
Classy Lessons
2019年夏期講習のお知らせ

Cコース（いずれか1日のみ）

◆日程
2019年8月4日(日)〜7日(水)、19日(月)〜21日(水)の7日間

◆コース・費用
※費用はお問い合わせください。

Sコース(A+Bの7日間) Aコース(8/4〜7の4日間)

Bコース(8/19〜21の3日間)

◆オプションメニュー・費用
※費用はお問い合わせください。

※クラッシーメンバーズと
夏期講習にご参加いただく方のみ

受講可能なオプションメニュー

◆スポーツ保険(税抜価格)

中学生 800円/年 高校生 1,850円/年
※本年度初めてClassy Lessonsのレッスンを受講される方のみ 加入必須

★声楽個人レッスン ★面接個人レッスン ★新曲個人レッスン

★ボディアライメント
個人レッスン

★バレエ個人レッスン

★元宝塚歌劇団男役
リーゼント講習

8/4(日)11:00〜12:00

☆レオタード受注会 0円
※商品代、送料のみ、採寸料不要

8/7(水)17:00〜18:00
8/21(水)17:00〜18:00

★ホステル

8/4〜7の3泊・8/19〜21の2泊
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※オプションメニューは希望者のみ
要予約 ★有料 ☆無料

◆タイムスケジュール
※変更になる可能性がございます。

時間
★11:00～12:00
★11:20～12:00

12:30～13:30
13:50～15:20 バレエ上級(神戸) 1次2次面接(煌月)
15:40〜17:10 1次2次面接(煌月) バレエ初級(神戸)
17:30〜19:00

★19:20〜20:00
★20:00〜20:40

時間
★9:00〜9:40

10:00〜11:30 バレエ上級(フルフォード) 新曲基礎(垣内)
11:40〜13:10 新曲基礎(垣内) バレエ初級(フルフォード)
13:30〜15:10 
15:30〜17:00 

★17:20〜18:00 ★個人声楽(音花) ★個人ボディアライメント(上山)

時間
★9:00〜9:40 

10:00〜11:30 
11:50〜12:20
12:30〜12:50 
13:00〜14:00
14:10〜15:10
15:30〜17:00 

★17:20〜18:00 

時間
★9:00〜9:40

10:00〜11:40 バレエ初級(長澤風海) 3次面接(遠野)
11:50〜13:30 3次面接(遠野) バレエ上級(長澤風海)
13:50〜14:50 
15:00〜16:40

☆17:00〜18:00
★17:00〜17:40 ★個人声楽(彩華) ★個人ボディアライメント(上山)

★17:40〜18:20 ★個人声楽(彩華) ★個人ボディアライメント(上山)

★18:20〜19:00 ★個人声楽(彩華) ★個人ボディアライメント(上山)

内容(講師)

8月4日(日)

8月5日(月)

内容(講師)
★リーゼント講習(煌月)

★個人面接(遠野)

バレエクラス分け(神戸)

 課題曲・新曲模擬試験

 ジャズ(壱城)

★個人声楽(音花)

★個人声楽(音花)

8月6日(火)

★個人面接(遠野)

 ジャズ(壱城)
 面接模擬試験
発声(音花)

★個人声楽(遠野)

ジャズ(長澤仙明)
グループ声楽(音花・垣内)

★個人声楽(川野名)

内容(講師)

内容(講師)
★個人面接(遠野)

グループ発声(彩華) ①
グループ発声(彩華) ②

☆レオタード受注会　

 課題曲アドバイス
ジャズ(長澤仙明)

8月7日(水)
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面接：遠野あすか・煌月爽矢
バレエ：神戸里奈・長澤風海・フルフォード佳林
ジャズ：壱城あずさ/長澤仙明
ボディアライメント：上山千奈
声楽：音花ゆり/川野名康夫・垣内理恵子/彩華千鶴

◆講師

※オプションメニューは希望者のみ
要予約 ★有料 ☆無料

◆タイムスケジュール
※変更になる可能性がございます。

時間
★9:00〜9:40 ★個人ボディアライメント(上山) ★個人新曲(垣内)

