【システムについて】
●曲名の表記のあるクラスは基本的には完コピクラスです。
●予約・・・定員があるため予約されている方を優先にご案内いたします。ご予約がない方の当日お越しのレッスンは定員オーバーのため入室できない可能性もありますので、必ずご予約願い致します。
尚予約はレッスン当日の2日前の18時までにお申し込みお願いします。
●レッスンは同曜日、同時刻で週一回で開催されます。体験レッスン、新しくレッスンに参加を希望される際はレッスン曲開始1〜3回目迄のレッスンにご参加いただくことをおすすめいたします。
●アカデミークラス入室は、アカデミー生になる必要があります。必ず規約を一読した上で予約をお願いいたします。→→

★規約>>

★予約>>

●体験レッスンは2回まで可能ですが同じ講師のレッスンを2回受講する事は出来ません。
●単発でレッスンに参加申し込みの締め切りは前日の18:00までです。
【レッスンクラス紹介】
●単発レッスンクラス・・・色んな曲のサビを中心に部分的にピックアップしたパートを楽しむレッスンです。
●RONDOMK-POPclass・・・1ヶ月でレッスン曲が変更します。色んなK-POPダンスを楽しみたい方にオススメです。（イベント前は上記とレッスン内容が異なります）
●大人クラス・・・２０歳以上の方におすすめのクラスです。
●初心者、初級と表記があるクラスは身体作りやダンスに生かせる基礎トレーニング後に振り付けを行います。リンクよりお申し込みください。

★予約>>

●アカデミーキッズクラス・・・小学1年生から小学3年生を対象としたクラスです。未経験者も参加可能なクラスです。
●アカデミージュニアクラス・・・小学4年生から小学6年生を対象としたクラス。未経験者も参加可能なクラスです。
●アカデミーパーソナルクラス／アカデミーgirlsユニットクラス・・・初級クラス以上でオーディションに合格した事のある方の強化クラス

スケジュールはこちら>>

更新： 2021.7.20
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https://www.instagram.com/p/Br9JMtVDVBN/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1bibh5vfvpo1q

I n f o r m a t i o n
スタジオ

日

お知らせ

時間
17：00～18：20

7月24日(土)

18：30～19：50

休講

SAE先生

休講

32cheL(ミッチェル)先生

休講

32cheL(ミッチェル)先生

休講

32cheL(ミッチェル)先生

休講

ANNA先生

休講

32cheL(ミッチェル)先生

休講

ANNA先生

20：00～21：20
18：00～19：20
7月29日(木)

19：30～21：00
21：10～22：30

7月30日(金)

18：00～19：20
19：30～21：00
11：40～13：10

スタジオA

7月31日(土)

15：00～16：30
8月23日(月)

URIZIP
【新梅田スタジオ】

8月23日(月)

MAP>>

13：20～14：40
17：50～19：20
19：30～21：00
21：10～22：40
17：30～18：30

8月24日(火)

19：00～20：20
20：30～21：50

5月4日(火)

7月22日(木)

スタジオB
7月22日(木)

7月30日(金)

パリ

7月31日(土)

20：10～21：40
18：00～19：30
19：30～20：50
21：00～22：20
18：00～19：30
19：40～21：10
12：00～13：30
13：40～15：00
13：00～14：20

休講

→

振替

SAE先生

休講

リョンヒ先生

休講

ANNA先生

休講

リョンヒ先生

休講

リョンヒ先生

休講

ANNA先生

8月23日(月)

19：20～20：50

休講

32cheL(ミッチェル)先生

8月30日(月)

18：00～19：20

休講

KANA 先生

休講

MIO先生

休講

Yacch（ヤッチ）先生

休講

32cheL(ミッチェル)先生

7月31日(土)

ドバイ

【梅田スタジオ】
スタジオ1000

18：30～20：00

14：30～15：50

MAP>>

ナポリ
ロンドン
ミラノ

7月22日(木)

URIZIP
【門戸厄神スタジオ】

19：00～20：20
20：30～21：50
11：50～12：50

MAP>>

7月31日(土)

17：30～19：00
19：10～20：10
20：20～21：40

8月24日(火)

