⽉曜⽇

⽕曜⽇

⽔曜⽇

⽊曜⽇

UNISTA

⾦曜⽇

10:30 - 11:30 (60min) 10:30 - 11:45 (75min)
森下邦太(もりしたくにた)先⽣ (予約制) ⼩原妙⼦(おはらたえこ)先⽣
<対象> ⼀般簡単バリ舞踊
<対象> (ALL) 声の体操ボイスサイズ

⼟曜⽇

10:15 - 11:00 (45min) 10:15 - 11:00 (45min)
Culumi(くるみ)先⽣ - ゼロイチ akarin(あかりん)先⽣ - ゼロイチ
<対象>

(⼩1∼⼩6) キッズ未経験

⾼齢者でも気軽に参加できる声の体操。
⼾塚にて開講！歌わない発声体操です。

ダンス未経験者のためのクラスです。

全4回のカリキュラムを受講してステップ

全4回のカリキュラムを受講してステップ

※ レッスンは第2週、第4週⽬

※ 予約制となります

アップして、お好みのクラスを探そう！

アップして、お好みのクラスを探そう！

Culumi(くるみ)先⽣ - HIP HOP

<対象>

11:30 - 15:00

10:00 - 15:00

(⼩1∼⼩6) キッズ⼊⾨★

ダンス未経験者のためのクラスです。
まだまだダンスが不安な⼦、レベルアップ
したい⼦は是⾮受講してください！

レンタルスタジオ

レンタルスタジオ

mail : unistarsinc@gmail.com

12:30 - 13:00 (30min)
Culumi(くるみ)先⽣ - 障がい者
<対象> キッズ＆学⽣(完全予約制)

未経験のキッズは、ぜひ

障がいがあるお⼦様が楽しめる

「ゼロイチクラス」を

障がい者ダンスクラスです
30分のクラスで予約制となります。

受講してみてください！
やる気のある年⻑さんは

13:15 - 14:00 (45min)
Miki(みき)先⽣ - ゼロイチ

受講可能です♪
また⽇曜⽇のレッスンは

<対象>

2STAで⾏っております。

ダンス未経験者のためのクラスです。

(⼩1∼⼩6) キッズ未経験

全4回のカリキュラムを受講してステップ
アップして、お好みのクラスを探そう！

<対象> (年中∼⼩2) キッズ初級

<対象>

ダンスを習い事として楽しみたい⼈！流⾏の
K-POPなどを盛り込んだ可愛いクラスです！

元気いっぱいのゆり先⽣クラスは、

15:45 - 16:30 (45min) 15:45 - 16:30 (45min)

※ ⼩学⽣は⼩学⽣料⾦となります。

Natsuki(なつき)先⽣ - ⼊⾨チア ayasa先⽣
Culumi(くるみ)先⽣ - ゼロイチ
<対象>
キッズ未経験
<対象> (年少∼⼩2) リトルキッズ
<対象>(⼩1∼⼩6)
⼩学⽣ ゼロイチクラス

(年少∼⼩2) リトルキッズ

障がいがあるお⼦様が楽しめる

男の⼦でも⼥の⼦でも楽しめるクラスです

全8回のカリキュラム
全4回のカリキュラムを受講してステップ

障がい者ダンスクラスです

※ ⼩学⽣は⼩学⽣料⾦になります。

※ ⼩学⽣は⼩学⽣料⾦となります。

※
未経験∼初級7歳まで受講可能
アップして、お好みのクラスを探そう！

30分のクラスで予約制となります。

<対象> (⼩１∼⼩6) キッズ中級★★

HIP HOPを主体としたダンスの基礎
アイソレ、体⼒トレーニングなど初⼼者に
必要なポイントも学べます※レベルにより年⻑も受講可

元気いっぱい！ゆり先⽣のJAZZベースの
HIPHOPクラスで、カッコ良く
踊りましょう！！

<対象> (⼩１∼⼩6)トライアルクラス★

調整中
ayasa先⽣のJAZZ基礎クラスがいよいよ

<対象> (⼩1∼⼩6) キッズ初中級者 ★★ <対象> (⼩1∼⼩6) キッズ初級★
Natsuki先⽣のJAZZ HIP HOP クラスは

ダンスはもちろん挨拶からしっかり学べる
10⽉よりトライアルで登場！ 誰でも1000円
レベルアップクラスです ※⼈数制限あり
都度払いで受講可！※レベルにより年中から受講可能

