春の新入会募集中・このチラシ持参で体験料 1,000 円 OFF
MON

TUE

体験できます

R 11:15-12:00

Atifa ベリーダンス

WED

体験できます

R 11:15-12:00

THU

R

FRI

SAT

体験できます

初めて・ 単発の個人レッスン可

初めて・ 単発の個人レッスン可

初めて・ 単発の個人レッスン可

Atifa

Atifa

Atifa

フリーパス不可

フリーパス不可

フリーパス不可

SUN

スケジュールの見方

11:15-12:00

Atifa ベリーダンス

Atifa ベリーダンス

＊キャンペーン中のクラス、お試し開催中のクラスでは利用出来ません
＊水・木ラクスポリマベリーダンスでは利用出来ません（体験 3,000 円）

Rental
利用募集中

Drop in クラス（基本的には予約不要）

体験できます

R 11:40-12:40

R

のんびりヨガ

入 門
フリーパス不可

体験以降は入会が必要・1 ヶ月 12,800 円（回数で変動）

emi

Rental
利用募集中

体験できます

Rental
利用募集中

13:00-14:00

体験できます

Rental
利用募集中

Rental
利用募集中

MACO ベリーダンス

開催している体験レッスンのご予約︑ジャンル紹介︑各クラスの内容や︑
講師のプロフィール 他︑詳細は CHILLOUT STUDIO WEB
にて︒
チルアウトスタジオ ↓ 検索 または QR
コードを読み込んで下さい︒

月謝制

17:50-19:00

Free Style Hip Hop
ダンス初心者の大人対象
ヒップホップ入門
YUMI
体験できます

19:00-20:00

Sexy Barlesque Jazz
ダンス初心者の大人対象

MACO ベリーダンス

YOSHIE

MACO

R 20:35-21:20

Atifa ベリーダンス
フリーパス不可

Atifa

:5
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AYAKO

体験できます

13:50-14:50

MACO
体験できます

15:00-16:10

Rental
利用募集中

Barlesque Dance
バーレスク初級振付

追加クラスは自由参加（有料）
4/28 休講

SHIHO

Rental

30min. 追加クラス
（有料）
体験できます

第 1/ 第 3/ 第 5 土のみ
4/21 5/19 6/2

Tools 入門

Raks Porrima

ベリーダンス 中級

K-POP/J-POP
ダンス初心者対象入門

第 2 土＆第 4 土のみ

Rental
利用募集中

Barlesque Jazz

NAMI

MACO ベリーダンス

15:40-17:40

バーレスクジャズ入門

4/22 休講

NEW13:50-14:50 R

13

Rental

＊ のクラスは 2 日前でご予約がなければ
開催なしです。予約は本校サイトのコンタクトページから
Raks Porrima
（ 不定期 使用中 ）
早めでお願いします。
＊祝日は基本的にレギュラークラスは休み（GW 4/30-5/5 は休講予定）
＊体験は 前もって Chillout web からご予約ください

18:45-20:00

4/21 休講

フリーパス不可

土
曜



MACO

Rental
利用募集中

Atifa Belly Dance

体験できます

入門・初級

R

Raks Porrima

ベリーダンス入門・基礎
月謝制

17:50-19:00

Rental
利用募集中

MAI Belly Dance
入門・振付

発表会リハ（5 月にて Close）

MAI

19:00-21:00
Raks Porrima

ベリーダンス 中級

中野ドニア誉子

30min. 追加クラス
（有料）

中野ドニア誉子

18:20-19:50

Raks Porrima

入門・振付

体験できます
R 20:15-21:15

Barlesque Dance

（ 不定期 使用中 ）

体験できます

月謝制

19:00-20:00

MAI Belly Dance
入門・振付

発表会リハ（5 月にて Close）

MAI

ベリーダンス 初級

Atifa

中野ドニア誉子

月謝制

初めて〜入門
フリーパス不可

06-6353-8222 Chillout

Rental

初回以降入会が必要・1 回支払 3,000 円 or Ticket +1,000 円

レンタル利用・新規開講 募集中

初めて〜入門
フリーパス不可

レンタル料金等はお問い合わせください 会員様を優先／割引有

ピンクの予約制クラスに参加の前に：参加人数が固定していないクラス
です。体験の方も、すでに会員の方も、予約は 2 日前午後迄に講師へ
直接 or 早めにスタジオメールへ。開催されない場合も有ります。

Atifa

イエローグリーンのパーソナル：上記同様にご予約ください。体験時
初回のみ、当日の開始時刻 1 時間前までは無料キャンセル（メールで
のみ受付）可能です。会員様の前日 23:59 までのキャンセルは無料。
当日 0:00 以降のキャンセル料は 2,000 円またはチケット 1。
開始 1 時間前からのキャンセル、メール連絡なしのキャンセルは 100%
になります。キャンセル、変更を繰り返す方は予約できなくなります。

