
 MAISON DE BALLET Minami-Aoyama SVN20161121001 

年末年始スケジュール＆ 
特別クラスのご案内

 

通常のレッスンは年末 12/27(火)まで、年始 1/4(水)からとなります。 
♪「要予約」のクラスについては事前にご来館またはお電話(03-6418-4437)でご予約ください。 

♪クラスのレベルについては、裏面の記載を参考になさってください。 
 

12/23(金・祝) 橋本 尚美 先生 (牧阿佐美バレヱ団) 祝日特別クラス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00-12:30  ♪PIANO♪「初 級」(予約不要) 

受講料：  会員様 2,500 円 ／ ビジター様 3,400 円 

12:30-13:15  ♪PIANO♪「バー＆ポアント 45」(予約不要) *できるだけ11:00 のクラスから続けてご受講ください 

受講料：  会員様 1,600 円 ／ ビジター様 2,200 円 

  土田 さと子 先生 (牧阿佐美バレヱ団アーティスト) 祝日特別クラス 

13:30-15:30  「~基礎の基礎を徹底的に~ ザ・ベーシック・バレエ 120」(予約不要) 

内 容：  初心者の方にも上級者の方にも基礎は必ず必要。誰もが陥り易いポイントや踊り易くなるコツなど
「基礎の基礎を徹底的に見直す」目からウロコの 120 分です。どうぞお楽しみに！ 

受講料：  会員様 3,100 円 ／ ビジター様 4,200 円 

    ***** 12/24(土)～12/27(火)15:30 まで通常どおりのスケジュールです***** 

12/27(火)  茂田 絵美子 先生 (牧阿佐美バレヱ団ソリスト) 年末特別クラス 

19:15-20:45  「基 礎」(予約不要) 

受講料：  会員様 2,300 円 ／ ビジター様 3,100 円 

20:45-21:15  「基礎レベルのショートポアント 30」(予約不要) *19:15 のクラスから続けてご受講ください 

受講料：  会員様 1,100 円 ／ ビジター様 1,400 円 

※通常の火曜日18:45-20:15 の「入門」クラス、および20:15-21:45 の「基礎」クラスは休講になります 

   

12/28(水)  諸星 静子 先生 (牧阿佐美バレヱ団アーティスト／橘バレヱ学校) 年末特別クラス 

12:20-13:50  ♪PIANO♪「基 礎」 (予約不要) 

受講料：  会員様 2,500 円 ／ ビジター様 3,400 円 

14:00-15:30  「基礎レベルのバー＆ポアント 90」(予約不要) 

受講料：  会員様 2,500 円 ／ ビジター様 3,400 円 

  笠井 裕子 先生 (牧阿佐美バレヱ団) 年末特別クラス 

15:40-17:10  「基礎初級」 (予約不要) 

受講料：  会員様 2,300 円 ／ ビジター様 3,100 円 

17:20-18:50  ♪PIANO♪「ヴァリエーション 90(白鳥の湖より「パ・ド・トロワ」第１Va.)」(定員制・要予約) 
*バレエシューズ／トウシューズいずれでのご参加も可能です 
*バー・レッスンを含みませんので、15:40からのクラスをご受講いただくか、ご自身で十分なウォームアップをお願いします 

内 容：  美しいお手本ときめ細やかな説明で常に人気の笠井裕子先生のヴァリエーションクラス、今回は「白
鳥の湖」より「パ・ド・トロワ」の第１ヴァリエーションに挑戦です。バー・レッスン後、振り写し
～１曲踊り通すまでを目指します。若々しい踊りですが貴族の娘らしい上品さを忘れずに踊りこなし
てみましょう！バレエシューズでもご参加いただけます。 

受講料：  会員様 2,600 円 ／ ビジター様 3,500 円 

  逸見 智彦 先生 (牧阿佐美バレヱ団プリンシパル) 年末特別クラス 

19:00-20:30  ♪PIANO♪「初中級」 (予約不要) 

受講料：  会員様 2,500 円 ／ ビジター様 3,400 円 

 (続きは裏面をご覧下さい) 