初級クラスなので、未経験者でも安⼼して
楽しく学べます！
ぜひ受講してみてください。

18:00 - 19:00 (60min) 18:00 - 19:00 (60min) 17:50 - 19:05 (75min) 18:00 - 19:00 (60min) 17:50 - 19:05 (75min)
ayasa (あやさ)先⽣ - テーマパークJAZZ 南帆(なほ)先⽣ - チアダンス
KOZU先⽣ - Girls HIPHOP
Natsuki(なつき)先⽣ - Girls pop KOZU (こず)先⽣ - Girls HIPHOP
<対象> (⼩1∼中2) ⼩中学⽣初級 ★ <対象> (⼩1∼中2) キッズ中級★★

<対象> 学⽣・⼀般初級 ★

⼥の⼦らしいフリでキュートにカッコ良く

JAZZのしなやかさと元気さを
<対象> (⼩1∼⼩6) キッズ初級

ダンスを学ぶことができます！

兼ね備えたテーマパークダンスで

※ 中学⽣は中学⽣料⾦となります

元気いっぱいに踊りましょう！

<対象> (⼩1∼中2) ⼩中学⽣初級 ★

★

可愛い⾐装でボンボンを持ち
元気いっぱいに踊るチアのクラスです♥
※ フリーパスでの受講不可
※ 中学⽣は学⽣料⾦となります。

JAZZベースのHIPHOPクラス
しなやかな体の使い⽅を学び
リズミカルにダンス！※レベルにより⼩学⽣も受講可能

<対象> ⼀般初級 ★

<対象> ⼀般初中級 ★★

<対象> ⼀般初中級 ★★

Newクラスのakarin HIPHOPクラスは
楽しみながらかっこいいダンスを学ぶことが
できます！ ※レベルにより⼩学⽣も受講可能

Miki先⽣のJAZZ HIP HOPは
初⼼者から初中級者まで楽しくダンスを
踊りましょう！

UNISTAでNo.1のキャリアのある先⽣
AYA JAZZクラスは、AYA先⽣のオリジナル
レッスンクラスです

※レベルにより⼩学⽣も受講可

New Shcool HIP HOPクラスは、
流⾏りの⾳楽で、パワフルかつかっこいい
ダンスを学びましょう！※レベルにより⼩学⽣も受講可

<対象> トライアル⼀般クラス ★★
経験豊富なKATAE先⽣のHIPHOPクラス
細かいところまで指導してくるトライアル
クラスは、ダンスのスキルを上げたい⼈向け
会員様は都度払いで受講可能！1200円/1回

<対象> ⼀般中級 ★★★
ヒップホップの巧みなステップと
パワフルなダンスが学べる中級クラス！
かっこよく踊りましょう！

<対象> ⼀般初中級者 ★★
ミドルスクールのHIP HOPクラス
経験豊富のMASARI先⽣の中級者クラスで
レベルアップしよう！ ※レベルにより⼩学⽣も受講

16:15 - 17:30 (75min)
MASA(まさ)先⽣ (BRIDGET) - HIPHOP
<対象> ⼀般初級者 ★

セクシーに可愛くダンスをしたい

ダンスボーカルユニットのBRIDGETとして
活躍するMASA先⽣のHIPHOPクラス
ステップもかっこいい ※レベルにより⼩学⽣も受講可

⼥の⼦向けのクラスです！
キュートに踊りましょう！！

17:45 - 19:00 (75min)
AYA(あや)先⽣ - JAZZ

<対象>
<対象> ⼀般中級
⼀般初級 ★★★
★

<対象> ⼀般中級者 ★★★

アンダーグラウンドのゴリゴリなHIPHOPで
かっこいい⾵歌先⽣のHIP
HOP クラス

AYA先⽣のオリジナルJAZZクラスは
レベルアップしたい⽅向けの

ガツガツ系ダンスを踊りたい⽅は、ぜひ
カッコよく踊ろう！グルーヴがハンパない！
中級クラスです！※レベルにより⼩学⽣も受講可
受講してみてください！
※レベルにより⼩学⽣も受講可

