D.studioN 名古屋栄 2021 年 5 月限定スケジュール！
●D.studio についてのお問い合わせは
DDD サポート窓口（mail: support@ddd-dance.com）までお願いいたします。
お問い合わせ受付：平日 10 時〜17 時
●会員様は下記よりお申し込み下さい。
https://reserve.ddd-dance.com/
（自動メールにて受付完了のお知らせを致します。またキャンセルの際はマイページのアクティビティよりお願
い致します。
）

【2021 年 5 月限定スケジュール】
予約開始 4 月 28 日（水）23:00～
※開始日時以前にご予約いただいた場合は無効とさせていただきますのでご注意ください。
■予約可能時刻とキャンセル可能時刻についての確認
※それぞれキャンセル可能時刻を過ぎた場合はチケットの返還ができませんのでお気を付けください。
【リアルレッスン】
該当レッスン前日の正午までのキャンセル、該当レッスン 10 分前までのご予約が可能。
ただし、前日の正午までにご予約が 0 名の場合はその時点でご予約を締め切らせていただきます。
【オンライン（ZOOM）レッスン】
該当レッスン前日の正午までのキャンセル、該当レッスン 1 時間前までのご予約が可能。
ただし、前日の正午までにご予約が 0 名の場合はその時点でご予約を締め切らせていただきます。
【オンライン（映像配信）レッスン】
全クラス前日の 23:00 までご予約/キャンセルが可能。

■キャンセル待ちルールについて
キャンセル待ちクラスにキャンセルが発生した場合、同一のタイミングで全てのキャンセル待ちの方にキ
ャンセル発生通知メールを自動送信いたします。
※当面の間、更衣室のご利用は受講クラスの開始予定時刻 15 分前から終了予定時刻 15 分後までの完全入
れ替え制とさせていただきます。ご来館ご退館もその時刻とさせていただきますのでご了承ください。
※お買い物、お手続きなどは予約制とさせて頂きます。ご希望の方はメールでご連絡をお願いいたします。
お電話でのお申込はお受けできませんのでご了承ください。
【Zoom】
【DDD Zoom】ご自宅等で Zoom を使って受講
【REAL】D.studio 名古屋栄にて受講 ※基本定員 10 名
●月曜日--------------------

11:00-12:00
【REAL】☆3、10、24 日のみ
BAILA BAILA
西村裕子（3pt）
12:30-13:30
【REAL】☆10、24 日のみ
BAILA BAILA×DDD WORKOUT スクール
西村裕子（2pt）
※コンテストに向けての練習会＆撮影会
※非会員様のご受講は 1 回 1,500 円＋税（税込 1,650 円）＋場所代 300 円（税込 330 円）
※定員 10 名
12:30-13:30
【REAL】☆3 日のみ
パーソナルレッスン
西村裕子
14:00-15:00
【REAL】☆10、24 日のみ
パーソナルレッスン
西村裕子
21:00-21:50
【Zoom】
DDD West Coast Style

Abë（2pt）
●火曜日-------------------DDD TV ONLINE LESSON をお楽しみください
●水曜日-------------------14:00-14:40
【DDD Zoom～BAILAR’S WEDNESDAY～】
「伊藤由里子の全国どこでも もっと詳しく BAILA BAILA」
伊藤由里子
15:00-16:00
【DDD Zoom】
Extra BAILA BAILA
伊藤由里子（3pt）
5 日：♪ Don‘t let me go

12 日：♪Somebody
19 日：♪How I wish
26 日：♪ Russian Roulette

20:30-21:10
【DDD Zoom～BAILAR’S WEDNESDAY～】
「伊藤由里子の全国どこでも もっと詳しく BAILA BAILA」
伊藤由里子
21:30-22:30
【DDD Zoom】
Extra BAILA BAILA
伊藤由里子（3pt）
5 日：♪ Don‘t let me go
12 日：♪Somebody
19 日：♪How I wish
26 日：♪ Russian Roulette

