
フラメンコを始めるなら 

アルマ・デ・フラメンコで！ 

春の入会キャンペーン詳細はホームページにて 

ご確認ください。 

スタジオ 「 アルマ ・ デ・ フラメンコ 」 福岡校  
〒812-0025 福岡市博多区店屋町4-23     
tel：092-262-1238  
e-mail：flamenco@spainkikaku.com  

https://almadeflamenco.com/https://almadeflamenco.com/ 

初心者初心者初心者初心者・・・・未経験者対象未経験者対象未経験者対象未経験者対象初心者初心者初心者初心者・・・・未経験者対象未経験者対象未経験者対象未経験者対象        

特別講師：Lalia Lefebvre (ラリア・レフェブレ) 
サポート講師：坂本沙織・上野亜紀・キダリスト中川⻯也 

開催日時：2019年4月13日（土） 
      14：30-15：30（１時間を予定） 

場所：スタジオ「アルマ・デ・フラメンコ 」福岡校 
料⾦：￥500（１ドリンク付き） 
服装：普段着でOK（動きやすい靴をご用意ください） 
ホームページ・メール・電話・受付にて受け付けています    

Vamos a bailar  

Flamenco ！！ 

フラメンコを

フラメンコを

フラメンコを

フラメンコを踊踊踊踊ろうろうろうろう！！！！    

[[[[タンゴでフラメンコタンゴでフラメンコタンゴでフラメンコタンゴでフラメンコ（（（（４０４０４０４０分分分分））））]]]]    
はじめての方にも馴染みやすい「タンゴ」のリズムで優しく、 
そして情熱的にフラメンコのレッスンを行います。 
[[[[ティータイムでティータイムでティータイムでティータイムで楽楽楽楽しくおしゃべりしくおしゃべりしくおしゃべりしくおしゃべり交流交流交流交流タイムタイムタイムタイム（（（（２０２０２０２０分分分分））））]]]]    
レッスンの後は、ラリアとサポート講師陣とペチャクチャタイム。 
「フラメンコをはじめてみたいけど・・・」「どうやったら上達する？」 
などなど、おしゃべりしながら素朴な疑問をなんでもぶつけてください。 

会員会員会員会員のののの方方方方もそうでないもそうでないもそうでないもそうでない方方方方もももも誰誰誰誰でもでもでもでも参加参加参加参加できますのでできますのでできますのでできますので、、、、ぜひおぜひおぜひおぜひお気軽気軽気軽気軽にごにごにごにご参加参加参加参加くださいくださいくださいください。。。。    

                ￥￥￥￥５００５００５００５００でフラメンコでフラメンコでフラメンコでフラメンコ留学留学留学留学してみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんか？？？？    
        レッスンとティータイムでフラメンコのレッスンとティータイムでフラメンコのレッスンとティータイムでフラメンコのレッスンとティータイムでフラメンコの魅魅魅魅力力力力をじっくりをじっくりをじっくりをじっくり味味味味わうわうわうわう１１１１時間時間時間時間・・・・・・・・・・・・    

スペインスペインスペインスペイン人人人人からからからから習習習習うううう    
「「「「はじめてのフラメンコはじめてのフラメンコはじめてのフラメンコはじめてのフラメンコ」」」」    



講師 

LaliaLaliaLaliaLalia    

1 時 間 完 結 オ ー プ ン ク ラ ス 

テクニカ受講料(※タンゴ受講料は別紙チラシでご確認下さい) 

クラス会員  1回 1,080円  

休会会員  1回 2,160円  
ビジター   1回 2,700円  

※お月謝クラスの振り替え受講はできません。 
※お月謝クラス体験レッスン実施の期間中、月謝未払いの場合は 
  単独受講料となります。ご注意下さい。  
※ショートアバニコとマントンは各自ご持参下さい。     

※会員の方は、皆勤賞チケットをご使用できます。    

 

■土曜日 12:00〜13:00 
   ■3月 9日✔✔✔✔ アバニコ使いのテクニック 
   ■3月16日✔✔✔✔ テクニカ・コルポラル(別紙チラシ参照) 

   ■3月23日✔✔✔✔  楽しくタンゴ(詳細&料⾦別紙チラシ参照) 
    ■3月30日   マントン使いのテクニック 



 