18：45～20：15
20：25～21：45

6月の5週目に振替予定

スタジオスケジュール

Informationはこちら>>
小学5年生から参加可能なクラス

URIZIP初めての方に向けてのクラス（これから始める方にお勧め）
月

火

小学生対象のクラス

アカデミークラス

木

金

水

土

日

11：40～13：10
【アカデミー・入門】
32cheL(ミッチェル)先生
★規約>>
★予約>>
13：20～14：40
32cheL(ミッチェル)先生
初心者クラス
STAYC / ASAP
（9月4日〜START）
★予約>>
15：00～16：30

14：30～15：50

【アカデミー・入門】

NaMi 先生

32cheL(ミッチェル)先生

ATEEZ / WAVE（8/29 単発レッスン）
ENHYPEN / FEVER

★規約>>

URIZIP
【新梅田スタジオ】

（9月5日〜START）

★定員に達しました（ｷｬﾝｾﾙ待ち受付中）>>

★予約>>

17：00～18：20

16：00～17：20

SAE先生

NaMi 先生

小学4年生～小学6年生対象

スタジオA
（2F）
17：50～19：20

17：30～18：30

【アカデミー・Men's入門】

【アカデミー・キッズクラス】
ANNA先生

ANNA先生
★規約>>
★定員に達しました（ｷｬﾝｾﾙ待ち受付中）>>

★規約>>

（9月5日〜START）

★予約>>

★予約>>

18：00～19：30

18：00～19：20

18：00～19：20

18：30～19：50

32cheL(ミッチェル)先生

32cheL(ミッチェル)先生

SAE先生

初心者クラス

32cheL(ミッチェル)先生

TWICE

体験、新しく入校する方は9月からご参加頂けます

Perfect World

TWICE / Alcohol-Free

TWICE / alcohol free（9/7〜スタート）

★規約>>

（9月2日〜START）

（9月3日〜START）

★予約>>

EVERGLOW / FIRST

（6月5日〜START）

【アカデミー・初級】

NiziU / take a picture（8/31 単発レッスン）

★予約>>

★予約>>

Lisa dance cover
（6月5日スタート）ミラクル出演曲

★予約>>

★定員に達しました

19：30～21：00

19：00～20：20

19：40～21：00

19：30～21：00

19：30～21：00

20：00～21：20

【アカデミー・Men's初級】

ANNA先生

32cheL(ミッチェル)先生

【アカデミー・中級】

【アカデミー・初級】

SAE先生

32cheL(ミッチェル)先生

ANNA先生

nctdream / hot sauce

TWICE

体験、新しく入校する方は9月からご参加頂けます

（8/31 単発レッスン）

Perfect World

★規約>>

BTS / butter（9/7〜スタート）

（9月1日〜START）

★予約>>

★予約>>

★予約>>

21：10～22：40

20：30～21：50

21：10～22：30

【アカデミーMen's中級】

ANNA先生

32cheL(ミッチェル)先生

32cheL(ミッチェル)先生

dream catche / odd eye

SEVENTEEN

（8/31 単発レッスン）

Ready to love

★規約>>

ITZY / fia In the morning（9月7日～START）

★規約>>

32cheL(ミッチェル)先生

ATEEZ

体験、新しく入校する方は9月からご参加頂けます

Pirate king

★規約>>

（6月5日スタート）ミラクル出演曲

★予約>>

★定員に達しました

（9月2日〜START）

★予約>>

月

TWICE / Alcohol-Free（8/29 単発レッスン）

NiziU / take a picture

★予約>>

火

水

木

金

土

日

10：00～11：30
【アカデミー・パーソナルクラス】
ヨソン先生
※詳細はレッスンクラス紹介をご参考ください

※通常のアカデミークラスに参加が必須
※このクラスのみの参加はできません

★規約>>
11：40～13：10
【アカデミー・上級】
ヨソン先生
★規約>>
13：30～15：00
【アカデミー・Girls &heelクラス】
ヨソン先生（初級〜上級クラス対象）
（4月3日〜START）
★予約>>
15：20～16：50
【アカデミー・初級】

