
エルメスダンスカンパニー　スケジュール　＜6月号＞ ★スタジオ・オンラインレッスン共に3日よりスタートです。 e-mail: info@lahabana.co.jp
URL:    http://www.lahabana.co.jp/

*スケジュールは変更となる可能性もございますのでご了承ください。           http://www.hermes-belly.jp/
ＭＯＮ ＴＵＥ ＷＥＤ ＴＨＵ ＦＲＩ

伏見校アバナ 栄校サハラ 伏見校アバナ 栄校サハラ 伏見校アバナ 栄校サハラ 伏見校アバナ 伏見校ケイブ 栄校サハラ 伏見校アバナ 栄校サハラ

10:00 10:00
１０：００～１０：４５ １０：００～１０：４０ 下記2本は

ベリーダンス オンラインベリーダンス 始めて1年未満の方や
オリエンタル初中級 テクニック&振付 男役にチャレンジしたい

Amar振付 (AMAR先生) 女性の為の
★ウィング使用 ↑6/2・6/9開講 クラスです。

11:00 (ASAMI先生) ★月謝利用不可 7月～再開予定 11:00
１１：００～１１：４５ １１：００～１１：４５ １１：００～１１：４０ ↓ １１：００～１１：４５

ベリーダンス ベリーダンス ★オンライン １１：１５～１２：００ ★ジャズダンス
ラテンフュージョン 入門初級 バーレスクダンス ★初めてサルサ (ASAHI先生)

（ASAMI先生） １１：３０～１８：３０ １１：３０～１２：１５ (HATSUKI先生) (MERCY先生) １１：３０～１９：００ (えみこ先生) １１：３０～１９：００ １１：３０～２２：３０
★サルサ 第1・2・3のみ開講

12:00 キューバスタイル １１：５０～１２：３０ 女性限定クラス 12:00
１２：００～１２：４５ 入門初級 １２：００～１２：４５ オンラインベリーダンス １２：００～１２：４５

★サルサ （えみこ先生） ベリーダンス テクニック&コンビネーション １２：１５～１３：００ ベリーダンス
キューバスタイル 初中級 (MEI先生) ★初めてバチャータ 入門

入門初級 １２：３０～１３：１５ （HATSUKI先生） (えみこ先生) （YUUKA先生）
（えみこ先生） ★サルサ １２：４０～１３：２０ 第1・2・3のみ開講

13:00 キューバスタイル オンラインベリーダンス 女性限定クラス 13:00
１３：００～１３：４５ 中級 １３：００～１３：４５ 初級 １３：００～１３：４０ １３：００～１３：４５

★サルサ （えみこ先生） ベリーダンス (YUUKA先生) オンラインベリーダンス ベリーダンス
キューバスタイル ドラムソロ トライバルフュージョン 初級

中級 (YUUKA先生) １３：３０～１４：１０ オールレベル (YUUKA先生)
（えみこ先生） オンラインベリーダンス (HATSUKI先生)

14:00 トライバルフュージョン １３：５０～１４：３０ 14:00
１４：００～１４：４５ 入門初級 オンラインベリーダンス １４：００～１４：４５

ベリーダンス (YUUKA先生) ラテンフュージョン ★カスタネット
トライバルフュージョン １４：２０～１５：００ (HATSUKI先生) (MERCY先生)

入門初級 ★オンラインサルサ
(YUUKA先生) レディースサルサ １４：４０～１５：２０

15:00 (EMIKO先生) オンラインベリーダンス 15:00
１５：００～１５：４５ オリエンタルオールレベル １５：００～１５：４５
★初めてのサルサ １５：１０～１５：５０ (ASAMI先生) ★ショーダンス
レディーススタイル オンラインレゲトン トロピカーナスタイル

(ASAMI先生) (MEI先生) １５：３０～１６：１０ (MERCY先生)
★オンラインサルサ

16:00 ムーブメント 16:00
(ASAMI先生) １６：００～１６：４５

★ヒールダンス
(HATSUKI先生)

17:00 17:00

18:00 18:00
１８：１０～１９：５５
★初めてのサルサ
レディーススタイル

(ASAMI先生)