Rental

atifa

（ 不定期 使用中 ）

靴必要（体験時は無料レンタル／靴は無料で保管可）

マイ先生ベリーダンス参加（参加予定）の方へ
先生のお家ご都合により、今年 5 月をもって
担当終了となります。2 ヶ月以上前からの告知
ですので、以前から通っていた方の回数チケット
の返金はできかねます。なお、以前からチケット
ご利用だった方に限り、ドロップイン 2,200 円で
受講できます。レッスン終了をご了解の上で、
3/9 以降ご入会で、マイクラス
にしか参加しない方に限り、
ご参加のために購入された
チケットの残りを返金対応
可能です。
（割引購入されて
いる場合は、その額を回数
割します。
）
なお、6 月以降に同じ曜日、
時間でベリーダンスのクラス
を担当できる先生がいない場合
もありますので、ご容赦ください。

shiho

中野ドニア誉子

Rental
利用募集中

TEL 受付（日・祝は TEL に出ません）
月 - 金 14:00 - 19:30 ／土 14:00 - 16:30

＠

ヨガマット（無料レンタル／ My マット保管可）
高品質なマットをお貸しします／購入の際はヨガメーカーの良質のものを

料金システム
入会前の体験 3,000 円（以下も税込）
お一人は 1 回限り、レッスン体験可／それ以降は入会が必要です

入会金 7,000 円

体験後 1 ヶ月以内のご入会で、体験料分（1 回）を割引します

ドロップイン 1 回 2,800 円
日曜ドロップイン

2,500 円

日祝日開催ドロップインのみ 2,500 円（同日の 2 つめ 2,000 円）

45 分パーソナル 1 人につき 3,000 円

または、チケット 1 回 + 1,000 円（＊キャンセル料については上記）

30 分エクストラクラス +500 円
5 回チケット

11,000 円

使用開始の 4 ヶ月後までドロップインクラスで有効

4 週間フリーパス 20,000 円

Atifa ベリーダンス

Atifa

ヒール必要（裸足でも OK ！／靴は無料で保管可）

レンタルはありません／最初はラテンダンスなどの ヒール靴 をオススメ

10 回チケット 20,000 円

体験できます
R 19:00-20:00

初めて〜入門
フリーパス不可

シューズレンタルは 1 回 200 円・22.5cm から 24.5cm 程度

使用開始の 2 ヶ月後までドロップインクラスで有効

（ 不定期 使用中 ）

Chillout Studio
HP の QR コード

体験などのご予約、お問い合わせは：メールでお願いします

20:00-21:30

Raks Porrima

Atifa ベリーダンス

パーソナル OK 1 名〜単発で開催可能（2 日前までで予約）

体験できます
NEW 12:30-13:40 R R 13:00-14:00

Girls Hip Hop
ダンス初心者対象入門

体験以降は入会が必要・1 回支払 または Ticket 利用

ラクスポリマ Belly Dance 教室 月謝制

4/22 休講

Rental
利用募集中

体験以降は入会が必要・1 回支払 または Ticket 、パス利用

現在要予約のクラス（2 日前午後までに予約）

体験は 参加希望日時、会員 or 非会員（体験）
、お名前、TEL、
を、メール送信してください。
（体験レッスンはお一人・一回迄
ですが、水・木ラクスポリマベリーダンス、ATIFA クラス、ヨガ
は、すでに会員の方、一回体験済みの方も、一回体験参加可能
です。
（ 要予約／チケットをお持ちの方は、使用したほうがお安く
なります・ラクスポリマクラスではチケット使用できません）
必ず、開催の有る無しを Twitter 等で確認してからお越しください

使用開始から、祝日／休館日を除き 4 週間後迄ドロップインクラス
でのみ有効（期間中に休講が入った場合も、延長できません）
予約制クラスでは開催が不確定のため、使用できません。

＊月 2 回クラス、予約制クラスにしか参加されない方のみ
回数チケット期限延長可能（フリーパスの延長は不可）

この理由で延長したものは、他のクラスでは使用不可になります

＊月謝制クラス：ラクスポリマベリーダンスは、
水 & 木の該当クラスのみ、休む分の振替 OK
休講、休館日、変更等のお知らせは・・・
スタジオ内での掲示 及び、Face Book ／ Twitter ／
LINE@ などで行なっています。前回におやすみしたり
久しぶりにお越しの方は前もって開催を御確認ください。
講師の連絡リストに入ってくださるようお願いしています。

Event
5/20（日）Chillout Studio Dance Live（天王寺）
（春のダンス発表会開催 参加者募集中です）