講師 
Lalia 

おかえりなさい 
キャンペーン該当クラス 

再⼊会⾦ 
¥¥¥¥５,,,,４００----が無料 

スタジオ「アルマ・デ・フラメンコ」福岡校 

Ｔｅｌ 092-262-1238  
 email: fukuoka@spainkikaku.com 

 1回完結オープンクラス 
 昼クラス楽しくタンゴ 

◆受講料◆ クラス会員  1,620円  休会会員 2,160円  
         ビジター     2,700円  ※ギターは入りません 
※皆勤賞チケット使用可能 

TangosTangos          
  
 お休みしていて、ついていけるか不安な方や、簡単な振付なのにフラメンコだ❤❤❤❤ 
 といった振付をお望みの方に最適なクラスです♪1回で完結しますので気楽に 
 受講しませんか?  複雑なパソは⾏わずに楽しくレッスンしますので、 
 久しぶりだから何だか緊張するという方も気兼ねなくお越し下さいね^^  ^^  ^^  ^^      

 一緒に楽しくタンゴを踊りましょう♪      

木曜日  
１３:００〜１４:００ 
■３月１４日✔✔✔✔ 
■３月２８日 
土曜日  
１２:００〜１３:００ 
■３月２３日✔✔✔✔ 



４月の 
ワークショップ 
予告チラシ 

         ☟☟☟☟ 



スタジオ「アルマ・デ・フラメンコ」福岡校 
Ｔｅｌ: 092-262-1238 / Ｅ-ｍａi ｌ: fukuoka@spainkikaku.com 

URL: https://almadeflamenco.com/ 

講師 

LaliaLaliaLaliaLalia    

８ ０ 分 完 結 ワ ー ク シ ョ プ 

対 象  

セビジャーナスを習った事がある方  
講 師 :  Lalia 
ショートアバニコは各自ご持参ください 

受講料 

クラス会員  1回 1,620円  

休会会員    1回  2,700円  

ビジター    1回  3,240円 

※上記⾦額をレッスン受講の際にお⽀払い下さい。 ※お月謝クラスの振り替え受講はできません。 
※お月謝クラス体験レッスン実施の期間中（月謝未払いの場合）は単独受講料となります。      

※会員の方は、皆勤賞チケットをご使用できます。    

 

ショートアバニコのテクニカと 
アバニコを使って華やかにSevillanas！ 

■火曜日 13:00〜14:20(80分) 
4月2日①番/9日②番/16日③番/23日④番 

フラメンコライブなどで踊れるセビジャーナス・コン・アバニコ  
最初にアバニコの使い方を練習した後にセビジャーナスの復習を⾏います。 

その後ペアで、ソロで前向きで、円になって等様々なパターンで練習していきます

４月クラスの告知 



講師 

LaliaLaliaLaliaLalia    

クセを直して美しいフォームで踊りましょう！ 
フラメンコの身体の動きとマルカヘを主に練習します。 

4月4日・4月25日 

 スタジオ「アルマ・デ・フラメンコ」福岡校 
Ｔｅｌ: 092-262-1238 / Ｅ-ｍａi ｌ: fukuoka@spainkikaku.com 

URL: https://almadeflamenco.com/ 

ご注意 
※上記⾦額をレッスン受講の際にお⽀払い下さい。 
※お月謝クラスの振り替え受講はできません。 
※お月謝未払いの場合は単独受講料となります。      
※会員の方は、皆勤賞チケットをご使用できます。      
    

講 師 Lalia 
受講料 
クラス会員   1回 1,080円  

休会会員   1回 2,160円 

ヒジター    1回 2,700円  

1 時 間 完 結 ワ ー ク シ ョ ッ プ 
    

木曜日隔週 13：00 〜14：00  
                                    テテテテ    クククク    ニニニニ    カカカカ                                ココココ    ルルルル    ポポポポ    ララララ    ルルルル     

TECNICA CORPORAL 



Bulerías 

フラメンコをやる上で避けて通れないブレリアを気負い無く軽く踊れるようになりたい 
と思う方々の為に「やさしいブレリア」をレッスンします。ブレリアを習うのが初めての
⼈でも⼤丈夫なクラスです。苦⼿意識を克服する為にもまずは受講してみましょう! 