10:00〜11:10 ボディアライメント(上山)  新曲(垣内)
11:20〜13:30  新曲(垣内) ボディアライメント(上山)
13:40〜15:10 バレエ初級(フルフォード) 1次2次面接(遠野)
15:30〜17:00 1次2次面接(遠野) バレエ上級(神戸)

★17:20〜18:00 

時間
★9:00〜9:40 

10:00〜11:10 
11:30〜12:10 
12:30〜13:30 
13:40〜15:10 
15:30〜17:00

★17:20〜18:00

時間
★9:00〜9:40

10:00〜11:30  バレエ上級(長澤風海) 3次面接(遠野)
11:40〜12:40
13:00〜14:40 
15:00〜16:40 3次面接(遠野) バレエ初級(神戸)

☆17:00〜18:00
★17:00〜17:20

ジャズ(壱城)

☆レオタード受注会　

★個人バレエ(神戸)

バレエバーレッスン＆模擬振付(長澤風海)
ジャズ模擬振付(壱城)

バレエ・ジャズ模擬試験
ジャズ・模擬アドバイス
 バレエ・模擬アドバイス

★個人面接(遠野)

8月21日(水)

★個人面接(遠野)

ストレッチ＆ケア(長澤風海)

内容(講師)

★個人声楽(川野名)

内容(講師)

内容(講師)
8月20日(火)

8月19日(月)

★個人声楽(川野名)
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◆Classy Lessons 2019年夏期講習の特徴

①時間を有効活用。短時間で効率よく、たくさんのレッスンを受講可能。

Classy Lessonsの夏期講習では、1日に様々なレッスンを設けております。
遠方の方でも、集中してレベルアップをすることができます。

②レベル別のバレエレッスン

レッスン年数に最も差があるバレエは、初日にクラス分けをし、レベル別で受講できます。

④模擬試験の様子をビデオ撮影、自分でチェック。講師からのアドバイス。

模擬試験のときの個人のパフォーマンスをビデオにて撮影し、後日お渡しいたします。
また、講師より模擬試験のフィードバック・アドバイスをさせていただきます。

⑤主宰：遠野あすかが、個人を総合プロデュース。

お一人ずつの個性や各レッスンのレベルを主宰の遠野あすかが全て把握し、
個人に合わせたアドバイスをさせていただきます！

宝塚歌劇団で歌唱指導を務める【彩華千鶴】先生からの声楽レッスンや現役バレエダンサー
など、各分野のスペシャリストをによる、質重視の受験レッスンを受講いただけます！

③豪華講師陣から質の高いレッスン内容で学べる。

②Classy Lessonsのスタジオにて
レオタード受注会

①元宝塚歌劇団男役によるリーゼント講習

◆特別開催

お団子は作れるけれど、リーゼントの作り方が分からない方のために・・・
個人の骨格に合わせたリーゼント・美容師さんへのオーダーの仕方をレクチャーいたします！

一人ひとりの体型に合わせて、身体のラインが一番美しく見えるように講師がアドバイスをし、
レオタードの形を調整いたします。お店に行かずに、レオタード・タイツなど割引価格
（10％OFF）でご購入いただけます。

NAWA LEOTARD
名和株式会社

Chacott
チャコット株式会社
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遠方で保護者の方が一緒に来るのが難しい、費用を抑えたい方のため、
生徒さまのみ宿泊可能なホステルをご用意しております。
自立心を養うという目的もありますので、遠方の方は出来るだけご参加ください。
※ホステルは数に限りがございますので、お早目にご予約ください。

◆生徒さまのみでご参加の方向けホステル

特典

ホステルご利用の方は夏期講習期間中、教室のロッカーを一つ専用でご利用いただけるので、
ホステルに持っていかなくて良いものは置いて帰れます。（8/8〜18はご利用できません。）

