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[ 本部 ]

⼤阪堀江スタジオ ⼤阪市⻄区南堀江1-21-4 JSビル 7F

TEL:   06-7777-0246
MAIL: studio@cheriegroup.com

[ ⽀部 ]

〇⻑岡京⽀部スタジオ 〇学園前⽀部スタジオ
○ハピオスインターナショナルスクール ○福島ダンススタジオ
○スポーツクラブNAS ○東急スポーツオアシス梅⽥ ○東急スポーツオアシス江坂
○東急スポーツオアシス住吉 ○GOLDIA難波校 ○光明健康倶楽部

バレエショップ CHERIE ⼼斎橋店
⼤阪市中央区⻄⼼斎橋1-10-10 ニュー⼼斎橋ビル301
MAIL：info-shop@cheriegroup.com
営業時間11:00〜19:00(定休⽇ ⽕・⽊)

＼ インスタグラムでレッスンやイベントの様⼦を発信中！ぜひフォローしてチェックしてみてください
ね ／

Personal Ballet from CHERIE

⼤阪市中央区南船場3-6-5 芦池ビルディング2F 25号室
TEL:   06-7777-0258

CHERIE BALLET SCHOOL
スクール概要

バレエショップ CHERIE 南⻘⼭店
東京都港区南⻘⼭3-14-10 シプレ南⻘⼭3F
MAIL：info-shop@cheriegroup.com
営業時間11:30〜19:00(定休⽇ ⽔・⽇)

⼤阪堀江スタジオ 東京銀座スタジオ ⻑岡京⽀部スタジオ 学園前⽀部スタジオ パーソナルバレエ

東京銀座スタジオ 東京都中央区銀座5-14-6 橋ビルⅡ B1F

TEL:   06-7777-0246
MAIL: tokyo@cheriegroup.com
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“CHERIE”
〜明るく楽しく美しくあなたの夢を叶える空間〜

シェリ

代表取締役
春⽥琴栄

⾃分の事を⼤切に、
いつまでも美しい⼥性でいてほしい。

この度は、シェリバレエスクールにお越しいただき誠に
ありがとうございます。
シェリバレエスクールでは⼤⼈のバレリーナが輝ける
空間作りを⽬指しています。
美しく輝いて、好きなことを思う存分チャレンジしてほしい。

シェリは講師⼀同全⼒で応援していきます!!
⽇本⼀⽣徒さんに寄り添う講師であってほしいと
思っています。
現役ダンサーの講師が多いので、踊る喜びを共に分かち合い助け合
い励まし合ってレッスンをしています。

ご⾃⾝のペースで通うのもOK！
初めての舞台にチャレンジ！バリエーション、パドトゥにチャレン
ジするのもOK！！

ご⾃⾝のペースでバレエを楽しめる明るい空間でありたいと思って
います！！
是⾮、シェリでレッスン始めてみてくださいね！！
⼀緒にレッスン頑張りましょう！！

✓初⼼者でも始められる
初めての⽅向けの⼊⾨クラスをご⽤意しています。
⽣徒さんへの親⾝なフォロー体制には⾃信と実績が
ありますので安⼼してレッスンをお受けいただけます。

✓充実したレッスン数
クラスは⼊⾨から中級まであります。
親⾝になってしっかりと丁寧に指導することを
⼀番に⼼がけています。

✓舞台にチャレンジ
舞台も年数回ありご⾃⾝に合った舞台を選べます
（⾃由参加制）。⼤⼈から始めて、ヴァリエーションや
グランパドドゥにチャレンジして踊る⽅もとても多いです。



レベル別クラス
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⼊⾨

初中級

中級

バレエを初めて間もない⽅から、基礎をしっかり⾒直したい⽅に
オススメのクラスです。⽚⼿でのバーレッスンからセンターレッ
スンへゆっくりと進めていきます。⼀つ⼀つが短く、覚えやすい
クラス。

バーレッスンからセンターレッスンまで流れのあるクラスです。
バレエのレッスンに慣れてきた⽅におすすめです。経験年数に制
限はありません。振りが覚えれなくても⼤丈夫です。どなたでも
チャレンジして受けて頂けます。

バーレッスン45分、センターレッスン45分です。
舞台出演やバリエーションやグランパドドゥにチャレンジしたい
⽅におすすめの流れの良いクラスです。
少し難しい動きにもチャレンジします。

その他、ポワントクラスやコンテンポラリークラス、ピラティスクラスや
ストレッチクラス、パーソナルレッスンもご⽤意しております。
どのクラスも遅刻OK！忙しい⽅でもお気軽に通って頂けます。

