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フラメンコ教室(スクール)｜東京｜渋谷｜目黒｜世田谷｜アルテフラメンコ舞踊学院

 
プロとしてステージに立つことを目指す人、趣味として有意義な時間を過ごしたいと思う人、
それぞれに適したレッスンの形態が用意されています。

1月13日、14日に新宿エル・フラメンコで行われた
新春フラメンココンサートライヴ
ー「TAKETORI 」への道程ー
お陰さまで大好評のうちに幕を閉じることができました。

すべて無事に終わりましたことを、共に舞台を分かち合った競演のみなさま、

受付スタッフ、応援してくださったみなさま、

いらしてくださったお客様みなさまに心より御礼申しあげます。

ドラマチックな雪の日の午後に…

皆の心がひとつになりました☆

★そして、

軽井沢での公演が決定いたしました！

９月６日 「TAKETORI 」

乞うご期待★

 

★クラス案内★
夏と冬のフィエスタに向けて1人で取組むフラメンコソロ展開中！

各自、自分のスキルを磨いていこう。

暫くお休みしていたあなたもぜひご参加下さい。

TEL:070-5587-8572までお問合せ下さい。

クラス・スケジュール

水曜日(東北沢)

10:30～11:00　誰もが楽しめるカスタネット

11:00～12:00 テクニカ

12:10～12:40 カラコレス

* 曲目は毎月変更されます。

土曜日

(駒場東大前スタジオCREA)

11:50～12:20　カスタネットから覗くフラメンコの魅力

12:20～13:20　テクニカ

13:20～13:50 カラコレス

* 曲目は毎月変更されます。

受講料

パリージョ(30分)：\2,000 (お月謝制もあり)

テクニカ(60分） ： \2,500　（お月謝制もあり）

個人レッスン(60分)：\5,000 

* 上記各曜日ごとにクラスを2講座受講の場合には\500割引

3講座受講の場合には\1000割引になります。

 

★KIDSフラメンコ生徒募集★
児童5歳から入学可能です。

フラメンコで集中力UP! 楽しく愉快にオーレしてみま

せんか!!!

アルテフラメンコでは現在KIDSクラスの生徒を大募

集しております。

また現在横浜そごうと土浦スタジオサフラン

のKIDSクラスでも随時大募集！

 

 

【LINK】

・スペインの専門書店

・スペイン語教室

・スペインへの留学

・その他スペインのことなら

なんでも！

詳しくは>>インタースペイン

読売・日本文化センター

詳しくは>>読売・日本文化セ

ンター

 

オリジナルTシャツ

限定販売中！

\2.500(税込み）

７つ☆てんとう虫Ｔシャツ

http://www.arte-flamenco.co.jp/index.html
http://www007.upp.so-net.ne.jp/esp_de_la_CREA/
http://www007.upp.so-net.ne.jp/esp_de_la_CREA/
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★☆メモリアルコンサートのお知らせ☆★  
昨年2012年8月25日にスペインバルセロナで亡くなられ

た、パーカッショニスト　アルフレドフローレスを偲んで5月

に八王子のグランデセオにて、 メモリアルコンサートが企

画されております。

詳細が決まりましたらお知らせさせて頂きます。

☆パルマとカホンの特別DVDを扱っています。

ご希望の方は詳細をお問い合わせ下さい。　1枚　3,500円

 

■ カリキュラム 

子供から大人までフラメンコの

初心者からプロを目指す方まで

楽しく踊れるカリキュラム。

本学院より多彩な講師陣が出向き指

導しております。

初めての方に、特におすすめです
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フラメンコ教室(スクール)｜東京｜渋谷｜中目黒｜アルテフラメンコ舞踊学院

│MAP│

 

フラメンコはもうひとつの自分との出会いです。 

多くの人にとってフラメンコは、体の使い方、ふりつけ、音楽、リズムの取り方・・・すべて未経験で、難しそうに見
えるかも知れません。でも、どこか懐かしい心惹かれる感じがしませんか？そう、フラメンコは太古の昔から私た
ちが体で感じ、理解してきたことなのです。ちょっとひねってあるけれど、とても自然体なのです。

