
9:00 第1スタジオ 第2スタジオ 第1スタジオ 第2スタジオ 第1スタジオ 第2スタジオ 第1スタジオ 第2スタジオ 第1スタジオ 第2スタジオ 第1スタジオ 第2スタジオ 9:00

10:00 10:00

11:00 11:00 11:00
グアヒーラ
振付★★

11:45〜

12:00 グループマット 12:00 ラリア 12:00

ピラティス タンゴ・デ・マラガ 完結オープンクラス セビジャーナス
毎週(定員6名) 振付INICIO サパテアード 振付入門

林 ソレアのリズム使用
13:00 13:00 ラリア ラリア 坂本 13:00

アバニコテクニカと 完結オープンクラス
アバニコを使って テクニカ・コルポラル

華やかに 身体使いとマルカール
14:00 Sevillanas④ ラリア 14:00

ラリア シギリージャ
14:20 振付★★

14:00〜15:30
15:00 月2回(90分) 15:00

⻑嶺
3月〜9月

16:00 16:00

17:00 17:00

18:00 18:00

18:30 18:30
タンゴ・デ・マラガ グアヒーラ 18:45〜19:30 ソレア・ポル・ブレリア シギリージャ ハレオ タラント

振付INICIO 振付★★ 完結オープンクラス 振付★★ 振付★ 振付★ 振付★★★

基礎テクニカ 18:30〜20:00

19:30 ラリア ラリア 坂本 ラリア 月2回(90分) ラリア ラリア 19:30

ハレオ 春のキャンペーン中 タラント セビジャーナス グアヒーラ 完結オープンクラス ⻑嶺 タンゴ・デ・マラガ ソレア・ポル・ブレリア グループマット
振付★ はじめての 振付★★★ 振付入門 振付★★ アレグリアス 4月〜9月 振付INICIO 振付★★ ピラティス

フラメンコ を学ぼう バンベーラ 毎週(定員6名)
20:30 ラリア 上野 ラリア 坂本 ラリア 坂本 振付★★ ラリア ラリア 林 20:30

ソレア・ポル・ブレリア アレグリアス 完結オープンクラス タンゴ・デ・マラガ 春のキャンペーン中 20:00〜21:30(90分) 完結オープンクラス グアヒーラ
振付★★ 振付★から★★の間 アレグリアス 振付INICIO はじめての 月2回(90分) 　ﾃｸﾆｶ 振付★★

を学ぼう フラメンコ ⻑嶺 マントン
21:30 ラリア ラリア 坂本 ラリア 上野 3月〜9月 ラリア ラリア 21:30

⾦曜⽇ 土曜⽇

「アルマ・デ・フラメンコ」福岡校　　2019年4⽉のレッスンスケジュール　2019年4⽉22⽇(⽉)〜4⽉27⽇(土)までの予定
⽉曜⽇ 火曜⽇ 水曜⽇ 木曜⽇ ⾦曜⽇ 土曜⽇

⽉曜⽇ 火曜⽇ 水曜⽇ 木曜⽇

26 2722 23 24 25

はじめてのフラメンコクラス生徒募集
春の入会キャンペーン実施中(要予約)

http://almadeflamenco.com/spring2019/

⽉曜19:30/水曜20:30
※シューズ&スカート無料レンタル(3ヶ月間)

※入会から１ヵ月\3,500-で上記レッスン受け放題

電話応対時間
■月・⽔・⾦
■火・木
■土

15:00〜21:30
12:00〜21:30
10:30〜14:30

その日のクラスの出席人数によって
スタジオが下か上か決定します。

※出席人数が随時3名以下のクラス枠は閉鎖する場合がございますので予めご了承下さい。(事前に告知致します)