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  

mailto:contact@mbma.jp


 MAISON DE BALLET Minami-Aoyama SVN20161121001 

12/29(木)  館野 若葉 先生 (牧阿佐美バレヱ団／橘バレヱ学校) 年末特別クラス 

 

 

11:00-12:30  ♪PIANO♪「初 級」 (予約不要) 

受講料：  会員様 2,500 円 ／ ビジター様 3,400 円 

12:40-14:10  ♪PIANO♪「バー＆ポアント 90」 (予約不要) 

受講料：  会員様 2,500 円 ／ ビジター様 3,400 円 

  土田 さと子 先生 (牧阿佐美バレヱ団アーティスト) 年末特別クラス 

14:20-16:00  「コアコンディショニング・バレエ」(予約不要)

内 容：  毎週月曜日恒例の土田さと子先生のクラスは、たっぷり 100 分間をかけ、踊る身体に不可欠な体幹部
の使い方やエクササイズを取り入れながらバー・レッスン～センターワークまで行っていきます。身
体に負担の掛からない、癖が出ない踊り方の習得を大切にしつつ、レベルアップを目指していただけ
ます。レベル不問ですが、基礎クラス程度とお考え下さい。 

受講料：  会員様 2,600 円 ／ ビジター様 3,500 円 

   

12/30(金) 田中 祐子 先生 (牧阿佐美バレヱ団) 年末特別クラス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00-12:30  ♪PIANO♪「初 級」(予約不要) 

受講料：   会員様 2,500 円 ／ ビジター様 3,400 円 

12:30-13:00   ♪PIANO♪「ショートポアント 30」(予約不要) *11:00 のクラスから続けてご受講ください 

受講料：   会員様 1,100 円 ／ ビジター様 1,400 円 

 横山 薫 先生 (牧阿佐美バレヱ団アーティスト／橘バレヱ学校) 年末特別クラス 

13:10-14:40  ＜超初心者 OK＞「ストレッチ＆入門」(予約不要) 

受講料：   会員様 2,500 円 ／ ビジター様 3,400 円 

14:50-16:20   「基礎初級」(予約不要) 

受講料：   会員様 2,300 円 ／ ビジター様 3,100 円 

16:20-16:50   「基礎レベルのショートポアント 30」(予約不要) *15:10のクラスから続けてご受講ください 

受講料：   会員様 1,100 円 ／ ビジター様 1,400 円 

     ***** 12/31(土)-1/2(月)は休館させていただきます ***** 

1/3(火)  逸見 智彦 先生 (牧阿佐美バレヱ団プリンシパル) 年始特別クラス 

11:30-13:30  「初中級ロング 120」(予約不要) 

内 容：  2017 年のレッスン始めは、メゾン名物、逸見先生のロングクラスから♪楽しい雰囲気なのに妥協の
ない王子クラスの良さを最大限ご体感いただき、幸先の良い１年のスタートを切られてください！ 

受講料：  会員様 3,100 円 ／ ビジター様 4,200 円 

  茂田 絵美子 先生 (牧阿佐美バレヱ団ソリスト) 年始特別クラス 

13:40-15:10  「基礎初級」(予約不要) 

受講料：  会員様 2,300 円 ／ ビジター様 3,100 円 

15:15-16:45  「バー＆ポアント 90」(予約不要) 

受講料：  会員様 2,300 円 ／ ビジター様 3,100 円 

      ***** 1/4(水)より、通常どおりのスケジュールとなります ***** 

1/9(月・祝)  金澤 千稻 先生 (牧阿佐美バレヱ団／橘バレヱ学校) 祝日特別クラス 

11:30-13:00  「基礎初級」(予約不要) 

受講料：  会員様 2,300 円 ／ ビジター様 3,100 円 

13:10-14:40  「基礎レベルのバー＆ポアント 90」(予約不要) 

受講料：  会員様 2,500 円 ／ ビジター様 3,400 円 

 

入門基礎（経験 3 ヶ月程度～）  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  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  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 
  