毎週お稽古、時々のレベルチェック、望めば手の届くステージなどを経験し続けることで、あなたはきっと自分の
体の中に眠っていた、サウンドやリズム、パッションに気づくことでしょう。それは幼いころの夢の中かも知れま
せん。大人になる途で何かを告げていた心の奥のささやきだったかも知れません。それは、おそらくあなた自身
なのです。そしてあなたはあなたの中に眠っていたあなたのフラメンコに出会うでしょう。

私たちはそのお手伝いをさせていただきます。あなたが、あなた自身のフラメンコに出会うその日まで。あなた
の素敵な変化を、こころから賞美し楽しみながら・・・

板坂　剛　/　沙羅一栄

 

クラシック・バレエを法村友井バレエ団で学び、同バレエ団の公演等に参加、後フラメンコに転向、１９

８４年３月、創作フラメンコ『フラマーある魔的な時間』を発表し一躍脚光を浴びる。<br>

１９８８年５月にはスペインでもNo.1天才舞踊家セサル・マルティネス＝ラウールと共演。後にラウール

の革新的なフラメンコを受け継ぐただ一人の日本人男性舞踊家として高い評価を受け、サンシャイン

劇場、銀座博品館劇場、俳優座劇場等に出演し、フラメンコの舞踊家として第一線で活躍している。
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フラメンコの舞踊を福岡慶子、碇山奈奈のほか、ローリー・フローレス、ラウール、ローラ・グレコ、マヌ

エラ・カラスコ等のスペイン人に師事し、独自のスタイルのフラメンコを確立した。

’８２年１２月に舞踊スタジオ「アルテ・フラメンコ」を設立、以降、後進の指導にあたりながらステージ活

動を続ける。特に’９０年以降、博品館劇場やサンシャイン劇場で行われたフラメンコ・フェスティバル

で主導的役割を演じ、また新宿ルミネホールＡＣＴでの演劇と融合した数々の舞台作りが高く評価され

ている。

スタジオ「アルテ・フラメンコ」は現在では「アルテフラメンコ舞踊学院」と名称を変え、プロフェッショナル

養成の為の年度制コースによるカリキュラムを編成し、フラメンコの教育という面でも画期的な足跡を

残している。

２０００年には、フラメンコ舞踊家に対して与えられたのは制定以来初めてという、日本文化振興会に

よる『国際芸術文化賞（平成１１年度下半期）』を受賞した。

最近では、ホセ・グレコ、カルメーラ・グレコとの競演が続いている。

 

YOSHIE (板坂 美栄)

フラメンコを沙羅一栄、板坂剛ほかカルメーラ・グレコ、ミゲル・カーニャス、マリア・フンカルなどのスペ

イン人に師事。

2005年、2006年、2009年に渡西。2008年9月「深絆」にてカルメーラ・グレコと共演。

幼少よりアルテフラメンコ舞踊学院に所属し、学院主宰の全公演に出演。

新宿エル・フラメンコ、五反田ゆうぽうと、メルパルクホール、銀河劇場他でソリストとして活躍する。

アルテフラメンコにおいてクルシージョを開催する傍ら、タブラオ、舞台では独特の表現で多くのファン

を魅了している。
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【只今、準備中】
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アルテフラメンコ舞踊学院 東北沢スタジオ 

東京都世田谷区北沢4-4-9

【最寄駅】小田急線 東北沢駅5分 

【問合せ】TEL 03-5856-6075　

アルテフラメンコ舞踊学院 事務局

【アクセス方法】

電車

・小田急線　東北沢駅

・井の頭線 池ﾉ上駅から徒歩10分

バス：

・東急バス18番（渋谷駅南口、モアイ像側)

：渋谷55系統（毎時0分、30分発車）幡ヶ谷折り返し

行き　東北沢駅下車(東北沢経由）

・京王バス(京王バスの並び中央）

:渋谷67系統(毎時2～3本)笹塚行き笹塚循環

北沢小学校前下車

　　　　　　　　　　　　　　　　　（この路線を使用される

場合は090-7210-2065までお電話下さい）

 

 

個人レッスン向きで集中力UPに最適の

小空間ビジターの方の貸スタジオも可能

です。
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「春の祭典」

若手のホープ　ソラジャ・クラビホをゲ

ストに迎えた2002年の本科卒業公演

（六本木俳優座劇場）は、ステージで

卒業証書授与が行われた初めての公

演でもある。その感動の一瞬を再検

証！

  