19:00 19:00
１９：００～１９：４５ １９：００～１９：４５ １９：００～１９：４５ １９：００～１９：４５ １９：００～１９：４５

ベリーダンス ベリーダンス ベリーダンス ★キューバン ベリーダンス
入門初級 入門 入門 カシーノ １９：２０～２０：０５ ラテンフュージョン

１９：３０～２０：１０ (ASAMI先生) １９：３０～２０：１０ （YUUKA先生） (YUUKA先生） １９：３０～２０：１５ 入門初級 ベリーダンス （HATSUKI先生） １９：３０～２０：１０
★オンラインサルサ オンラインベリーダンス ★サルサ (HERMES先生) オリエンタル初中級 ★オンラインルンバ

20:00 レディースムーブメント テクニック&コンビネーション ムーブメント Amar振付 (MERCY先生) 20:00
(MERCY先生) ２０：００～２０：４５ (入門初級レベル) ２０：００～２０：４５ ２０：００～２０：４５ (MEI先生) ２０：００～２０：４５ (ASAMI先生) ２０：００～２０：４５

ベリーダンス (HATSUKI先生) ベリーダンス ベリーダンス ★キューバン ★ヒールダンス
２０：２０～２１：００ 初中級 初中級 初中級(ベール) カシーノ ２０：２０～２１：０５ （HATSUKI先生） ２０：２０～２１：００

★オンラインサルサ (HATSUKI先生) ２０：３０～２１：１０ （YUUKA先生） (YUUKA先生) ２０：３０～２１：１５ 初中級 ベリーダンス ★オンラインサルサ
キューバンムーブメント オンラインベリーダンス ★レゲトン (HERMES先生) ラテンフュージョン レディースムーブメント

21:00 (HERMES先生) オリエンタルオールレベル (MEI先生) (ASAMI先生) (MERCY先生) 21:00
２１：００～２１：４５ (HATSUKI先生) ２１：００～２１：４５ ２１：００～２１：４５ ２１：００～２１：４５

２１：１０～２１：５０ ベリーダンス ↑6/16よりスタート ベリーダンス REINABANA ★レゲトン ２１：１０～２１：５０
★オンラインレゲトン トライバルフュージョン ↓★月謝利用不可 ラテンフュージョン 特別レッスン (MIKA.A先生) ★オンラインサルサ

(MERCY先生) オールレベル ２１：３０～２２：１０ (ASAMI先生) (YUUKA先生) キューバンムーブメント
(HATSUKI先生) オンラインベリーダンス (HERMES先生)

22:00 オリエンタル振付★全6回★ 月謝の利用不可 22:00
(初中級レベル)

(SAHARALAYLA)
↑6/16よりスタート
↑6/2は20：45～

振付クラスvol.2(4回目)をおこないます。
23:00 23:00

*ベリーダンス・レディースサルサ・サルサショースタイル・サルサレディーススタイルは女性限定クラスです。 お問い合わせ：
*スタジオレンタルやプライベートレッスンも行っております。　ご希望の方はお問い合わせください。 伏見校La Habana ・伏見校ＣＡＶＥ　　０５２－２２０－３２１３
*　          の部分は前月の内容より変更のある部分です。 栄校Sahara　　　 ０５２－９７２－６２４８
*太枠はオンラインレッスンです。 星ヶ丘校Stella 　０５２－７５３－７２０２

1日はお休み 2日はお休み

マークがついているクラスは初心者の方も安心してご参加いただけます。
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エルメスダンスカンパニー　スケジュール　＜6月号＞ ★スタジオ・オンラインレッスン共に3日より スタジオ La Habana・Cave・Sahara

SAT SUN
伏見校アバナ 栄校サハラ 伏見校アバナ 伏見校ケイブ 栄校サハラ

10:00
１０：００～１０：４５ １０：００～１０：４５ １０：００～１０：４５

ベリーダンス ★キューバンダンス ベリーダンス
入門初級 (MERCY先生) 入門

(MERCY先生) （YUUKＡ先生）

11:00
１１：００～１１：４５ １１：００～１１：４５ １１：００～１１：４０ １１：００～１１：４５ １１：００～１１：４５

★サルサ ベリーダンス ★オンラインストレッチ ★キューバン ベリーダンス
キューバスタイル 初中級 (HATSUKI先生) カシーノ 初級

入門初級 (MERCY先生) 入門 （YUUKA先生）
(EMIKO先生) (ASAMI先生)

