することはありませんのでご安心ください。 
＊ お手元のプリペイドカードが失効しているため再発行を希望される場合は、手数料 500 円を頂戴いたします。 
＊ 他の特典とはご併用いただけません。 

 

●イベント１● 舞台ヘアメイク講座 ＆ 衣裳を選んでフォトセッション 

＜舞台へアメイク講座＞ ダンサー・講師として経験豊富な土田さと子先生は、表舞台だけでなく、各所の公演・発表会の楽屋や舞台袖でダ

ンサー達の面倒を見るスペシャリストでもあります。特にヘアメイクのセンスと的確さはお墨付き！ＧＷは、さと子先生による舞台用ヘアメ

イクの１日講座からスタート。是非、プロフェッショナルから学ぶ別格の「崩れない・落ちない」ヘアメイクを習得されてください☆ 

日  時 5/3(水・祝) 11:00-13:30 要予約  
参 加 費 (会員様・ビジター様とも) 3,800 円＋消費税  

持 ち 物 
 

つけまつげ (ボリュームのあるタイプ)*／手鏡、大き目のタオル、ヘアゴム (細め・ひも状のもの)*／アメリカピン*／U ピン*／ 
バレエ用ヘアネット*／整髪料(固める効果のあるジェル、スプレーなど)       *印は事前予約にて購入も可能です 

 

＜衣裳を選んでフォトセッション＞ 「舞台ヘアメイク講座」で仕上げたヘアメイクにお衣裳を着け、プロの舞台カメラマ

ンにポーズ写真を撮ってもらえるフォトセッションを行います！！バレエ講師によるポーズ指導付で、一生の思い出になるき

ちんとしたお写真が残り、この価格は大変お得です！お衣裳の取り扱いなど普段は知ることのできないマナーも学べます。 

日  時 5/3(水・祝) 14:00-17:00 要予約  

参 加 費 (会員様・ビジター様とも) 11,000円＋消費税 

ご料金には、衣裳代、ポーズ指導料、１ポーズ分撮影料、２L サイズポートレート写真(台紙付)１枚を含みます。 

 

* オプションにてポーズ追加、別サイズ焼増し、額装、データお引渡し可能です。オプション料金はお申込み時にご案内いたします。 
* 「衣裳を選んでフォトセッション」みの参加でヘアメイクが必要な方は、別途 3,000 円＋消費税を申し受けます。 

持 ち 物 バレエ用タイツ／ポアント(履かれる方)／ボディーファンデーション(お持ちの方) 
(お衣裳の持ち込みも可能ですが、その場合も参加費は変わりません) 

＜●イベント１●共通＞ 

講  師 土田 さと子 先生(牧阿佐美バレヱ団)（人数によりアシスタントの先生が付きます） 

お 申 込 4/26(水)までに、所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、参加費を添えてお申込みください 
(ご来館になれない方は、Faxでのお申込み後、銀行振込にて参加費をお振込みください)。 

*イベントの性質上、4/26以降のキャンセルについては参加費はご返金は致しません。あらかじめご了承ください。 

●イベント 2● バレエ用品フリーマーケット ＆ トウシューズ試着・受注会 
日  時 5/3(水・祝) 15:30-18:30  5/4(木・祝) 10:30-18:00 

＜バレエ用品フリーマーケット＞ お手元でご不要となったバレエ用品を格安で譲り合っていただけるフリーマーケットを開催いたします。 

買ってみたけどちょっとイメージと違ったレッスンウェアや、微妙に足に合わなかったトウシューズなど、まだキレイなのに眠っている

バレエ用品をご出品ください。出品商品の管理および販売はすべて当スタジオで代行させていただきます。 

出品をご希望の方には「フリマ出品ガイド」をお渡ししますので、事務局までお問い合わせください。 
 *フリーマーケットでの商品購入のお支払は現金のみとさせていただきますのであらかじめご了承ください。 

＜トウシューズ試着・受注会＞ 新宿サブナードのバレエ・ダンス用品専門店「シルビア」は、トウシューズ

の種類が豊富なことでもおなじみです。 

同店で人気の国産・外国産のトウシューズを、メゾンで試着・注文できるチャンスです！お店まで行くのがちょ

っと遠いという方、またポアントを色々試し履きしてみたい方、受注会でのご購入に限り、シルビア製品15%、

それ以外の製品5%OFFとなります。*当日は試着・受注およびお支払(現金のみ)のみお受けし、商品のお渡しは後日になります 
  

（裏面もご覧ください） 

ご来館を心よりお待ち申し上げております。 
MAISON DE BALLET Minami-Aoyama（メゾン・ドゥ・バレエ南青山） 

住所:  〒107-0062 東京都港区南青山 4-25-12 OXY HORIBE ビル B1 
URL:  http://mbma.jp/    TEL:  03-6418-4437    Email:  contact@mbma.jp



 MAISON DE BALLET Minami-Aoyama SVN20170413001 

♪ 価格はすべて税込価格です。 

♪ 「要予約」のクラスについては事前にご来館、お電話(03-6418-4437)または WEB サイト予約にてご予約ください 

♪ 恐れ入りますが、ご予約を当日キャンセルされた場合は所定のご受講料の 100％を申し受けます。 

♪ クラスのレベルについては下部の記載を参考になさってください。  
5/5 

(金・祝) 

逸見 智彦 先生 (牧阿佐美バレヱ団) GW 特別クラス 

 

 11:00-13:00  「初中級ロング」 

講 師：  逸見 智彦 先生 (牧阿佐美バレヱ団)  

受講料：  会員様 3,100 円(税込) ／ ビジター様 4,200 円(税込) 

笠井 裕子 先生 (牧阿佐美バレヱ団) GW 特別クラス 

 