 
「Fiesta 2004」

五反田ゆうぽうとが燃えた。

年に一度の「アルテ・フィエスタだけが

楽しみで生きている」というファンがい

るほど、発表会の限界を超えた興奮

と陶酔は直接見たものでなければ解

らない、と定評がある。

踊りだけでなく照明も音響も、そして

構成も「公演」のレベルで行われてい

る一味違う発表会といえる。

  

 

「2002 X'mas concierto TAKETORI」 
新宿ルミネホールACで行われていた

演劇との融合舞台から、舞踊場面だ

けを抽出して構成した画期的な創作

フラメンコ。 （演出：沙羅一栄）

2002年の初演では、アオイ・ロチャー

の進境著しい姿が印象深かった。帝

の内山敦子、翁の板坂剛ともに絶

品。 再演が熱望されている

 
「魔性のフラメンコ」

写真：中尾務　編集：板坂剛

1986年創英社刊

'83年３月創作フラメンコ「フラマ-ある魔的な時間」で脚

光を浴びた沙羅一栄を新鋭の写真家中尾務のレンズ

が捉えたみずみずしい感覚の写真集。テアトロからタブ

ラオまで精力的な活動を続ける当時の若々しい姿が記

録されている貴重な資料でもある。

しかし、残念！絶版品切れです。

  

 
「沙羅一栄・アマポーラの美学」

写真：中尾務　編集：板坂剛

1988年創英社刊

スペインの天才舞踊家ラウールと沙羅一栄・板坂剛が

共演したよみうりホールでの公演「トライアングル」を記

念して出版された写真集。今は亡きラウールが日本人

舞踊家に託した思いが伝わってくる。（在庫あり）

  

 
「スペインの美神・RAUL」

写真：中尾務　話の特集刊

中尾務の写真集第3段。アルテフラメンコに大きな影響

を与えた天才舞踊家RAUL（1995年2月26日42歳で死

す）の最盛期の姿を記録した写真が満載。独特のスタ

イルを作り出したラウールのフラメンコが郷愁を誘う。

  

 
「智美－その生と死の余韻」

美能憲二・著

新潟出身柏崎市出身のフラメンコダンサー鈴鹿智美の

短い生涯を伝記的につづった純文学作品。2003年11月

恵比寿エコー劇場で舞台作品化され上演された。この

公演で鈴鹿智美を演じた内山敦子がカバーモデルに

なった原作本は、直接出版社から取り寄せることも可

能。

 

│主宰者挨拶・プロフィール│講師紹介│地図・施設紹介・書籍映像紹介│

CONTENTS│TOP│アルテフラメンコについて│アルテフラメンコの活動報告│コース・カリキュラム│お問合せ・資料請求・申込み│Q&A│  

 アルテフラメンコ舞踊学院
〒155-0031 東京都世田谷区北沢4-4-9 小田急線　東北沢駅　徒歩5分 

TEL：03-5856-6075 / FAX：03-5875-8158 / E-Mail：info@arte-flamenco.co.jp  

Copyright © 2004 ARTE FLAMENCO All Rights Reserved

http://www.arte-flamenco.co.jp/index.html


フラメンコ教室(スクール)｜東京｜渋谷｜目黒｜世田谷¦アルテフラメンコ舞踊学院

http://www.arte-flamenco.co.jp/act_history.html[2018/03/19 9:46:53]