■４月１８日(木)１３:００〜１４:００ 

TangosTangos        
  
ご好評頂いております簡単な振付なのにフラメンコだ❤❤❤❤といった振付をお望みの方
に最適なクラスです♪1回で完結しますので気楽に受講できます❤❤❤❤ 
複雑なパソは⾏わずに楽しくレッスンしますので、久しぶりだから何だか緊張するとい
う方も気兼ねなくお越し下さいね^^  ^^  ^^  ^^  一緒に楽しくタンゴを踊りましょう♪      

タンゴ 
４月１１日((((木)))) 

１３::::００〜 
１４::::００ 

スタジオ「アルマ・デ・フラメンコ」福岡校 Ｔｅｌ: 092-262-1238 / Ｅ-mail: fukuoka@spainkikaku.com 

 1時間完結昼ワークショップ 

４月１８日 
ブレリアには 
ギター伴奏&&&& 

マリアのカンテが⼊ります 
＋500500500500円UPUPUPUP 

 

楽しくタンゴ 

両クラス皆勤チケット使用可能 

 やさしい基本ブレリア  

２名以上で開講 

 講師 
 Lalia ご予約 

電話番号 
092-262-1238  

 email: 
fuuoka@ 

spainkikaku.com 

◆タンゴ受講料◆  
※ギターは⼊りません 
  クラス会員  1,620円  
 休会会員  2,160円 
 ビジター   2,700円  

◆ブレリア受講料◆ 
※ギター伴奏30分有り  
  クラス会員  2,700円  
 休会会員  3,240円 
 ビジター   3,780円 
↑カンテ代込み500円UP価格 



1 時 間 完 結 ワ ー ク シ ョ ッ プ 

レッスン内容： 

 6日：sonido(音) クリアな音を出すためのサパテアードの練習 
13日：velocidad（速さ）ノーマル、2倍、3倍とスピードを 
     上げながら足を正確に早く打つ練習 
27日：ソレアの曲を使用して、６日と１３日に学んだ事を応用 
     しながら練習します♪ 

大阪校人気クラスにより福岡校も4月実施します♪    

土曜日12:00 ~ 13:00   

ZAPATEADOZAPATEADOZAPATEADO   
クリアな音を出す為の足の打ち方を学びましょう 

スタジオ「アルマ・デ・フラメンコ」福岡校 
Ｔｅｌ: 092-262-1238 / Ｅ-ｍａi ｌ: fukuoka@spainkikaku.com 

URL: https://almadeflamenco.com/ 

ご注意 
※上記⾦額をレッスン受講の際にお⽀払い下さい。 
※お月謝クラスの振り替え受講はできません。 
※お月謝未払いの場合は単独受講料となります。      
※会員の方は、皆勤賞チケットをご使用できます。   
※2名以上で開講 
 

対 象  

日本⼈振付クラス以上  

講 師 Lalia ラリア 
受講料  
■クラス会員    1回 1,080円  
■休会会員   1回 2,160円  

■ビジター    1回 2,700円  



Marcaje  

スタジオ「アルマ・デ・フラメンコ」福岡校 
Ｔｅｌ: 092-262-1238 / Ｅ-ｍａi ｌ: fukuoka@spainkikaku.com 

URL: https://almadeflamenco.com/ 

ご注意 
※上記⾦額をレッスン受講の際にお⽀払い下さい。 
※お月謝クラスの振り替え受講はできません。 
※お月謝未払いの場合は単独受講料となります。      
※会員の方は、皆勤賞チケットをご使用できます。   
※2名以上で開講 
※ギター伴奏が30分⼊ります    

対 象  

日本⼈振付クラス以上  

講 師 Lalia ラリア 
受講料  
■クラス会員    1回 2,160円  
■休会会員   1回 2,700円  

■ビジター    1回 3,240円  

アレグリアスとタンゴスの 
曲のリズムによるマルカヘ 

6日 por Alegrías 
13日 por   Tangos   

アレグリアスとタンゴスのリズムに合わせてさまざまな 
腕や足などを組み合わせた身体の動きを練習しましょう！ 
 

＊後半30分ギターとあわせます。 

1 時 間 完 結 ワ ー ク シ ョ ッ プ 

土曜日 4月 13：00〜14：00  



今後今後今後今後アレグリアスをアレグリアスをアレグリアスをアレグリアスを習習習習うううう上上上上でででで絶対絶対絶対絶対にににに役立役立役立役立つつつつ内容内容内容内容ですですですです    

    

1111週目週目週目週目::::色々色々色々色々なファルセータをなファルセータをなファルセータをなファルセータを踊踊踊踊るるるる    

                                                    長長長長さのさのさのさの違違違違うファルセータをアレグリアスのリズムにうファルセータをアレグリアスのリズムにうファルセータをアレグリアスのリズムにうファルセータをアレグリアスのリズムに乗乗乗乗ってってってって    

