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MAISON DE BALLET Minami-Aoyama 

 

 

～ 9 日間だけのキャンペーンです。お見逃しなく！！！ ～ 

実 施 期 間  4/28(土) ~ 5/6(日) (受付時間は各日ともレッスンの開催時間と同一です) 

 

＊ 他の特典とはご併用いただけません。 

＊ クラス受講前に入会手続きをされた場合は、当日のクラスの受講料から会員価格になります。 

＊ 入会手続きのみの場合には適用されません。 
 

 
ご入会と同時に… 30,000 円チャージ 50,000 円チャージ 100,000 円チャージ 

ご入会金 50% Off (10,000 円) 75% Off (5,000 円) 100% Off (0 円) 

プレゼント・ポイントを含むチャージ残高／ 

3 ヶ月当たり受講目安 (CD伴奏 ﾚｷﾞｭﾗｰｸﾗｽの場合) 

30,900 円 
約 13 回 (週 1 回) 

52,500 円 
約 23 回 (週 1-2 回) 

110,000 円 
48 回 (週 3-4 回) 

 🎵10,900 円お得🎵 🎵17,500 円お得🎵 🎵30,000 円お得🎵 

＊ 他の特典とはご併用いただけません。 

＊ 当日にクラスを受講されず入会手続きのみの場合にも適用されます。 

＊ プリペイドカードの期限は、チャージ額にかかわらずチャージされた日から３か月目までとなりますが、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。 

 

 

 30,000 円チャージ 50,000 円チャージ 100,000 円チャージ 

プレゼント・ポイント 
通常 3% 

5% (1,500 円分) 
通常 5% 

8% (4,000 円分) 
通常 10% 

15% (15,000 円分) 

プレゼント・ポイントを含むチャージ残高 ／ 

3 ヶ月当たり受講目安 (CD伴奏 ﾚｷﾞｭﾗｰｸﾗｽの場合) 

31,500 円 
約 14 回 (週 1 回) 

54,000 円 
約 23 回 (週 2 回弱) 

115,000 円 
50 回 (週 4 回弱) 

＊ 他の特典とはご併用いただけません。 

＊ プリペイドカードの期限は、チャージ額にかかわらずチャージされた日から３か月目までとなりますが、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、 
ポイント分がお得なこの機会を是非お見逃しなく！ 

＊ 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。 

 
 

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  

 

（裏面もご覧ください） 
 



 MAISON DE BALLET Minami-Aoyama SVN20180418001 

～ 祝日ならではの特別なレッスンをお届けいたします♪～ 
♪ 金額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。  

 4/28(土) 
通常どおり 

(一部変更あり) 

12:00-13:30 「基 礎」 金澤 千稻 先生 (代講)  
 13:30-15:00 「まったく初めてのポアントコース」(単発受講も可) 

諸星 静子 先生 
 

 15:00-16:30 「ポアント入門コース」(単発受講も可)  

 16:30-18:00 「初 級」 
茂田 絵美子 先生 

 
 18:00-18:30 「ショートポアント 30」(時間・内容変更)  
       

  4/29(日) 
通常どおり 

11:00-12:15 「ジャイロキネシス®入門」初心者 OK 
新野 亜矢 先生 

 
  12:25-13:40 「アフタージャイロ・バレエ」  
  13:45-15:15 「ストレッチ＆入門」初心者 OK 

岡本 麻由 先生 

 

 15:15-16:45 「基礎初級」  
 16:45-17:45 「スタジオパフォーマンス (群舞) リハーサル」  

      

4/30 
(月・祝) 

青山 季可 先生 (牧阿佐美バレヱ団) 特別クラス  
11:30-13:00 「ライモンダいっぱいのクラス・レッスン」 要予約 ♪PIANO♪ 会員様  2,600 円／ビジター様  3,500 円 
13:15-15:15 「ライモンダの作品を踊ってみましょう」 要予約 ♪PIANO♪ 会員様  3,400 円／ビジター様  4,600 円 

  4/30(月・祝)、5/5(土・祝)２日間全ｸﾗｽ(４ｸﾗｽ)一括  会員様 10,200 円／ビジター様 13,800 円 
内 容： 牧阿佐美バレヱ団６月公演のプリンシパルの先生により、生のピアノ伴奏でバーからセンターまですべて 

ライモンダの曲で行うクラス・レッスンと、作品に出てくる様々な踊りを体験してみるクラスを行います！ 
      

 5/1(火) 
通常どおり 

(一部変更あり) 

10:15-11:45 「基礎初級」 
横山 薫 先生 

 11:45-12:15 「ショートポアント 30」  
 12:15-13:15 「ピラティス」初心者 OK 柴田 亜美 先生  

 13:15-14:45 「初 級」 
橋本 尚美 先生 

 
 14:45-15:45 「バー＆ヴァリエーション 60『ガムザッティ』」(時間・内容変更)  
 19:00-20:30 「基礎初級」(時間・内容変更) 