12:00 １１：５０～１２：３０
１２：００～１２：４５ １２：００～１２：４５ ★オンラインベリーダンス １２：００～１２：４５ １２：００～１２：４５

★サルサ ベリーダンス 美BODYベリー ★キューバン ベリーダンス
キューバスタイル フラメンコフュージョン (MEI先生) カシーノ ﾄﾗｲﾊﾞﾙﾌｭｰｼﾞｮﾝ

中級 (MERCY先生) 初中級 入門初級
(EMIKO先生) (ASAMI先生) （YUUKA先生）

13:00 １２：５０～１３：３５
１３：００～１３：４５ １３：００～１３：４５ キッズベリー １３：００～１３：４５

★サルサ ベリーダンス (HATSUKI先生) ★ジャズダンス
キューバンムーブメント& オリエンタルフュージョン ★要予約 (KIMKIM先生)

カシーノ （HATSUKI先生）
(HERMES先生)

14:00 改訂Ⅰ １３：５０～１４：３０
１４：００～１４：４５ ★オンラインベリーダンス １４：００～１４：４５
★ヒールダンス ドラムソロ ←7日はお休み ベリーダンス
(HATSUKI先生) (YUUKA先生) 14日～スタート 初中級

(ASAMI先生)
１４：４０～１５：２０ 7日はお休み

15:00 ★オンラインバチャータ 14日～スタート
１５：００～１５：４０ １５：００～１５：４５ レディーススタイリング ←7日はお休み １５：００～１５：４５

★オンラインサルサ ベリーダンス (MERFCY先生) 14日～スタート ベリーダンス
ムーブメント 初中級(ベール) 初中級
(MEI先生) (YUUKA先生) (HATSUKI先生)

7日はお休み
16:00 １５：５０～１６：３０ 14日～スタート

★オンラインレゲトン １６：００～１６：４５ １６：００～１６：４５
(MEI先生) ベリーダンス ★レゲトン

ドラムソロ (MERCY先生)
(YUUKA先生)

１６：４０～１７：２０ 7日はお休み
17:00 ★オンラインヒールダンス 14日～スタート

(HATSUKI先生) １７：００～１７：４５ １７：００～１７：４５
ベリーダンス ★キューバン

オリエンタルAmar振付 カシーノ&サルサ
１７：３０～１８：１０ 初級 入門初級

オンラインベリーダンス WBF2013ver. （HERMES先生） ←7日はお休み
18:00 オリエンタル(初中級レベル) (EMI先生) 14日～スタート

(YUUKA先生) １８：００～１８：４５ １８：００～１８：４５
ベリーダンス ★キューバン

１８：２０～１９：００ オリエンタルAmar振付 カシーノ&サルサ
オンラインベリーダンス WBF2013ver. 中級

オリエンタル振付★全6回★ ★ウィング使用 （HERMES先生） ←7日はお休み
19:00 (初中級レベル) (EMI先生) 14日～スタート

(SAHARALAYLA) ←★月謝利用不可
１９：１０～１９：５０ 6/13よりスタート

★オンラインサルサ
(EMIKO先生)

20:00
２０：００～２０：４０

★オンラインサルサ
キューバンムーブメント

(HERMES先生)

21:00

22:00

23:00

※月謝が消化できなかった場合などの返金や、翌月への繰り越しは致しかねます。
※レッスンは基本的に予約は必要ありませんが、定員制のクラスとデビューコースは予約が必要です。スタッフにお問い合わせください。

※入金後のキャンセルなどによる返金はできません。

※当スクールでは月謝は該当月の月初～月末までとなります。申込み日から1カ月ではありません。

スタートです。

※練習等で使われる場合の料金です。
イベント等でご使用されたい場合は
別途お問い合せ下さい。

￥14,300-(税込)