振付クラスの★マークは難易度の目安
　難しい★★★やや難しい★★やさしい★
INICIO＝はじめてスペイン人クラス受講が

不安の⽅にもオススメのクラスです♪

⻑嶺クラス
⽉2回(3hクラス)期間:3/21〜9⽉中旬まで6ヶ⽉半
4⽉11⽇・25⽇/5月16日・30日/6月13日・27日

7月11日・25日/8月と9月の日程はまだ未定

アバニコのテクニカと
4/　2　①番
4/　9　②番
4/16　③番
4/23　④番

4週目



福岡校 4⽉分【4/1⽉曜⽇〜4/27土曜⽇のスケジュール】

※⽇付枠右下の模様（■-1週目、▲-2週目、●-3週目、★-4週目）は振付の進⾏具合です。

⽉ 火 水 木 ⾦ 土 ⽇
1 2 3 4 5 6 7

■ ■ ■ ■ ■ ■

8 9 10 11 12 13 14

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

15 16 17 18 19 20 21

● ● ● ● ● ●

22 23 24 25 26 27 28

★ ★ ★ ★ ★ ★

※ラリア帰国日　４月３０日(火)福岡国際空港ターミナル1　　10:35発　韓国仁川経由便　KE788便　(※8時30分にチェックイン)

←お
友
達
紹
介
キ

ャン
ペ

ーン
期
間
・
再
入
会
⾦
無
料

→

マリア・ポルティージョ　カンテ伴奏入り　(1回\500- フリー\2,000)

通常営業時間(電話応対)　月・⽔・⾦　15:00〜21:30 ／ 火・木　12:00〜21:30 ／ 土　10:30〜14:30

※スケジュールの日程にご注意下さい

はじめてのフラメンコ 春の入会キャンペーン4⽉27⽇(土)まで実施
■⽉曜⽇19:30 ■水曜⽇20:30 ご予約受付中 １ヵ⽉3,500円で通い放題

4⽉27⽇(土)までが
4⽉分のスケジュールです。

タブラオ

※⻑嶺クラス⽇

※⻑嶺クラス⽇

Tablao de
Alumnas
■13:00〜
■17:00〜

13:00〜テクニカ・コルポラル

18:45〜単発基礎テクニカ

13:00〜14:20(80分)
　　 アバニコを使って
     華やかにセビジャーナス④番

12:00〜サパテアード
　　　　　　 ※ソレアで応用

20:30〜はじめてのフラメンコ
春の入会キャンペーンクラス

20:30〜アレグリアスを学ぼう
シレンシオを意識する

19:30〜アレグリアスを学ぼう
シレンシオを意識する

20:30〜マントン・テクニカ

19:30〜はじめてのフラメンコ
春の入会キャンペーンクラス



毎月のお月謝を消化しやすいために、１ヶ月を4週間でひとくくりに致します。そのため、毎⽉の初⽇と最終⽇が通常のカレンダーとは異なりますので、ご注意ください。
※このスケジュールは1⽉7⽇時点での予定です。後⽇変更がある場合がございますので予めご了承下さい。
基本休講日は日曜日で、祝日は通常通り⾏っています。

3⽉
日 月 火 ⽔ 木 ⾦ 土
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 タブラオ

1⽉ 17 18 19 20 21 22 23
日 月 火 ⽔ 木 ⾦ 土 24 25 26 27 28 29 30
30 31 1/1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 3/16　タブラオ　Diego・林祥⼦

13 14 15 16 17 18 19 タブラオ 4⽉
20 21 22 23 24 25 26 日 月 火 ⽔ 木 ⾦ 土
27 28 29 30 31 2/1 2 31 4/1 2 3 4 5 6

※1⽉の⻑嶺クラスは10⽇と24⽇の予定 1/19　タブラオ　岡⽥⿇⾥・林祥⼦ 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 タブラオ

2⽉ 21 22 23 24 25 26 27
日 月 火 ⽔ 木 ⾦ 土 28 29 30 5/1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 ※4⽉の⻑嶺クラスは11⽇と25⽇の予定 4/20　タブラオ　⻑嶺晴⾹・ｶﾝﾃマリア