20:30 - 21:45 (75min) 20:30 - 21:45 (75min) 20:30 - 21:45 (75min) 20:30 - 21:45 (75min) 20:30 - 21:45 (75min)
@KIHIRO(あきひろ)先⽣ - HIP HOP
Culumi(くるみ)先⽣ - HIPHOP
MASARI(まさり)先⽣ HIPHOP kozu(こず)先⽣ - Girls HIPHOP
KATAE先⽣ - HIP HOP
<対象> ⼀般中級 ★★★

14:55 - 16:05 (75min)
MASARI(まさり)先⽣ - HIPHOP

<対象> ⼀般初中級 ★★

19:10 - 20:25 (75min) 19:10 - 20:25 (75min) 19:15 - 20:30 (75min) 19:10 - 20:25 (75min) 19:10 - 20:25 (75min)
Miki(みき)先⽣ - JAZZHIPHOP AYA(あや)先⽣ - JAZZ
⾵歌(ふうか)
Rui(るい)先⽣ - JAZZ コンテ
akari
(あかり)先⽣
先⽣ -- HIPHOP
HIPHOP
akarin先⽣ - HIP HOP
<対象> ⼀般初級 ★

<対象> キッズ＆学⽣ (完全予約制)

ダンス未経験者のためのクラスです。
初めてのダンスクラスです。

(60min) 16:45 - 17:45 (60min) 16:45 - 17:45 (60min)
16:45 - 17:45 (60min) 16:45 - 17:45 (60min) 16:45 - 17:45 (60min)
ゆり先⽣
JAZZ
HIP
HOP
Rui(るい)先⽣ - HIPHOP
ayasa(あやさ)先⽣ - JAZZ基礎 Natsuki(なつき)先⽣ - JAZZ HIPHOP MINORI(みのり)先⽣ - HIPHOP

k-popとGirls HIPHOPのミックスダンス
可愛い⼥の⼦のオススメクラスです！
※ 中学⽣は中学⽣料⾦となります。

14:15 - 14:45 (30min)
Miki(みき)先⽣ - 障がい者

プロ現役のNatsuki先⽣のチアダンスは
可愛い振り付けで楽しめます。

<対象> (⼩１∼⼩6) キッズ⼊⾨ ★

(⼩1∼⼩6) キッズ未経験

ダンス未経験者のためのクラスです。

11:15 - 12:15 (60min)

15:45 - 16:30 (45min) 15:45 - 16:30 (45min)
ゆり先⽣ - ダンスクラス
Natsuki(なつき)先⽣ - K-pop

<対象>

バリ舞踊を習ってみたいなぁと思った
みなさん！ここでバリを満喫してください

タイムスケジュール
UNISTA : ⼾塚町16-1
トツカーナB1
TEL : 045-392-5120

⽇曜⽇

ダンスクラスになります。※レベルにより⼩学⽣も受講可

19:10 - 20:25 (75min)
YUJI(ゆうじ)先⽣ - HIP HOP LA STYLE

<対象> ⼀般中級 ★★★

<対象> ⼀般中級者 ★★★

<対象> ⼀般初中級者 ★★

ミドルスクールの HIP HOP が好きな⼈に

セクシーな⾐装で、セクシーなダンスを
カッコ良く踊りたい⼥⼦限定のクラスです！

HIP HOP LA STYLE は、
流れるような動きと、⽌める動きが
かっこいいクラスです ※レベルにより⼩学⽣も受講可

⼈気のクラスで、ステップなどを学べる
レベルアップクラス！ ※レベルにより⼩学⽣も受講可

※レベルにより⼩学⽣も受講可

11:15 - 12:15 (60min)
akarin(あかりん)先⽣ - HIPHOP⼊⾨
<対象> (⼩1∼⼩6) キッズ⼊⾨★
ダンス未経験者のためのクラスです。
まだまだダンスが不安な⼦、レベルアップ
したい⼦は是⾮受講してください！