フラメンコ教室(スクール)｜東京｜渋谷｜中目黒｜アルテフラメンコ舞踊学院

│MAP│

 
12/1 設立

10/5～7 「CONCIERTO DE FLAMENCO」　アトリエ　フォンテーヌ

3/8 「フラマ－ある魔的な時間」　東邦生命ホール

12/14 「大地の炎」　渋谷ラ・ママ

3/17 「フラマ２－アマポーラへの序曲」　草月ホール

6/17 「大地の炎」　東邦生命ホール

5/6 「トライアングル」　よみうりホール

7/22 「Viento verde」　abc会館

7/31 「グラナダの丘」　ヴィブランシアター

12/16～18 「スペインの風と炎」　博品館劇場

6/27 「風の叫び」　東邦生命ホール

9/23 「カメルンシータ」　平河町都市センターホール

10/28 「グラナダの丘」　劇団若草劇団公演

1/16 「帰還・LA VUELTA」　マリオン朝日ホール

7/22 「フィエスタ'90」　abc会館

9/20 「アルテフラメンコ新人公演」　博品館劇場

12/17
「第1回サンシャイン・フラメンコ・フェスティバル」

サンシャイン劇場

5/29・30
「第2回サンシャイン・フラメンコ・フェスティバル」

サンシャイン劇場

6/30 「フィエスタ'91」　よみうりホール

9/21
「第3回サンシャイン・フラメンコ・フェスティバル」

サンシャイン劇場

12/4 「小沼佐智世フラメンコ・リサイタル」　三百人劇場

3/5・6 「エル・スール/クアドロ・フラメンコ」　草月ホール

5/19 「フラメンコフェスティバルin九州」　大分県立芸術会館

6/27 「フィエスタ'92」　よみうりホール

7/10 「フラメンコフェスティバルin上田」　上田文化センター

11/13・14 「Lamento－嘆き」　新宿ルミネ　ACTホール

12/15
「第4回サンシャイン・フラメンコ・フェスティバル」

サンシャイン劇場

2/23 「第2回アルテフラメンコ新人公演」　俳優座劇場

5/18・19
「第5回サンシャイン・フラメンコ・フェスティバル」

サンシャイン劇場

6/20 「フィエスタ'93」　よみうりホール

7/18 沙羅塾スタート

4/30～5/1 「友よ風に抱かれて」　テアトルフォンテ

7/16 「フィエスタ'94」　関内ホール
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10/29～ 「アンダルシアの月」新宿ルミネ　ACTホール

1/29
「INVIERNO（第1回沙羅塾コンサート）」

エル・フラメンコ

4 本科スタート

4/30
「PRIMAVERA（第2回沙羅塾コンサート）」

エル・フラメンコ

6/17 「フィエスタ'95」　よみうりホール

7/30 「VARENO（第3回沙羅塾コンサート）」エル・フラメンコ

10/14・15
「LA・LUNA－なよたけの月－（平成7年度文化庁芸術祭参加）」　新宿

ルミネ　ACTホール

6/15 「フィエスタ'96」メルパルクホール

10/17～20
「TAKETORI－ふたりのかぐや－（平成8年度文化庁芸術祭参加）」新

宿ルミネ　ACTホール

3/20 「フィエスタ'97春」　五反田ゆうぽうと

9/21 「フィエスタ'97秋」　芝メルパルクホール

12/4～7
「オリーブの木と泉の間に（フェデリコ・ガルシア・ロルカ生誕百周年記

念プレ公演）」 新宿ルミネ　ACTホール

2/1
「INVIERNO（第5回沙羅塾コンサート）」

エル・フラメンコ

4/5 「フィエスタ'98春」　五反田ゆうぽうと

8/20～23 「血の婚礼」　新宿ルミネ　ACTホール

9/27
「フィエスタ'98秋」　芝メルパルクホール

（１期生卒業公演含む）

1/10
「INVIERNO'99（第6回沙羅塾コンサート）」

エル・フラメンコ

4/11
「PRIMAVERA'99（第7回沙羅塾コンサート）」

エル・フラメンコ

7/11
「VARENO'99（第8回沙羅塾コンサート）」

エル・フラメンコ

8/22 「フィエスタ'99夏」五反田ゆうぽうと

10/10
「OTONO'99（第9回沙羅塾コンサート）」

エル・フラメンコ

12/1 「アルテフラメンコ舞踊学院創立18周年記念パーティー」

1/9
「INVIERNO　2000（第10回沙羅塾コンサート）」

エル・フラメンコ

3/15 「シャンソンとフラメンコの夕べ」　エル・フラメンコ

4/9

「PRIMAVERA　2000（第11回沙羅塾コンサート）」

エル・フラメンコ

（2・3期生卒業公演も含む）

5/6 「フィエスタ2000」　五反田ゆうぽうと

7/9
「フィエスタ　アンダルシア（第12回沙羅塾コンサート）」

エル・フラメンコ

10/8
「フィエスタ　アンダルシア（第13回沙羅塾コンサート）」

エル・フラメンコ

4/8 「第4期生卒業公演」

7/19 「フィエスタ2001」　五反田ゆうぽうと

12/22・23
「創立20周年記念Xmasコンサート」

品川インターシティーホール

3/30 「第5期生卒業公演」　俳優座

5/26 「フィエスタ2002」　五反田ゆうぽうと

12/25 「創作フラメンコ"TAKETORI"」　駒場エミナース

3/30 「第6期生卒業公演」　俳優座

5/11 「フィエスタ2003」　五反田ゆうぽうと

「創作フラメンコ"智美－SATOMI"」
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10/31～11/2
恵比寿エコー劇場