持ち物について
☐ ウェア（レオタード、タイツ、スカートorショートパンツ）
※レオタードがなければ動きやすく伸縮性のある洋服

☐ 飲み物
☐ 汗拭きタオル
☐ バレエシューズ
※シューズがなければ靴下

◎シューズやウェアの貸し出しもございます

舞台について

参加費 65,000円〜100,000円

●⼩発表会●

バリエーション、コンテンポラリー、
パドドゥに気軽にチャレンジ！

参加費：50,000円〜
⾐装代：10,000円前後

●発表会●

全幕作品、⼩作品など。
豪華なセットで本格的な舞台。

参加費：65,000円〜100,000円前後
※参加曲数により異なります。接待費込

⾐装代：1曲あたり10,000円前後

●スタジオパフォーマンス●

バリエーションのみ。好きな演⽬に
気軽にチャレンジしていただけます

参加費：22,000円〜
⾐装代：10,000円前後

●その他外部の舞台など●

⼤⼈のコンクール参加可能
（要相談）

その他様々な公演に出演予定

●年間の舞台 ※記載している価格は変動する可能性がございます。

●パドドゥ（男性と踊る作品）にチャレンジ！

✓参加は完全⾃由です。希望者のみの参加です。
✓発表会前にクローズするクラスもありますが、
基本的に発表会前も通常通りレッスンを⾏います。

✓外部教室から参加の場合、所属している教室に許可をお取りください。

初級

初めての⽅、基礎をしっかり学びたい⽅、バレエを初めて2年以
内の⽅にオススメのクラスです。両⼿でのバーレッスンでポジ
ションを学びます。センターでは、バレエの動きや体の使い⽅な
どのをご質問なども受け付けながら、丁寧に指導していきます。

・男性費⽤ 120,000円〜170,000円
※ダンサーによって変動いたします。
・個別指導料 90,000円
・スタジオレンタル 30,000円
・男⼥の⾐裳 それぞれ約10,000円

ご興味のある⽅に別途詳細資料お渡しします。

※スタジオにより舞台時期が異なるため、詳しくはスタジオの掲⽰をご覧ください。
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⽬的に合わせた
貴⽅だけのオーダーメイドレッスン

【プラン変更・休会について】
当⽉15⽇までに専⽤フォームより申請をお願いいたします。
プラン変更内容（料⾦、レッスン回数制限など）は、
翌⽉より変更が反映されます。
プラン変更による返⾦はいたしかねますのでご了承ください。

⼊会特典 バレエショップシェリでご利⽤いただける
商品券10,000円分プレゼント！
※体験より1週間以内のご⼊会に限る

●パーソナルバレエ（PB)

動きやすい服装で！
・Tシャツ/短パン/ジャージ
・靴下(あればバレエシューズ）
・マスク
・髪はまとめてください

※貸出⽤もご⽤意しています。
お気軽にお声がけください

・⽔分補給はご⾃⾝のタイミング
で⾏いましょう！
・空調管理は講師が⾏います。

初回体験レッスンから⼊会までの流れ

https://cheriegroup.com/adult/trial/

まずはお気軽に無料体験から！
QRコードからご予約が可能です。

STEP1

体験予約

STEP2

体験
レッスン

初回はレッスン開始15分前にお越しください

STEP3

⼊会
案内

体験レッスン前後に、スタッフがご案内します！
実際にレッスンを受けてみてわからないことなど、
お気軽にご相談ください。

STEP4

⼊会
⼿続き

レッスン終了後、⼊会⼿続きがWEB上から可能です。
詳しくはスタッフにお問い合わせください！

• 最新のスケジュールは予約サイトでご確認ください。
• 毎⽉のスケジュールは前⽉初旬ごろお知らせさせていただきます。
• 基本的には祝⽇は昼のクラスのみ、5 週⽬はお休みとなります。

遅刻や途中退出も可能です！
遅刻の際は事前連絡も必要ありませんので、
お気軽にお越しください！

⼊会⾦ 11,000円（税込）

スケジュール

QRコードよりご確認いただけます

初めて体験レッスンを受けられる⽅へ、
予約の⽅法なども動画でご確認いただけます。

お電話でのお問い合わせ

06-7777-0246

料⾦表 スケジュール

料⾦

ストレッチ
バーレッスン

センターレッスン
バリエーションなど

あなたの”やりたい”に
全⼒で答えます！

https://cheriegroup.com/adult/trial/


⼊会⽅法（プラン新規契約） お知らせ⽅法

①「ハコモノ」サイトにアクセスし、プラン新規契約をする

https://cherie.hacomono.jp

②【初回のみ】必要情報の⼊⼒をする
ログイン後、右下のアイコン をタップしてご⼊⼒ください
・プロフィール
・クレジットカード（必須）
・プラン新規契約

ご予約のキャンセルはレッスン開始の15分前まで可能で、ご⾃⾝で処理をお願いいたし
ます。それ以降は当⽇キャンセル扱いとなりますのでご注意ください。

キャンセルポリシー
受けたいレッスンをスケジュールから確認し、
予約してください。
予約完了メールが届きますのでご確認ください。
その後、レッスン参加が可能となります。

▶会員専⽤サイト
お知らせの確認、プラン変更、休会、
発表会のお申し込みなどが可能です。
パスワードはご⼊会後にお知らせいたします。

▶⽣徒さん専⽤LINE
お知らせ（会員サイトと同様）、個別での質問などが
可能です。
⼊会後、必ずご登録をお願いいたします。
連絡専⽤のため、グループラインに関しましては、お返事
やスタンプはご遠慮いただいております。
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A) ⽉謝 （初⽉は⽇割りで請求）
例:1/10 に⽉謝 4 回に⼊会した場合、