URIZIP
【新梅田スタジオ】

ヨソン先生
体験、新しく入校する方は9月からご参加頂けます

★規約>>
★予約>>

スタジオB
（3F）

17：00～18：20
<NEW>
MIYU先生 【初心者クラス】
BTS / Butter
（7月10日～START） ※7月10日の開講クラスは
ﾐﾗｸﾙに出演しない方を優先してご案内いたします

★予約>>
18：00～19：30

18：30～20：00

18：00～19：30

18：00～19：20

18：00～19：30

【アカデミー・入門】

【アカデミー・入門】

【アカデミー・初級】

リョンヒ先生

【アカデミー・中級】

18：30～19：50
MIYU先生

SAE先生

SAE先生

リョンヒ先生

【高校生以上クラス】

リョンヒ先生

TWICE / alcohol free

中学生～

体験、新しく入校する方は9月からご参加頂けます

Twice / Perfect World
（9月2日～START）

中学生～

★規約>>

★規約>>

★規約>>

★予約>>

★予約>>

★予約>>

★予約>>

19：40～21：00

20：10～21：40

19：40～21：10

19：30～20：50

19：40～21：10

SAE先生

【アカデミー・初級】

【アカデミー・初級】

ANNA先生

【アカデミー・上級】

IZ*ONE / highlight（8/26 単発レッスン）

リョンヒ先生

【高校生以上対象・初心者クラス】

SAE先生

リョンヒ先生

BTS / Butter（8/23 単発レッスン）

体験、新しく入校する方は9月からご参加頂けます

体験、新しく入校する方は9月からご参加頂けます

BTS / Permission to dance（9月6日〜）

★規約>>

★規約>>

★予約>>

★予約>>

★予約>>

中学生～

★規約>>

EVERGROW / FIRST
（9月2日～START）
★定員に達しました
21：00～22：20
ANNA先生
RONDOMK-POPクラス
treasure / iloveyou（8/26 単発レッスン）
NCTDREAM / hotsaus（9/2〜スタート）
★予約>>

★規約>>

<NEW>

（7月10日～START） ※7月10日の開講クラスは
ﾐﾗｸﾙに出演しない方を優先してご案内いたします

★予約>>

※通常のアカデミークラスに参加が必須
※このクラスのみの参加はできません

★規約>>

スタジオスケジュール

Informationはこちら>>
小学5年生から参加可能なクラス

URIZIP初めての方に向けてのクラス（これから始める方にお勧め）
月

火

水

小学生対象のクラス

アカデミークラス

木

金

土

日

12：00～13：30
リョンヒ先生

※通常のアカデミークラスに参加が必須

Girlsユニットクラス

※このクラスのみの参加はできません
※詳細はレッスンクラス紹介をご参考ください

★規約>>
13：40～15：00

スタジオ1000
パリ

リョンヒ先生
LOONA
PTT
（9月4日～1ヶ月間のみ）
★予約>>
19：20～20：50
【アカデミー・入門】
KYON（キョン）先生
★規約>>
★定員に達しました

月

火

水

木

金

土

日

13：00～14：30
【アカデミー・Men's入門】

アカデミー・Men's入門

ANNA先生

【体験会】7月31日(土) 13：00～14：30

（9月4日START）

詳しくはコチラ>>

★規約>>
★予約>>
14：30～15：50
ANNA先生
IZ*ONE / panorama（8/28単発レッスン）
SEVENTEEN / ready to love
（9月4日〜START）
★予約>>
17：30～18：50

スタジオ1000
ドバイ

【アカデミー・キッズクラス】
ヨソン先生
★規約>>
★予約>>
19：20～20：50

19：00～20：30

32cheL(ミッチェル)先生

【アカデミー・初級】

BTS

ヨソン先生

Butter

体験、新しく入校する方は9月からご参加頂けます

（9月7日〜START）

★規約>>

★予約>>

★予約>>
20：30～21：50

20：40～22：10

ANNA先生

【アカデミー・中級】

スキルアップ洋楽クラス

ヨソン先生

【1ヶ月ごとに曲変更】
（9月1日〜START）

★規約>>

★予約>>

月

火

水

木

金

土

日

水

木

金

土

日

水

木

金

土

日

18：00～19：20
MIO先生

【初心者クラス】

BTS / Butter
※9月末までの期間限定クラスです

スタジオ1000
ナポリ

※ミラクルに出演しない方を優先してご案内いたします
（6月9日～START）★予約>>
20：10～21：30
MIO先生
SUPER JUNIOR / Black Suit（8/25単発ﾚｯｽﾝ）
NCT DREAM / Hello Future
（9月1日〜START）
★予約>>