1/25

「Ano nuevo 2004新春カクテルコンサート

沙羅一栄・カルメーラとアルテフラメンコの仲間達」

六本木Sweet Basil 139(スウィート・ベイジル）

2/25
「Noche de Flamenco Especial 絆・きずな」

エル・フラメンコ

5/29 「フィエスタ2004」　五反田ゆうぽうと

7/18 「第7期生卒業公演」　エル・フラメンコ

2/11
ラウール没後10年追悼フェスティバル　「謳踏忌」

こまばエミナース

5/8 「フィエスタ2005」　五反田ゆうぽうと

7/16 本科第8期生 卒業公演「ＶＥＲＡＮＯ2005」　エルフラメンコ

2006 5/21
「フィエスタ2006」

五反田ゆうぽうと

12/16・17
「アルテフラメンコ創立25周年記念　冬のフィエスタ」

天王洲　銀河劇場

2007 5/19 Fiesta　Nueva　Vol.１　新宿エルフラメンコ

6/16 Fiesta　Nueva　Vol.2　新宿エルフラメンコ

 7/15 Fiesta　Nueva　Vol.3　新宿エルフラメンコ

 12/22 ATRAER 　新宿エルフラメンコ
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フラメンコ教室(スクール)｜東京｜渋谷｜中目黒｜アルテフラメンコ舞踊学院

│MAP│

 

フラメンコの新時代を切り拓いた天才舞踊家ラウールを偲ん

で。

2005年２月11日（金）、こまばエミナースにて開催。

 

カルメーラ・グレコをゲストに迎え、アルテフラメンコ舞踊学

院の板坂・沙羅と選抜された踊り手たちの繰り広げる華麗

なショー。
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写真は、2004年1月25日（日）、六本木Sweet Basil 139にて開

催された様子。  

  

 

プロフェッショナル養成コース本科の卒業公演は、フィエスタとと

もにアルテフラメンコでしか見られない感動のステージ。

3年間の苦難を乗り切った卒業生の踊りには涙を誘うものがあ

る。

  

 

 アルテフラメンコ舞踊学院の学院生のみならず、各カル

チャーセンター在籍の生徒希望者達によって、会場の

セッティングから演出、構成に至まで、全てを自分達で

作り上げるスタジオライブ。

 
 

新宿エルフラメンコ

新宿エルフラメンコにて5～7月の3回に分かれて行われた新趣向

の発表会「FiestaNueva 2007」

「会場の空間に充満する熱気が舞台と客席を包みこむ」そんな力

が湧いて来る新宿エルフラメンコの追い風を受けて・・・。

  

天王洲　銀河劇場　2006年12月16・17日

25年、四半世紀は短いようで、やっぱり重い。スタジオ開設以来在

籍していた生徒数は、カルチャースクールまで加えると五千人を超

える。その中で、アルテフラメンコの一時代を担い、独立して自分

の世界を築いたと思われる三人をゲストに迎えて幕をあける銀河
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劇場の夜に、沙羅一栄の初リサイタル（1983年10月、六本木アトリ

エフォンティーヌ）を音楽面で支えた遠藤あや子（カンテ）三澤勝弘

（ギター）のお二人がまた今回の舞台にも登場してくれる。

  

 

五反田ゆうぽうと　2006年5月21日

創立25周年が目前に迫ったアルテフラメンコ舞踊学院では、事務

所移転や新スタジオでのクラス開講、某芸能プロダクションとの提

携に依る新企画等、過渡期にふさわしい話題が日々現在進行形

で飛び交っている。1年後、この学院がどうなっているのか、誰にも

想像がつかないほどである。

確かなことは、何事も同じパターンで続けていてはならないという

ことだ。その点では他の教室をはるかに凌ぐ独創性を有していた

と思われるアルテフラメンコ舞踊学院だったが、気がつくと従来通

りのやり方に安住していた部分もなくなない。4分の1世紀を節目に

刷新すべき部分は大胆に変革を加える。・・・本来のFiestaは、これ

までとは違った・・・という程度の表現では語れないほど、想像を絶

する内容にしたい、と思いつつ今年のFiestaを迎える。

  