初⽉の⽉謝は⽇割りですが回数は４回分付与なのでお得です！

例:1/25 に⼊会。残り分が⼀度も通えない場合
翌⽉頭にご⾃⾝でプラン契約ください

B) 回数券チケット購⼊
【 回数券、チケットプラン（\0）】をご契約後、
チケット購⼊に進んでください。
※チケットプラン\0 と記載していますが、チケット料⾦は発⽣致します。

C) ビジター
【１回チケット 】を購⼊
※チケットプランの選択は不要です

▶注意事項

・⼊室の際には⼿指の消毒、検温を⾏い必ずチェック表にご記⼊ください。
・事前連絡不要で遅刻が可能です。
・途中退出する際は講師に⼀⾔お声がけください。
・ご⾃⾝でキャンセルせず無断キャンセルとなった場合は1回分チケット消化となります。
・レンタルウェアなどはご⾃⾝で洗濯し、次回レッスン参加時にスタッフまで返却ください。
・レッスンスケジュールや担当講師が急遽変更になる場合がございます。
・「＋15分レッスン」とは最⼤で15分延⻑の可能性があるレッスンです。
・シェリ講師の通常レッスンはストレッチ込みとなります。
・丁寧に指導させていただく中で、お⾝体に直接触れる場合がございます。レッスン予約⽅法

https://cherie.hacomono.jp/


⽣徒さんからの声

シェリバレエスクールを選んだ理由は？

・クラスがたくさんあって曜⽇を選びやすかったから（Tさん/50代）
・フリーパス制度でたくさん練習できると思ったから（Iさん/30代）
・先⽣⽅の熱意に押されてやってみたいと思ったから（Yさん/60代）
・舞台数が多く、出る出ないも選べるところが良かったです（Fさん/50代）
・⼤⼈から始めてグランパドドゥを踊っている⽣徒の皆さんに感化してしまい
あんな⾵になりたいと思いました（Aさん/30代）
・パドドゥワークショップを受講して、雰囲気の良さから
⼊会することにしました（Sさん/30代）
・⼤⼈でバレエできるところはどうしても⼦どもの後ろでやるか、
こっそりすることが多くて、シェリの⼤⼈クラスがたくさんあるのは
魅⼒でした（Yさん/50代）

バレエを始めてよかった点はありますか？

・⼦どものころに憧れていたバリエーションを踊れて嬉しかった（Iさん/30代）
・姿勢が良くなってめちゃくちゃ痩せました！（Yさん/60代）
・とにかく楽しい！
最後のワルツでは思いっきりジャンプしてスッキリ爽快です！（Fさん/50代）
・幼い頃にバレエをしていて、やめてしまったけど、今何より打ち込めていて
第2の⻘春って感覚です（Sさん/30代）
・姿勢が良くなって若く⾒られることが増えました。（Yさん/60代）

バレエを始めた理由はなんですか？

・⼦供の頃に習っていて、途中でやめてしまいましたが憧れが残っていたので
（Sさん/30代）
・スポーツクラブのバレエにハマって（Fさん/50代）
・ダイエットを考えたときに、動くならバレエが良いと思ったから（Yさん/60代）
・体が固かったので、柔軟性も上がると思って（Yさん/60代）
・バレエをしているお友達が綺麗だったから（Iさん/30代）
・琴栄先⽣のブログやインスタから楽しそうな雰囲気が伝わって来たから
（Sさん/30代）
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シェリバレエはどんなところですか？

・⼤⼈でも思いっきりバレエができるところ（Yさん/60代）
・夢をあきらめなくてもいい！と⾔ってもらえて、どんどん実現に向けて
先⽣⽅が⼀緒に頑張ってくれるところが⼤好きです（Sさん/30代）
・若⼿の先⽣⽅も含め、熱意を持って指導してくださるし、⽣徒さんも優しく
声をかけてくれます。
バレエしてる⼈は⼼も綺麗なんだと思いました（Fさん/50代）
・他のお教室だとあまりよくわからないところをしっかりと説明してくださるし、
舞台に⽴つのも夢じゃないなと思います！（Yさん/60代）

発表会について

・説明会もあって、流れ、持ち物の説明も詳しくしてくれて、今まで舞台に
⽴った事はあったのですが、知らなかったことが沢⼭でした（Kさん/60代）
・練習も当⽇も⼿厚く指導してくれたので安⼼して出演できました。（Nさん/50代)
・バリエーションも踊れなかったのに、グランパドドゥが踊れるようになりました。
本当に嬉しいです（Fさん/50代）
・⼤⼈バレエでは、できない演⽬もさせてもらえるので夢が叶いました。
（Mさん/20代）
・⾐裳を⾃分で選べることはびっくりしました。
価格や⾐裳ランクも⾃分で選べるので助かります（Eさん/40代）
・コールドバレエができるなんて思ってもなかったです（Kさん/30代）
・練習時間をたっぷり取って指導してもらえます（Hさん/20代）