   ［★印のクラス］ (ベリーダンス以外のレッスン) ［ベリーダンス]

￥ 8,800-(税込)       B-A’コース　月　4回A’コース　月　4回　   　　　　

B-B’コース　月　8回

F　コース　(1ヶ月)

B-D’コース　月16回

２レッスン　￥3,500－ 

E　コース ￥27,500-(税込)

￥23,100-(税込)

￥19,800-(税込)

２レッスン　￥4,000－

　[1回レッスン]

＜通常＞

１レッスン　￥2,500－

11回分　　￥25,000－（有効期限購入日より3ヵ月間）

　★アサヤ　1レッスン￥385(税込)

３レッスン　￥5,500－ ３レッスン　￥4,500－

１レッスン　￥1,500－

＜★印クラス学割＞

２レッスン　￥3,000－

　[回数券]

　[レンタル]

※お支払いは現金又はカード払い(￥5,000以上)、お振り込み、ギフトカード払いとなります。

スタジオ ＣＡＶＥ

￥19,800-(税込)

F　コース　(1ヶ月) ￥33,000-(税込)D’コース　月16回

￥33,000-(税込)

   ［すべて共通］

3Ｆ　コース　(3ヶ月) \85,250-(税込)

F　コース　(1ヶ月) ￥30,250-(税込)

ベリーダンススタジオ Ｓａｈａｒａ

１時間　　4,400円(税込)

１時間　　3,300円(税込) 

　　マークがついているクラスは初心者の方も安心してご参加いただけます。 HERMES DANCE COMPANY　　　レッスン料金表 

B-C’コース　月12回

B’コース　月　8回

C’コース　月12回

   ［オンラインのクラス］ (ベリーダンス・サルサ共通)

3回コース　月　3回　   　　　　￥ 6,270-(税込)       

5回コース　月　5回 ￥10,450-(税込)

10回コース 月10回

2019年10月～　

　[デビューコース]　*予約制

　★ヒップスカーフ､ベール　１レッスン\220(税込) ★ジル　1レッスン ￥385(税込)

スタジオ Ｌａ　Ｈａｂａｎａ

月謝　　月々の月謝でご自身のライフスタイルに合わせてレッスンを受けていただけます。単発料金よりお得！

その他　　お好きな時に遊びに来てね♪1カ月の予定が組みにくい方にオススメ！

＜ベリーダンス学割＞

３レッスン　￥5,000－ 

※各コースご希望の方は､入会金　￥5,000が必要となります。

※学割は上記の料金より全て￥1,000オフ(学生証をご提示ください）。

※月～日まで終日、スタジオLa Habana、Cave、Sahara、松阪校、久居校、岡崎校、安城校、長久手校、豊橋校の全てのレギュラーレッスンを

￥ 9,900-(税込)

￥15,400-(税込)

￥20,900-(税込)

￥27,500-(税込)

１時間　  4,400円(税込)

いつでも受講可能！

※スタジオレッスンで３レッスン以上続けて受ける場合は、１レッスンごとにプラス￥1,500

＜オンライン＞

　[スタジオレンタル] ★2015年1月～料金改訂

※スタジオLa Habana、Cave、Sahara、松阪校、久居校、岡崎校、安城校、豊橋校、長久手校 の月謝の併用ができます。

※ベリーダンスの料金にてお申し込みの方は、ベリーダンス以外のレッスンも受けられます!

※Eコース：★印のクラスを全て受けて頂けます！（土曜日サルサナイト前のレッスンを除く）

１レッスン　￥2,200－

※上記の２レッスン、３レッスンとは同じスタジオにて続けて受けた場合に限ります(１レッスン空いてもＯＫ)。

※学割は、学生証をご提示ください(忘れた場合は、通常料金になります)。 

初心者限定￥15,000(税抜き)/12回　（会員の方は￥20,000(税抜き)/12回となります。詳細はご確認下さい。） 

１レッスン　￥2,000－

⇒ 

土 

 

日 

裏 
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 ２１：００～ サルサナイト（Ｌａ Ｈａｂａｎａ） 
 
 

サルサナイトは当面の間 

お休みとさせていただきます。 