 

 

今年もフィエスタを開催します。

開催日時：2005年5月8日（日）

会場：五反田簡易保険ホール

時間：（OPEN）午後4時30分　（START）午後5時

お問合せはコチラまで。

アルテフラメンコ舞踊学院

TEL：03-3715-9650

Email：info@arte-flamenco.co.jp

  

 

五反田ゆうぽうと　2004年5月29日（土）

五反田ゆうぽうとが燃えた。

年に一度の「アルテ・フィエスタだけが楽しみで生きて

いる」というファンがいるほど、発表会の限界を超えた

興奮と陶酔は直接見たものでなければ解らない、と定

評がある。

踊りだけでなく照明も音響も、そして構成も「公演」のレ

ベルで行われている一味違う発表会といえる。
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駒場エミナース　2002年12月25日

新宿ルミネホールACで行われていた演劇との融合舞台から、舞踊

場面だけを抽出して構成した画期的な創作フラメンコ。

（演出：沙羅一栄）

2002年の初演では、アオイ・ロチャーの進境著しい姿が印象深

かった。帝の内山敦子、翁の板坂剛ともに絶品。

再演が熱望されている。 
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フラメンコ教室(スクール)｜東京｜渋谷｜中目黒｜アルテフラメンコ舞踊学院

│MAP│

 

【只今、準備中】
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フラメンコ教室(スクール)｜東京｜渋谷｜中目黒｜アルテフラメンコ舞踊学院

│MAP│

 

当学院では基礎(テクニカ)を中心としたカリキュラムを提供しています。基礎を身につけることにより、高い技術
と感性を養うことが可能です。個人のスケジュール・レベルに合わせて無理なく受講していただけます。

多彩なクラス設定が魅力のアルテフラメンコ舞踊学院のクラスをご紹介します。

 

 

担当講師がフラメンコの魅力・楽しさを直接指導いたします。

「フラメンコって？」という初心者の方にお薦めのレッスンです。

開催日：各入門クラスにて随時受付

受講料・1回体験チケット：3,675円（税込）→2,100円（税込）

　　　　　　　　　　　　　　　　

※体験レッスン（第3日曜日）を受講後、本学院に入学された方は、受講料をキャッシュバッ

ク。

※詳しくはお問合せください。

 

 年１回のFiesta（発表会）を目指し、そのベースとなるテクニカをマスターします。

 

入　門 （50分）

テクニカを身につけながらセビジャーナスの振付をマスターします。

1ヶ月から1年で修得可能です。セビジャーナスの振付を終了することで

テクニカAの受講が可能となります。

フラメンコ

クラス

(80分）

にフラメンコに取組むための基礎技術、リズム感、テンポ感、舞踊の

ベースを身につける本格的テクニカルクラス（初級 - 中級）

開講日：水曜日(昼)、金曜(夜)、土曜(昼)、日曜(午前)

沙羅塾 

(80分）
プロフェッショナル希望者用のクラス。受講には主催の許可が必要

舞踊クラス

　(日数限定）

短期講座で舞踊曲をマスターするクラス。フラメンコクラスAかB、または

沙羅塾の受講が必須となります。

日程は事前に連絡します。講師、内容、回数により料金が異なります。
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スペイン人によるクルシージョや、通常のレッスンでは出来ない舞踊テクニカの強化など、

期間限定の特別メニューです。

 レベルや都合に合わせてレッスンすることが出来ます(入門より）。

 

5歳から小学生までのクラス。経験により児童クラスA・Bに分かれます。

入会資格：5才～小学6年生

中学生対象のクラス。経験によりジュニアクラスA・B(受講料異なる)に分かれます。

男性講師による男性経験者のための舞踊クラス。受講者はテクニカA・B受講必須

(受講料:月3回月謝制) 

体験レッスン
受講料・1回体験チケット：3,150円（税込）→2,100円（税込）

（第3日曜日体験レッスンのみ：3.150円税込）

入会金

専科：15,750円　　子供：10,500

出張教室在籍の方のご入会割引有り。

ご入会の際、本学院証を発行いたします。

舞踊クラス
月謝制 1レッスン(単発)