10 11 12 13 14 15 16 タブラオ ■4⽉11⽇(木)の18:30〜20:00は⻑嶺シギリージャクラスのおためし⽇

17 18 19 20 21 22 23 ■4⽉17⽇(水)〜20⽇(土)の4⽇間はマリアのカンテ伴奏が入る予定

24 25 26 27 28 3/1 2
※2⽉の⻑嶺クラスは7⽇と21⽇の予定 2/16　タブラオ　末松三和・⻄岡容⼦

【通常営業時間】　 ■月・⽔・⾦ 14:00〜22:00 ／ ■火・木 11:30〜22:00／■土 10:30〜14:30　　　　　　　　　　 

■4⽉21⽇(⽇)　　Tablao de Alumnasの予定(午後公演/夕方公演)

2019年 1⽉〜4⽉までの⼤まかなレッスンスケジュールの予定です

★1⽉7⽇（⽉）〜2⽉2⽇(土)までが1⽉分です

★3⽉4⽇（⽉）〜3⽉30⽇(土)までが3⽉分です
【おためしレッスンについて】
■坂本クラスは1⽉7⽇(⽉)から12⽇(土)まで
スペイン人クラスは8⽇(火)から12⽇(土)がお試し期間になります。
■⻑嶺クラスのおためしは9⽉からクラスがスタートしている為ございません。

★2⽉4⽇（⽉）〜3⽉2⽇(土)までが2⽉分です

★4⽉1⽇（⽉）〜4⽉27⽇(土)までが4⽉分です

※3⽉から⻑嶺クラスは新発表会曲がスタート。3⽉は21⽇と28⽇の予定
　(21⽇レッスン初⽇におためしとして1回のみだけ受講の場合⽉謝1回90分/\5,265-を頂きます)



9:00 第1スタジオ 第2スタジオ 第1スタジオ 第2スタジオ 第1スタジオ 第2スタジオ 第1スタジオ 第1スタジオ 第2スタジオ 第1スタジオ 第2スタジオ 9:00

10:00 10:00

11:00 11:00 11:00
ソレア 単発オープンクラス

振付★★★ サパテアード強化
バストン使用

12:00 ディアナ 坂本 12:00
ティエント ティエント タンゴ
振付★ 振付★ 振付入門②

(&セビジャーナス復習)
13:00 ディアナ ディアナ 坂本 13:00

アレグリアス ティエント タンゴ・デ・マラガ 受講者募集
振付★★ 振付★ 振付★★ はじめての

フラメンコ
14:00 ディアナ ディアナ ディアナ 坂本 14:00

ロンデーニャ 14:00

振付★★

15:00 ディアナ 15:00

16:00 16:00

17:00 17:00

18:00 18:00

18:30 18:30

ティエント グループマット ソレア ロンデーニャ
振付★ ピラティス 振付★★★ 振付★★

毎週(定員6名) グアヒーラ
19:30 ディアナ 林 ディアナ 　振付★ ディアナ 19:30

タンゴ 受講者募集 ロンデーニャ ソレア・ポル・ブレリア タンゴ・デ・マラガ 19:00〜20:30 アレグリアス ソレア・ポル・ブレリア
振付入門② はじめての 振付★★ 振付★ 振付★★ ⽉2回(90分) 振付★★ 振付★

(&セビジャーナス復習) フラメンコ ※5月9日スタート

20:30 坂本 上野 ディアナ 坂本 ディアナ 坂本 ディアナ 坂本 20:30

ソレア・ポル・ブレリア セビジャーナス アレグリアス 受講者募集 ティエント アレグリアス ソレア
振付★ 振付入門① 振付★★ はじめての 振付★ やさしい振付 振付★★★

フラメンコ ⽉2回(60分)
21:30 坂本 上野 ディアナ 上野 ディアナ 坂本(5/9ｽﾀｰﾄ) ディアナ 21:30

土

⽉曜⽇ 火曜⽇ 水曜⽇

5⽉10⽇ 5⽉11⽇5⽉6⽇ 5⽉7⽇ 5⽉8⽇ 5⽉9⽇

木曜⽇ ⾦曜⽇ 土曜⽇

「アルマ・デ・フラメンコ」福岡校　　2019年5⽉7⽇(火)から11⽇(土)のおためし新レッスンスケジュール
月・祝日 火 ⽔ 木 ⾦

電話応対時間
■月・⽔・⾦
■火・木
■土

15:00〜21:30
12:00〜21:30
10:30〜14:30

振付クラスの★マークは難易度の目安
　難しい★★★やや難しい★★やさしい★

【ディアナのクラス】
■振付クラス
振付★★★　  ソレア
振付★★　　   タンゴ・デ・マラガ
振付★★　　   ロンデーニャ
振付★★ 　　  アレグリアス
振付★   　　　 ティエント