●木曜日-------------------DDD TV ONLINE LESSON をお楽しみください
●金曜日-------------------DDD TV ONLINE LESSON をお楽しみください
●土曜日-------------------14:40-15:30
【Zoom】☆15 日のみ
DDD West Coast Style
TAKAKO（2pt）
●日曜日-------------------11:00-12:00
【REAL】☆16 日のみ
BAILA BAILA
西村裕子（3pt）
12:30-13:30
【REAL】☆16 日のみ
BAILA BAILA×DDD WORKOUT スクール
西村裕子（2pt）

※コンテストに向けての練習会＆撮影会
※非会員様のご受講は 1 回 1,500 円＋税（税込 1,650 円）＋場所代 300 円（税込 330 円）
※定員 10 名
14:00-15:00
【REAL】☆16 日のみ
パーソナルレッスン
西村裕子
---------------------------------------「全国どこでも BAILA BAILA×DDD WORKOUT スクール」in D.studio
●参加基本料金「全国どこでも BAILA BAILA×DDD WORKOUT スクール」
60 分全国一律お一人様 1,500 円＋税（税込 1,650 円）
※お客様には、上記の金額プラス、開催場所により場所代をご負担頂きます。下記をご確認ください。
【D.studio で開催の場合】
・D.studio 開催分：D.studio 会員様は 2pt チケットで受講可
・D.studio 会員様は場所代ノーチャージ。
・非会員様は 1 人 1 回あたり＋330 円の場所代を頂戴いたします。
・DDD 内予約サイトよりご予約、お支払い
---------------------------------------当施設内での感染拡散を防ぐため、そして何よりもお客様ご自身の予防のため、
しばらくの間、以下の点を厳守の上ご利用いただきますよう、強くお願い申し上げます。
●全館に於いて必ずマスクやネックゲイター等を確実に鼻と口を覆うようにご着用ください。
●スタッフ全員がマスクを着用させていただきますのでご了承ください。
●マスク等の着用ができないエリア（更衣室）での会話はお控えください。
●全館において、会話は極力お控えください。
●対人距離をできるだけ２ｍを目安に、最低１ｍ確保するよう努めてください。
●入館されたら、まず、フロント前の消毒液にて必ず手の消毒を行ってください。
掌だけではなく、指先、手の甲などを丁寧かつまんべんなく実施してください。
●更衣室内で必ず手洗いを実施してください。
●他の利用者と消毒をしていない物品等を共有することはお控えください。
●以下に該当すると感じる点がある方のご来館は固くお断り申しあげます。
〔次の症状がある方等、該当する点があるお客様〕
＊咳やくしゃみなど風邪の症状が続いている方（軽い症状の方も含みます）
＊過去 48 時間以内に熱があった方。
＊強いだるさ（倦怠感）や息苦しさがある方。
＊咳、痰、胸部不快感のある方。
＊味覚・嗅覚に少しでも違和感のある方。
＊新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある方。

＊過去 14 日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている 国・地域渡への渡航、並
びに当該在住者との濃厚接触がある方。
以下の外務省 HP を参照ください https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/country_count.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/masters/kansen_risk.html
＊身内や身近な接触者に上記の症状がみられる方、該当する点がある方
●地域の学校にて休業の措置が取られている場合は、幼児・学童・中学生及び高校生の方は来場をご遠慮ください。
●特に、高齢者の方は運動前の体調チェックと予防対策に万全を期してください。
---------------------------------------●当スタジオでのお忘れ物について
お忘れ物をした日から 1 ヶ月以内に、レッスン実施時間内に担当インストラクターへお申し出いただくか、または、
DDD お客様サポート（support@ddd-dance.com）までお問い合わせください。 1 ヶ月以上ご連絡のない物につきまし
てはお受取り頂けませんのでご了承ください。よろしくお願いいたします。