週1回 週2回 現　金 チケット

入門 50min \12,000 \20,000 \4,200 \3,500

フラメンコクラス

80min
\18,000 \32,000＊ \5,775 \5,000

沙羅塾

80min
\18,000 \32,000＊ 月謝制のみ 月謝制のみ

男性舞踊クラス

60min(月3回)
13,500 - 月謝制のみ 月謝制のみ

児童A・B

(5歳～小学生）
\7,350 - 月謝制のみ 月謝制のみ
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ジュニアA 

(中学生以上・未経験）
￥8,400円 - 月謝制のみ 月謝制のみ

ジュニアB

(中学生以上･経験者)
\11,000 - 月謝制のみ 月謝制のみ

舞踊クラス(テクニ

カA・Bの受講必須)
日時により変動 - 単発不可 単発不可

★新規後入会の場合は経験の有無を問わず入門から受講していただきます(セビジャーナスの振りを統一させるため）。
入門クラスならびにテクニカAクラスに関しては月謝制もしくは1レッスン制のどちらかより選択することが可能です。
＊テクニカA・Bに関しては週3回以上のフリーパス制度も有り：\45,000

貸スタジオ料金表（学院生利用）・・・予約制

1人～3人

1フロア　30min

4人以上

1フロア　30min

open time 

1人　30min

平日（月～金） 現　金 チケット 現　金 チケット 現　金 チケット

10：30～18：30 2,625円・税込 2,000 3,675円・税込 3,000 1,575円・税込 1,000

18：30～21：30 3,150円・税込 2,500 4,200円・税込 3,500 2,100円・税込 1,500

土・日・祝日 現　金 チケット 現　金 チケット 現　金 チケット

10：30～18：30 3,150円・税込 2,500 3,675円・税込 3,000 2,100円・税込 1,500

18：30～20：30 3,675円・税込 3,000 4,200円・税込 3,500 2,625円・税込 2,000

貸スタジオ予約方法

・1ヶ月前から当日まで予約を承ります。前払い制。

・電話・FAX・メールでのご予約は受付ておりません。

・予約状況に関してはお電話でご確認いただけます。

在籍費・・・レッスンを受講されなかった場合

1ヶ月 2,100円・税込

永　久

（6ヶ月以上復帰まで）
10,500円・税込

※永久在籍は事前の申請が必要です。
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フラメンコ教室(スクール)｜東京｜渋谷｜中目黒｜アルテフラメンコ舞踊学院

│MAP│

 

お問合せ、資料請求、一日体験レッスン申込み、学院見学申込み、は
こちらからよろしくお願いします

（※）印の項目は必須項目です。お手数ですが、ご入力をお願いします

 

　取扱い種別 （※）

 お問合せ

・対象のコース・カリキュラムなど、具体的な問合わせ事項を次項入力欄

に記入してください。

 資料請求

・ご質問などありましたら、次項入力欄に併せて記入してください。

 一日体験レッスン申込み

・希望レッスン日など、具体的な内容を次項入力欄に記入してください。 

・後日、当学院から折り返しご連絡いたします。

 学院見学申込み

・希望見学日など、具体的な内容を次項入力欄に記入してください。 

・後日、当学院から折り返しご連絡いたします。

ご質問など詳細内容

お名前　（※）

ふりがな　（※）

email　 （※）

http://www.arte-flamenco.co.jp/index.html
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郵便番号 （※）

都道府県 （※）

住所 （※）

電話番号 （※）

（携帯電話番号でも可）

FAX

性別 男性　 女性

年齢 歳

職業 　  　
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フラメンコ教室(スクール)｜東京｜渋谷｜中目黒｜アルテフラメンコ舞踊学院

│MAP│

 

初めて習う時に必要なものを教えてください。また揃える場合の費用の目安を教えてください。

レッスンに必要な道具の内容はフラメンコシューズ、カスタネット、レオタードとスカート（男性の場合は
稽古用ズボン）となります。
費用はグレードにより異なりますが、プロフェッショナルな仕様のものを揃えると合計で50,000円程度で
す。学院での購入も可能です（第3日曜日には、20％割引となります）。
また、入会される時にお申し出頂ければフラメンコ用品店の割引カードをお渡し致します。

1クラス何人位でしょうか？

入門クラスを除き、5～10人となります。
アルテフラメンコは掲載講座のほか、ワークショップや合宿なども実施しています。
詳細はお気軽にお問合せください。
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