【坂本のクラス】
■振付クラス
振付★　　 　　 ソレア・ポル・ブレリア
振付★　　　　　グアヒーラ※⽉2回90分
やさしい振付　　アレグリアス※⽉2回90分
■振付入門クラス
　　　　　　　　　 タンゴ&セビジャーナス復習
【上野クラス】
■振付入門　　 セビジャーナス

【坂本&上野クラス】
■はじめてのフラメンコ

【⻑嶺のクラス】　※月2回/各90分
3月〜9月までのクラスでスタート済み
■振付クラス
振付★★　　　 バンベーラ
振付★★　　　 シギリージャ

※⻑嶺のクラスは3⽉からスータト済みです
5⽉16⽇・30⽇　/　6⽉13⽇・27⽇

※⻑嶺クラスのみ受講の場合は通常１ヶ月\12,150-(3時間分)

【おためしレッスン】
●5⽉7⽇(火)〜11⽇(土)まで
※⽇本人講師クラスは7⽇スタート　※スペイン人講師クラスは8⽇スタート
　※⻑嶺クラスはスタート済みの為おためしレッスンはございません
■お試しレッスン　1曲2,160円(フリー)
→どの曲を受講するか迷っている⽅は振付お試しフリー受講がおススメです↓
■お試しレッスン　振付クラスフリー受講3,780円
※注:はじめてのフラメンコクラスはオールフリーには含みません(ただし入会1年以内の方は受講可能)
★お試しレッスンから振付は始まります。翌週は続きの振付ですので、お試し期間は関係ないと誤解されている⽅はご注意下さい

１週目
おためし週

特別
スケジュール

はじめてのフラメンコクラス生徒募集中
体験レッスン1回\1,080-(要予約)

⽉曜⽇19:30　水曜⽇20:30 土曜⽇13:00
シューズ&スカート無料レンタル(3ヶ月間)

新講師
Diana Riola　ﾃﾞｨｱﾅ ﾘｵﾗ
スペインアンダルシアのAlmeria出身。
Conservatorio Superior de Danza María de Ávilaフラメンコ学科
にてロシオ・モリーナ、ラファエラ・カラスコ、イサベル・バジョンなどの著名な
講師陣に師事。
「アルメリア・フラメンコ舞踊コンクール」、「アルコベンダスマドリードのフラメンコ
舞踊コンクール」にて優秀な成績を収める。
2011年「セルタメン・コレグラフィコ・カステジョン」にてハビエルラトーレの作品
「アモーレス・デ・ソラーナ」にソロとして招待。
2012年「スペイン国⽴舞踊団」の⼀員としてマドリードの劇場
「RESAD（レサッド）」をはじめ各地の公演に参加。
2015年には⾃身の「ディアナ・リオラ舞踊団」を結成し、
振付師、ダンサーとして作品「レタレス・フラメンコス」を発表後
「サント・マウル劇場」(パリス)、「グアディックス劇場」(グラナダ)
などでも精⼒的に公演を⾏い、好評を博す。

※坂本の⽉2回クラスが今⽉からスタ-トします
毎週通うのは無理だけど⽉2回なら❤という方等ぜひどうぞ♪

5⽉の予定は 9⽇・23⽇
※スペイン人＋日本人/日本人オールフリー月謝でも受講可能

※坂本月2回クラスのみ受講の場合は月謝の3時間分(3回分)になります



9:00 第1スタジオ 第2スタジオ 第1スタジオ 第2スタジオ 第1スタジオ 第2スタジオ 第1スタジオ 第1スタジオ 第2スタジオ 第1スタジオ 第2スタジオ 9:00