茂田 絵美子 先生 
 

 20:30-21:00 「ショートポアント 30」(時間・内容変更)  
      
 5/２(水) 

通常どおり 

13:00-15:00 「~基礎の基礎を徹底的に~ ザ・ベーシック・バレエ・120」初心者 OK 宮浦 久美子 先生  

 15:00-16:30 「基礎初級」 
諸星 静子 先生 

 
 16:30-17:00 「ショートポアント 30」  
 17:00-18:30 「バー＆ポアント 90」 

笠井 裕子 先生 
 

 19:40-20:10 「中 級」  
 20:10-21:40 「初中級」 逸見 智彦 先生  

      

5/3 
(木・祝) 

茂田 絵美子 先生 (牧阿佐美バレヱ団) 特別クラス  
11:15-12:45 「バレエのためのジャイロキネシス®」要予約 初心者 OK 会員様  2,500 円／ビジター様  3,400 円 
12:50-14:20 「基礎初級」(予約不要)  会員様  2,300 円／ビジター様  3,100 円 
14:20-14:50 「基礎レベルのショートポアント 30」(予約不要) 会員様  1,100 円／ビジター様  1,400 円 

内 容： レギュラー・クラスでも大人気の茂田絵美子先生が「ジャイロキネシス」を教えます！呼吸法や関節の可動域の拡張
などバレエに役立つ要素いっぱい。ジャイロで整った身体で、いつものレッスンとの違いも感じてみてください♪ 

   
笠井 裕子 先生 (牧阿佐美バレヱ団) 特別クラス  
15:00-16:30 「基  礎」(予約不要) 会員様 2,300 円／ビジター様 3,100 円 
16:30-18:00 「＜苦手克服レッスン＞アレグロ」要予約 会員様 2,500 円／ビジター様 3,400 円 

内 容： 美しいお手本と丁寧なアドバイスで定評のある笠井裕子先生の基礎クラスに続き、毎回好評の＜苦手克服＞シリーズ
より、アレグロにフォーカスしたクラスを行います。基礎レベルから一歩発展したい方にとって、複雑になっていく
センターの動きは大きな壁と感じられることと思います。「ステップが分からない」「つなぎが分からない」「タイミン
グが分からない」などの疑問も、このクラスで解消していきましょう！ 
 *バーレッスンを含みませんので、15:00-16：30の基礎クラスに出ていただくか、ご自身で十分にウォームアップしてご参加ください。 

 

      

5/4 
(金・祝) 

グリゴリー・バリノフ 先生 (元新国立バレエ団) 特別クラス  
15:00-16:30 「基礎初級」(予約不要) 会員様  2,500 円／ビジター様 3,300 円 
16:30-17:30 「Balance & Shape ～正しいバランスと形を身体に染み込ませましょう～」要予約 *バレエシューズ可

 会員様  3,200 円／ビジター様 4,300 円 
内 容： クラス・レッスンから「必要な部分を正しく使って余計な力を抜く」ことを強調するバリノフ先

生。骨格・筋肉のバランス上、正しい位置に正しい形を保って立つことで、余計な力を使わず均
衡を取れることを、男性のサポートを借りて感じてみましょう。 

      

5/5 
(土・祝) 

日高 有梨 先生 (牧阿佐美バレヱ団) 特別クラス  
11:30-13:00 「ライモンダいっぱいのクラス・レッスン」要予約 ♪PIANO♪ 
13:15-15:15 「ライモンダの作品を踊ってみましょう」 要予約 ♪PIANO♪ 

 内容・受講料につきましては 4/30 の欄をご覧ください 
  

土田 さと子 先生 (牧阿佐美バレヱ団) 特別クラス  
15:30-17:10 「コアコンディショニング・バレエ」(予約不要) 会員様  2,600 円／ビジター様 3,500 円 

内 容： 体幹部の使い方にフォーカスしながら、身体に負担の掛からない、そして身体の癖が出ない踊り方を学べるクラ
ス。怪我をしたり、踊った後に身体の痛みが出たりしやすい方や、体力や年齢に不安のある方にもおすすめです。 

      
 5/6(日) 

通常どおり 

10:50-12:20 「初 級」  横山 薫 先生  
  12:25-13:40 「フロアバレエ(バー・アスティエ)入門」初心者 OK  大滝 眞由美 先生  
  13:45-15:15 「ストレッチ＆入門」初心者 OK 

岡本 麻由 先生 
 

 15:15-16:45 「基礎初級」  
 16:45-17:45 「スタジオパフォーマンス (群舞) リハーサル」  

 