詳細

お部屋は生徒さんのみ最大人数4名もしくは6名の相部屋で女性専用フロア、
別部屋には事務局が宿泊いたします。（お部屋割は事務局が決定いたします。）

8/4と19の講習終了後、事務局が引率しホステルに向かい、
翌日からは生徒さんでみんな一緒に移動していただきます。（個人レッスンの方除く。）

IMANO TOKYO GINZA HOSTEL
住所：中央区新富1-5-10 電話：03（5117）2131 HP：https://imano.jp/ginza/ja
料金：お問い合わせください。8/4〜7の3泊/8/19〜21の2泊
朝食：あり 夕食：なし（テイクアウトなどのご提案もいたします）
アメニティー：シャンプー、トリートメント、ボディーソープ、＊バスタオル（有料200円）
持ち物：歯ブラシ、スリッパ、タオル
洗濯：洗濯機あり
ホテルへの荷物宅急便：当日着のみ可（菅野宛て）
緊急連絡先：当日お伝えいたします。
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◆お申し込み方法

①Classy Lessons予約システムより〈生徒登録〉 ↑ ↑ ↑
※生徒登録をされていない方のみ

②〈コース〉を選択

●Sコース7日間→8月4日(日)の中から下記より選択。
①7月以降にお申し込みの場合→夏期講習Sコース(7日間)
②ヴァイオレットクラスの生徒さまの場合→【ヴァイオレットクラスの方】夏期講習Sコース(7日間)
③6月末日までにお申し込みの場合→【早割】夏期講習Sコース(7日間)

●Aコース4日間→8月4日(日)の中から下記より選択。
①7月以降にお申し込みの場合→夏期講習Aコース(4日間)
②ヴァイオレットクラスの生徒さまの場合→【ヴァイオレットクラスの方】夏期講習Aコース(4日間)
③6月末日までにお申し込みの場合→【早割】夏期講習Aコース(4日間)

●Bコース3日間→8月19日(金)の中から下記より選択。
①7月以降にお申し込みの場合→夏期講習Bコース(3日間)
②ヴァイオレットクラスの生徒さまの場合→【ヴァイオレットクラスの方】夏期講習Bコース(3日間)
③6月末日までにお申し込みの場合→【早割】夏期講習Bコース(3日間)

●Cコースいずれか1日→ご希望の日で〈夏期講習Cコース(1日のみ)〉を選択。

③オプションメニュー ※希望者のみ
ご希望のレッスンをご予約ください。

1.個人レッスン(声楽・面接・新曲・ボディアライメント・バレエ)
2.ホステル3泊朝食付(8/4～7)
3.ホステル2泊朝食付(8/19～21)
4.リーゼント講習 ※8/4(日)のみ
5.レオタード受注会 ※8/7(水)or8/21(水)

④スポーツ保険 ※未加入の方のみ

※本年度初めてClassy Lessonsのレッスンを受講される方のみ 加入必須

中学生 800円/年 高校生 1,850円/年（税抜価格）

https://clales.resv.jp
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◆料金お支払い方法

＊口座振替ご利用中の方

7月8日(月)までにご予約の場合：7月29日(月)に口座振替
7月9日(火)以降にご予約の場合：8月27日(火)に口座振替

＊口座振替ご利用でない方

お申込み日から14日以内にお振込をお願いいたします。
（お振込先は予約後の自動送信メールに記載）
講習初日まで14日ない場合は、講習初日までにお振込をお願いいたします。

◆キャンセルポリシー

ご予約をキャンセルされる場合、下記規定に応じてキャンセル料がかかります。

お振込〜14日前・・・受講料の40％
13日前〜7日前・・・受講料の70％
6日前〜当日・・・受講料の100％
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Classy Lessons 2019年夏期講習

◆会場：Classy Lessons銀座スタジオ

◆アクセス

飛行機：羽田空港ご利用の方
(リムジンバスがおすすめ！→)

新幹線：東京駅まで新幹線で来ていただいた後、
徒歩・JR・東京メトロのいずれかで
お越しください。

＊東京駅徒歩7分
＊JR山手線有楽町駅京橋口徒歩2分
＊東京メトロ有楽町線有楽町駅D9出口徒歩1分
＊東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅出口徒歩0分

https://www.limousinebus.co.jp/areas/bus_stop/hnd/tokyo/dep/276/3

Classy Lessons 銀座スタジオ

〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目3先 東京高速道路北有楽ビル1階
お問い合わせ先 Email：info@classy-lessons.com（緊急時のみ Tel：03-6263-0985）

Web ：http://www.classy-lessons.com

東京高速道路
北有楽ビル入口
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