10:00 10:00

11:00 11:00 11:00
ソレア 単発オープンクラス

振付★★★ サパテアード強化
バストン使用

12:00 グループマット ディアナ 坂本 12:00

ピラティス ティエント ティエント タンゴ
毎週(定員6名) 振付★ 振付★ 振付入門②

林 (&セビジャーナス復習)
13:00 ディアナ ディアナ 坂本 13:00

ティエント 単発オープンクラス タンゴ・デ・マラガ 受講者募集
振付★ 基本テクニカ 振付★★ はじめての

1回完結 フラメンコ
14:00 ディアナ ディアナ ディアナ 坂本 14:00

アレグリアス シギリージャ 14:00

振付★★ 振付★★
14:00〜15:30

15:00 ディアナ 月2回(90分) 15:00
⻑嶺

3月からスタート済み

16:00 16:00

17:00 17:00

18:00 18:00

18:30 毎週木曜 18:30

タンゴ・デ・マラガ アレグリアス 単発オープンクラス ティエント グループマット ソレア シギリージャ ロンデーニャ
振付★★ 振付★★ サパテアード強化 振付★ ピラティス 振付★★★ 振付★★ 振付★★

バストン使用 毎週(定員6名) 18:30〜20:00 グアヒーラ
19:30 ディアナ ディアナ 坂本 ディアナ 林 ディアナ ⽉2回(90分) 　振付★ ディアナ 19:30

ティエント 受講者募集 ソレア タンゴ ロンデーニャ ソレア・ポル・ブレリア タンゴ・デ・マラガ ⻑嶺 19:00〜20:30 アレグリアス ソレア・ポル・ブレリア
振付★ はじめての 振付★★★ 振付入門② 振付★★ 振付★ 振付★★ 4月からスタート済み ⽉2回(90分) 振付★★ 振付★

フラメンコ (&セビジャーナス復習) バンベーラ ※5月9日スタート

20:30 ディアナ 上野 ディアナ 坂本 ディアナ 坂本 ディアナ 振付★★ 坂本 ディアナ 坂本 20:30

ロンデーニャ セビジャーナス タンゴ・デ・マラガ ソレア・ポル・ブレリア アレグリアス 受講者募集 ティエント 20:00〜21:30 アレグリアス ソレア
振付★★ 振付入門① 振付★★ 振付★ 振付★★ はじめての 振付★ ⽉2回(90分) やさしい振付 振付★★★

フラメンコ ⻑嶺 ⽉2回(60分)
21:30 ディアナ 上野 ディアナ 坂本 ディアナ 上野 ディアナ 3月からスタート済み 坂本(5/9ｽﾀｰﾄ) ディアナ 21:30

第2スタジオ

⽉曜⽇ 火曜⽇ 水曜⽇
木曜⽇

⽉2回木曜(⻑嶺と坂本交互)

木

⾦曜⽇ 土曜⽇

「アルマ・デ・フラメンコ」福岡校　　2019年5⽉7⽇からの新レッスンスケジュール　2019年5⽉7⽇(火)〜9⽉14⽇(土)までの予定
月 火 ⽔ ⾦ 土

電話応対時間
■月・⽔・⾦
■火・木
■土

15:00〜21:30
12:00〜21:30
10:30〜14:30

その日のクラスの出席人数によって
スタジオが下か上か決定します。

※出席人数が随時3名以下のクラス枠は順次閉鎖しますので予めご了承下さい。(事前に告知致します)　その空いた枠に完結オープンクラスを作ります。

はじめてのフラメンコクラス生徒募集中
体験レッスン1回\1,080-(要予約)

⽉曜⽇19:30　水曜⽇20:30 土曜⽇13:00
シューズ&スカート無料レンタル(3ヶ月間)

振付クラスの★マークは難易度の目安
　難しい★★★やや難しい★★やさしい★

5月2週目以降の
通常レッスンスケジュール

※⻑嶺のクラスは3⽉からスタ-ト済みです
5⽉16⽇・30⽇　/　6月13日・27日 /７月11日・25日 /

8月8日・22日 / 発表会前の9月の予定はまだ未定です
※⻑嶺クラスのみ受講の場合は通常１ヶ月\12,150-(3時間分)

