２０２１年度３学期タイムテーブル
１月～４月

Term3 Timetable

January-April 2022

※今学期は４月２９日の発表会の日程に合わせて４月末までを３学期とさせて頂きます。
※April is included in Term3 regarding the date of the concert (29 Apr).
※お休みされる場合は事前にご連絡頂きますようお願いいたします。
※Please notify us in advance when you will be absent from classes.

池下スタジオ Ikeshita Studio
毎週火曜日

Tuesday

Time

Class

Teacher

3:45pm-4:15pm

Creative Ballet

Rina

4:30pm-5:20pm

Level 1-2 Ballet

Rina

5:30pm-6:30pm

Level 5 Ballet

Rina

6:50m-7:50pm

Private

Rina

(３学期は大人クラスをお休みとさせて頂きます。)

毎週水曜日

Wednesday

Time

Class

Teacher

4pm-4:50pm

Level 1-2 Ballet

Rina

5pm-6pm

Level 3-4 Ballet

Rina

毎週土曜日

Saturday

Time

Class

Teacher

1:50pm-2:40pm

Level 1-2 Ballet

Rina

2:50pm-3:50pm

Level 3-4 Ballet

Rina

4pm-5:15pm

Level 5 Ballet

Rina

東郷 TIS スタジオ Togo Studio
毎週土曜日 Saturday
Time

Class

Teacher

9:30am-10:20am

Level 1-2 Jazz

Rina

10:30am-11:30am

Level 3-4 Jazz

Rina

イオンキッズスクール熱田千年スタジオ IEON Atsuta Chitose
毎週木曜日 Thursday
Time

Class

Teacher

4:20pm-5:10pm

Level 1-2 Ballet

Rina

5:20pm-6:20pm

Level 3-4 Ballet

Rina

6:30pm-7:30pm

Level 5 Ballet

Rina

●振替レッスンについて
お休みされる場合の振替はその学期内に、所属されている各スタジオにてお願いいた
します。発表会前（3 学期）は各クラスで発表会練習を行いますので、次の学期で振
替レッスンをご受講ください。（池下スタジオ）
※東郷 TIS スタジオは振替レッスンがございません。お休みが分かっている場合、お
休みされる月は１回券をご利用いただけます。
※イオンキッズスクール熱田千年スタジオは、同スタジオ内で開講されているキッズク
ラスにて振替レッスンをご受講頂けます。その場合各クラス講師の許可が必要となりま
すので、振替を希望される場合は必ず受付または講師にご相談ください。

●About Makeup Class
Please make up the classes you missed for the duration of the same term at the
same studio. You cannot attend makeup classes during Term3 as there are
production rehearsals in each class and we offer you to take classes in next term
instead. (Ikeshita Studio)
※There are no classes available to makeup at Togo TIS studio and drop-in ticket
is available for that month you know that you will miss a class.
※Students at IEON kids school can make up in other kids classes you would like
to join in if there is a permission by the teachers.

料金

Price

池下スタジオ Ikeshita Studio
〇キッズクラス Kids Classes
※学期ごとのお支払いをお願いしております。

Please make your payment for whole term.
CLASSES PER WEEK

COST PER WEEK

COST PER TERM

レッスン数(週)

レッスン費(週)

レッスン費(学期)

1

¥1,500

2

¥2,250

3

¥3,000

¥24,000
(16 classes)
¥36,000
(32 classes)
¥48,000
(48 classes)

1 回のみ

Drop in: ¥2,000

４回チケット(１カ月間有効)Ticket for 4 classes (Valid for one month) : ¥7,200

東郷 TIS スタジオ Togo Studio
〇English & Jazz
週 1 回 Once a week
１回（1 class）：￥1,980

/

月額（monthly）：￥6,600

イオンタウン熱田千年スタジオ IEON Atsuta Chitose
〇English & Ballet
週 1 回 Once a week

月額（monthly）：￥6,600

●割引について
家族割引
 １家族につきお子様お二人ご入会の場合、料金はレッスン費の合計金額より１
０％割引となります。
 １家族につきお子様三人またはそれ以上ご入会の場合、料金はレッスン費の合計
金額より２０％割引となります。

かけもち割引
東郷 TIS スタジオまたはイオンキッズスクールと池下スタジオに掛け持ちで所属される
場合、池下スタジオでのレッスン費が半額となります。
※東郷 TIS スタジオ・イオンキッズスクールは月ごとのお支払いです。原則、池下スタジオの
学期の初めの時点で、その学期を通して掛け持ちされる場合に割引適用可能となります。
※池下スタジオでのレッスン数に関わらず、１レッスン１５００円→半額となります。
※家族割引も併用して適用されます。

●About Discount
Family Discount
 For families with two children dancing, the price of tuition will be 10%
discounted.
 For families with three or more children dancing, the price of tuition will
be 20% discounted.
For students who belong to multiple studios..
Students who have membership in Togo TIS or IEON kids’ school will get 50%
discount on their class tuition at Ikeshita studio.
※ You must keep your membership (not including a recess) at both of
Ikeshita and Togo or IEON kids school throughout term to get discounts.
※ You will get 50% discount from ¥1,500 per class no matter how many
classes you take at Ikeshita studio during a week.
※Family discount is also applicable to the tuition at Ikeshita Studio.