13:10-14:40  「基礎初級」 

 14:40-16:10  「バー＆ポアント 90」 

講 師：  笠井 裕子 先生 (牧阿佐美バレヱ団) 

受講料：  「基礎初級」  会員様 2,300 円(税込) ／ ビジター様 3,100 円(税込) 
「バー＆ポアント 90」  会員様 2,300 円(税込) ／ ビジター様 3,100 円(税込) 

 

5/6 
(土) 

塩澤 奈々 先生 (牧阿佐美バレヱ団) GW 特別クラス 

11:00-12:30  ♪PIANO♪「基礎初級」 

12:30-13:00  「ショートポアント 30」 

講 師：  塩澤 奈々 先生 (牧阿佐美バレヱ団) 

受講料：  「基礎初級」 会員様 2,500 円(税込) ／ ビジター様 3,100 円(税込) 
「ショートポアント 30」 会員様 1,000 円(税込) ／ ビジター様 1,300 円(税込)  

 

諸星 静子 先生 (牧阿佐美バレヱ団) GW特別クラス 

13:10-14:40  ♪PIANO♪「基  礎」(予約不要)  

14:45-16:15  「基礎レベルのバー＆ポアント 90」 

講 師：  諸星 静子 先生 (牧阿佐美バレヱ団) 

受講料：  「基  礎」  会員様 2,500 円(税込) ／ ビジター様 3,400 円(税込) 
「基礎レベルのバー＆ポアント 90」  会員様 2,500 円(税込) ／ ビジター様 3,400 円(税込) 

石田 亮一 先生 (牧阿佐美バレヱ団) GW 特別クラス 

 

 
16:20-18:20  ♪PIANO♪「初級ロング」 

講 師：  石田 亮一 先生 (牧阿佐美バレヱ団) 

受講料：  会員様 3,300 円(税込) ／ ビジター様 4,500 円(税込) 

5/7 
(日) 

大滝 眞由美 先生(NPO 法人バーアスティエ協会公認講師) GW 特別クラス 

 

 

11:00-12:15  要予約「フロア・バレエ(バーアスティエ)入門」 

内 容：  バレエのバーレッスンを基に作られた独自の動きを音楽に合わせて行う床のバレエです。柔軟性・関節の可動域
を高め、解放された精神状態を生み出すことにより、心身の一番良い状態を発見していくことができます。 

講 師：  大滝 眞由美 先生 (NPO 法人バーアスティエ協会公認講師) 

 受講料：  会員様 2,500 円(税込) ／ ビジター様 3,300 円(税込) 

岡本 麻由 先生(牧阿佐美バレヱ団) GW 特別クラス 

12:20-13:50   「ストレッチ＆入門」 

講 師：  岡本 麻由 先生 (牧阿佐美バレヱ団)  

 受講料：  会員様 2,500 円(税込) ／ ビジター様 3,400 円(税込)  (回数券お持ちの方もお使いいただけます) 

 笠井 裕子 先生 (牧阿佐美バレヱ団) GW 特別クラス 

 14:00-15:30  ♪PIANO♪「基礎初級」 

 15:40-17:10  要予約  ♪PIANO♪「ヴァリエーション90 (パキータ パ・ド・トロワ第1Va.)」(バレエシューズ受講可) 

 内 容：  美しいお手本が好評の笠井裕子先生のヴァリエーションクラス、今回は「パキータ」の「パ・ド・トロワ」より女性第１Va.
を行います！軽やかで可愛らしい踊りですが、冒頭部のアントルシャ・シス、カブリオール＆ピケ・ターン・アンドゥオール
が繰り返される中盤、後半は回りながらのバランセから、ジュッテ・アチチュード・アン・トゥール・ナンと、挑戦しがいの
ある要素もいっぱいです！ピアノの生伴奏に乗せて、振り写し～通して踊ることまでやってみましょう♪ 
* 時間の関係上、こちらのクラスにはバーレッスンを含みません。14:00-15:30 のクラスを受講いただくか、ご自身で十

分ウォームアップしてからご参加ください。 
* バレエシューズ、トウシューズいずれでもご参加いただけます。 

 講 師：  笠井 裕子 先生 (牧阿佐美バレヱ団)  

 受講料：  「基礎初級」  会員様 2,500 円(税込) ／ ビジター様 3,400 円(税込) 
「ヴァリエーション 90」  会員様 2,500 円(税込) ／ ビジター様 3,400 円(税込) 

 

 

ストレッチ＆入門（初心者） … 初心者の方、または基本からじっくり見直したい方のためのクラス 
基  礎（経験半年程度～） … 入門レベルを修了された方を対象に、一つ一つの動きを丁寧にゆっくり確認しながら音に乗って踊る楽しさを感じるクラス 
基礎初級（経験１年程度～） … 通常のクラス・レッスンの流れに沿って、一通りのパやベーシックなアンシェヌマンを理解しつつ、音や表現にも意識を向けて踊ることを目指すクラス 
初  級（経験３年程度～） … 楽しく踊ることに加えてより正確に、そして表現豊かに動けるようになることも重視し、徐々 に複雑なアンシェヌマンにも挑戦するクラス 
初 中 級（経験５年程度～） … 基本は重視しつつも、複雑なアンシェヌマンでも美しく正確に踊り、舞台で見せるという観点からの身体の使い方、見せ方も習得するクラス 
基礎レベルのバー＆ポアント90（ポアント経験半年程度～） … トウシューズの基本を確認し、少しずつ発展させた内容につなげていくクラス 
バー＆ポアント／ショートポアント（ポアント経験１年程度～） … トウシューズの基本は重視しつつ、より踊りの要素のある内容を目指すクラス 
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