※坂本の⽉2回クラスが今⽉からスータトします
毎週通うのは無理だけど⽉2回なら❤という方等ぜひどうぞ♪

5⽉の予定は 9⽇・23⽇ 6月6日・20日 /７月4日・18日 /
8月1日・15日 / 8月29日・9月の予定はまだ未定です

※スペイン人＋日本人 / 日本人オールフリー月謝でも受講可能
※坂本月2回クラスのみ受講の場合は月謝の受講時間分(2回分/2hか3h分)になります

その他お得な月謝割引等ございますので受付にて確認下さい



福岡校 5⽉分【5/7火曜⽇〜6/1土曜⽇のスケジュール】

※⽇付枠右下の模様（■-1週目、▲-2週目、●-3週目、★-4週目）は振付の進⾏具合です。

⽉ 火 水 木 ⾦ 土 ⽇

6 7 8 9 10 11 12

■ ■ ■ ■ ■ ■

13 14 15 16 17 18 19

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

20 21 22 23 24 25 26

● ● ● ● ● ●

27 28 29 30 31 6⽉1⽇ 2

★ ★ ★ ★ ★ ★

←お
友
達
紹
介
キ

ャン
ペ

ーン
期
間
 
5
⽉
3
1
⽇
ま
で

→

※振付はお試し期間も進みますのでご注意下さい。※おためし代は受講曲の月謝に充当します。(おためしフリーで受講後1曲のみの月謝の場合は\2,160-の充当になります)

おためしレッスンウィーク　1⽉7⽇(火)〜11⽇(土)　　1曲おためし(フリー)\2,160-　/　オールおためしフリー\3,780-

通常営業時間(電話応対)　月・⽔・⾦　15:00〜21:30 ／ 火・木　12:00〜21:30 ／ 土　10:30〜14:30

※スケジュールの日程にご注意下さい

はじめてのフラメンコ  体験レッスン 1回\1,080-
■⽉曜⽇19:30 ■水曜⽇20:30　■土曜⽇13:00  ご予約受付中

6⽉1⽇(土)までが
5⽉分のスケジュールです。

福岡タブラオ
Diana初出演!　ゲスト森⾥⼦

※5⽉6⽇(⽉)の振替クラス
■19:30〜はじめてのフラメンコクラス
体験レッスンご予約受付中(\1,080)
■20:30〜振付入門①
　 セビジャーナス

※坂本⽉2回クラススタート⽇

振替休日

⻑嶺⽉2回クラス⽇

⻑嶺⽉2回クラス⽇

坂本⽉2回クラス⽇

はじめてのフラメンコクラス 募集中
19:30〜体験レッスン
ご予約受付中(\1,080)

はじめてのフラメンコクラス 募集中
19:30〜体験レッスン
ご予約受付中(\1,080)

はじめてのフラメンコクラス 募集中
19:30〜体験レッスン
ご予約受付中(\1,080)

はじめてのフラメンコクラス 募集中
20:30〜体験レッスン
ご予約受付中(\1,080)

はじめてのフラメンコクラス 募集中
20:30〜体験レッスン
ご予約受付中(\1,080)

はじめてのフラメンコクラス 募集中
20:30〜体験レッスン
ご予約受付中(\1,080)

はじめてのフラメンコクラス 募集中
20:30〜体験レッスン
ご予約受付中(\1,080)

はじめてのフラメンコクラス 募集中
13:00〜体験レッスン
ご予約受付中(\1,080)

はじめてのフラメンコクラス 募集中
13:00〜体験レッスン
ご予約受付中(\1,080)

はじめてのフラメンコクラス 募集中
13:00〜体験レッスン
ご予約受付中(\1,080)

はじめてのフラメンコクラス 募集中
13:00〜体験レッスン
ご予約受付中(\1,080)

４⽉29⽇(⽉)〜
5⽉6⽇(⽉)まで
GW休暇の為休講

7⽇(火)より
⽇本人講師クラス
スタートします

8⽇(水)より
スペイン講師クラス
スタートします