                            体体体体でででで感感感感じじじじ踊踊踊踊るるるる練習練習練習練習    

２２２２週目週目週目週目:サパテアードサパテアードサパテアードサパテアード/エスコビージャエスコビージャエスコビージャエスコビージャ    

                                                        ゆっくりなゆっくりなゆっくりなゆっくりな足足足足のパターンとのパターンとのパターンとのパターンと速速速速いいいい足足足足のパターンをのパターンをのパターンをのパターンを学学学学ぶぶぶぶ    

3週目週目週目週目:ラストのブレリア・デ・カディスラストのブレリア・デ・カディスラストのブレリア・デ・カディスラストのブレリア・デ・カディス    

                                                        最後最後最後最後のブレリアののブレリアののブレリアののブレリアの終終終終わりわりわりわり方方方方をををを学学学学ぶぶぶぶ    

                            舞台上舞台上舞台上舞台上でででで終終終終わるパターンわるパターンわるパターンわるパターン、、、、舞台袖舞台袖舞台袖舞台袖にはけてにはけてにはけてにはけて行行行行くパターンくパターンくパターンくパターン    

4週目週目週目週目:シレンシオをシレンシオをシレンシオをシレンシオを意識意識意識意識するするするする    

                                                        シレンシオのギターのシレンシオのギターのシレンシオのギターのシレンシオのギターの長長長長さはさはさはさは決決決決まっていますがまっていますがまっていますがまっていますが    

                            ギターのメロディはギタリストによってギターのメロディはギタリストによってギターのメロディはギタリストによってギターのメロディはギタリストによって様々様々様々様々ですですですです    

                            色々色々色々色々なメロディをなメロディをなメロディをなメロディを用用用用いていていていて数数数数をををを数数数数えずにえずにえずにえずに、、、、メロディをメロディをメロディをメロディを感感感感じてじてじてじて    

                                                        踊踊踊踊るるるる練習練習練習練習    

４月新ワークショツプ４月新ワークショツプ４月新ワークショツプ  
Alegríasを学ぼうを学ぼうを学ぼう   

◆火曜日 20:30~21:30  
◆水曜日 19:30~20:30  

※受講時お月謝未払いの場合は 
   単独受講料となります。      
※会員の方は、皆勤賞チケットを 
  ご使用できます。      
    

講師 
坂本沙織 

スタジオ「アルマ・デ・フラメンコ」福岡校 
Ｔｅｌ: 092-262-1238 / Ｅ-ｍａi ｌ: fukuoka@spainkikaku.com 

URL: https://almadeflamenco.com/ 

受講料 ※ギター伴奏30分⼊ります 
■クラス会員    1回 1,620円  
■休会会員   1回 2,160円  

■ビジター    1回 2,700円  
※3週目マリアカンテ伴奏の週のみ＋¥500UPになります。予めご了承下さい。 



対 象：どなたでもOK     

講 師：坂本沙織 ※2名以上で開講 

料    ⾦:  
クラス会員 1回 1,080円  
休会会員  1回 1,620円  

ビジター   1回 2,160円  

44月月22日日・・99日日・・1616日日・・2323日日  

スタジオ「アルマ・デ・フラメンコ」福岡校 
Ｔｅｌ: 092-262-1238 / Ｅ-ｍａi ｌ: fukuoka@spainkikaku.com 

URL: https://almadeflamenco.com/ 

ご注意 
※上記⾦額をレッスン受講の際にお⽀払い下さい。 
※お月謝クラスの振り替え受講はできません。 
※お月謝未払いの場合は単独受講料となります。      
※会員の方は、皆勤賞チケットをご使用できます。      

火曜日火曜日火曜日18:4518:4518:45〜〜〜19:3019:3019:30(45(45(45分間分間分間) ) )    
 

自分の弱点と向き合って身体と踊りをコントロールできるようになりましょう！ 
通常の振付クラスでは⾒逃している細かい部分の基礎テクックを 
(サパテアード・マルカール・ブラソ・ブエルタetc)コツコツと強化します♪ 

もう一度⼤切な基本と向き合いましょうもう一度⼤切な基本と向き合いましょうもう一度⼤切な基本と向き合いましょう!!!!!!!!!!!!   
 

初心者でも安心日本⼈講師に習うワークショップ初心者でも安心日本⼈講師に習うワークショップ        

基礎テクニカ基礎テクニカ基礎テクニカ   

講師 
坂本沙織 