月

火
18：00～19：30

スタジオ1000
ロンドン

【アカデミー・入門】
KYON（キョン）先生
★規約>>
★予約>>

月

スタジオ1000
ミラノ

火

18：00～19：20

19：00～20：20

KANA 先生

MIO先生

初心者クラス

ITZY / In the morning（8/24 単発レッスン）

BLACKPINK / kill this love（8/23単発ﾚｯｽﾝ）

fromis_9 / WE GO

SECRET NUMBER / Got That Boom（9/6ｽﾀｰﾄ） （9月7日〜START）
★定員に達しました（ｷｬﾝｾﾙ待ち受付中）>>

★予約>>
20：30～21：50
MIO先生
NCT127 / Punch（ 8/24 単発レッスン）
NCT127 / Cherry Bomb
（9月7日〜START）
★予約>>

スタジオスケジュール

Informationはこちら>>
小学5年生から参加可能なクラス

URIZIP初めての方に向けてのクラス（これから始める方にお勧め）
月

火

小学生対象のクラス

アカデミークラス

木

金

水

土

日

11：50～12：50
【アカデミー・キッズクラス】
Yacch（ヤッチ）先生
体験、新しく入校する方は9月からご参加頂けます

★規約>>
★予約>>
13：00～14：20

13：00～14：20

NaMi 先生

Jua先生

初級クラス

【大人クラス】

BTS / butter（8/28 単発レッスン）

ZICO / Any song（8/29 単発レッスン）

TWICE / Alcohol-Free（9/4スタート）

MONSTA X / FOLLOW（9/5〜スタート）

★予約>>

★予約>>

14：30～15：50
NaMi 先生
fromis_9 / WE GO（8/28 単発レッスン）
EVERGLOW / FIRST
（9月4日〜START）
★予約>>
16：00～17：20

URIZIP
【門戸厄神スタジオ】

NaMi 先生
TWICE / Alcohol-Free （8/28 単発レッスン）
ITZY / Mafia In the morning
（9月4日〜START）
★予約>>
17：30～19：00
【アカデミー・入門】
Yacch（ヤッチ）先生
★規約>>
★予約>>
18：45～20：15

19：00～20：20

19：00～20：20

【アカデミー・入門】

NaMi 先生

MIO先生

32cheL(ミッチェル)先生

KPOP初心者クラス

TREASURE / BOY（ 8/26 単発レッスン）

BTS / MlC Drop（8月4日～START）
★規約>>

※ミラクルに出演しない方を優先してご案内

★予約>>

いたします

20：25～21：45
32cheL(ミッチェル)先生

20：30～21：50
NaMi 先生

初心者クラス

KPOP初心者クラス

TWICE / Alcohol-Free
（9月8日〜START）
★予約>>

★予約>>
<NEW>

SEVENTEEN / Ready to love（8月4日～START）
※ミラクルに出演しない方を優先してご案内
いたします

★予約>>

NCT DREAM / Hot Sauce
（9月2日〜START）

19：00～20：20
S.HOPE先生

<NEW>

【アカデミー・ジュニアクラス】

【初心者クラス】

Yacch（ヤッチ）先生

TWICE / alcohol free

（5月8日～START）

（7月9日～START）

★規約>>

★予約>>

★予約>>

20：30～21：50
MIO先生

20：30～21：50
S.HOPE先生

BTS / Butter（ 8/26 単発レッスン）

aespa / Next Level（7/9〜7/30）1ｺｰﾗｽのみ

ENHYPEN / FEVER

LOONA / PTT（8月6日～START）

（9月2日〜START）
★予約>>

19：10～20：10

★定員に達しました（ｷｬﾝｾﾙ待ち受付中）>>
<NEW>

20：20～21：40
Yacch（ヤッチ）先生
NCT U / Make a wish（8/28 単発レッスン）
SHINee / Atlantis
（9月4日〜START）

★予約>>

★予約>>

