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※サービス料・送迎費(オプションのみ利用の場合)は月額料金になります。 

お子様が複数のコースに登録されている場合、サービス料、送迎費は一律 500 円・6000 円・10000 円となり、各コ

ースごとにお支払いいただく必要はございません。 

 

キッズダンススクール Good Times  

現役プロダンサーによる、ダンスレッスン。ヒップホップ、ブレイクダンス、体幹トレーニング、ヨガまでカテ

ゴリーに分けてレッスンを行います。 

幕張教室： 4000 円/月      千葉市花見川区幕張町 5-457 グレイス宮葉 102 号室 

幼児リズム体操： 月曜日 15：30-16：15 

検見川小学校： 千葉市花見川区検見川町 3 丁目 322-23 

ヒップホップ・ブレイクダンス 月曜日 17:00−17:55 

体幹トレーニング・ヨガレッスン 月曜日 18:00−18:55 

幕張ベース： 6000 円/月     千葉市美浜区若葉 3-1-21  

ヒップホップ・ブレイクダンス 火曜日 16：30-17：25 

講師 Instructor Mitsu 

経歴 

・丸ビル東京ダンスバザール 最優秀賞 

・yeg ダンスコンテスト 優勝 

・板橋ダンスバトル 優勝 

Fee / 月 ダンス・ヨガ 
英語週１日コー

ス 
英語２日コース バスケットボール 

授業料 4000・6000 円 8000 円 12000 円 4400・5500 円 

施設使用料 — 1500 円 1500 円 — 

サービス料※ 500 円 500 円 500 円 500 円 

教科書代 — 4000 円 4000 円 — 

送迎 片道※ 

送迎 往復※ 

6000 円 

10000 円 

6000 円 

10000 円 

6000 円 

10000 円 

6000 円 

10000 円 



・深谷ダンスバトル 準優勝 

・Dance mania バトル 準優勝 

・クラシック ダンスバトル 準優勝 

・bank stan ダンスバトル 準優勝 

・puffy バックダンサー TV コンサート出演 

・パクヨンハ コンサート ダンサー出演 

・vamps コンサート ダンサー出演 

・ビタミン スー マッチ CM ダンサー出演、振付、アシスタント 

・映画『蟹工船』ダンサー出演、振付、アシスタント 

・日本テレビドラマ『彼女が 死んじゃった。』ダンサー出演 

・ドラマ『女王の教室』振付アシスタント 

・『ミュージックステーション』（m-flo クリスタル K）バックアップダンサー出演 

・フジテレビ『サプライズ』ダンサー出演 

・テレビ朝日『ミュージックエンター』出演 

・ダンスミュージカル隊 ダンサー出演 

・アサヒビールアートフェスタ ダンサー出演 

・アディダスジャパン ファションショー ダンサー出演 

・日本理容コンタクトゲストダンサー出演 

・中国北京 ANZAS エンターテイメント オープン二ングパーティー ダンサー出演（中国） 

・オペラハウスインターナショナルミュージック＆ダンスフェスティバル出演・構成・演出（オーストラリア） 

・アーバンミュージックアワード オープニングダンス出演（オーストラリア） 

・ワールドカップ 日豪戦 観戦イベントオープニング出演（オーストラリア） 

・総合格闘技エクスプロージョン オープニングダンス 出演・振付 （オーストラリア） 

・舞台『七色』『オープンザドアー』『アンセボン』『blow』他 多数出演 

・各地ゲスト live ラジオ TV 出演中 

・ドリーミュージックよりコンピレーションアルバム『DIG NAITON』発売 

・スクリエト CD 発売 

・アーティスト”スクリーン 

 

 

 

 

 

 

 

 



English School【英会話スクール】 

外国人講師による生きた英語の習得を目指します！バイリンガル日本人講師がクラスに入りサポートします。 

入会前には必ず Placement test をおこない、3 コースのクラス分けをします。Placement test は筆記と面接によっ

て行います。 We have three different English courses designed for our students. Our new students need to 

take a placement test. This will test their abilities to speak and read. Based on their English Abilities, it is 

possible for students to have an Integrated course. 

Private レッスンのスケジュール、料金はご相談となります。 

Sprout：Beginner 初心者 

Fusion1：Pre Elementary(準初級)＆Elementary(初級)＆Upper Elementary(上初級) 

Fusion2：Pre Intermediate(準中級)＆Intermediate(中級) 

Fusion3：Upper Intermediate(上中級) 

Pre Advanceｄ：準上級 

Advanced：上級 

20 年度〜3 月 Schedule 週 1 コース 8000 円〜 週 2 ｺｰｽ 12000 円〜 

 火曜日 Tuesday 水曜日 Wednesday 木曜日 Thursday 土曜日 Saturday 

Sprout  16：00-17：30 16：00-17：30 要相談 

Fusion1 17：00-18：30 17：00-18：30 16：00-17：30 要相談 

Fusion2 17：00-18：30  17：00-18：30 要相談 

Fusion3   17：00-18：30 要相談 

21 年度 4 月〜 

 月曜日 Monday 火曜日 Tuesday 水曜日 Wednesday 木曜日 Thursday 

Sprout  16：00-17：30  16：00-17：30 

Fusion1  17：00-18：30 16：00-17：30 17：00-18：30

（Fusion2） 

Fusion2 17：00-18：30

（Fusion3） 

  17：00-18：30 

Fusion3 17：00-18：30 

（Pre Advanced） 

 17：00-18：30  



バスケットボール BAarcs 

T2C は、バスケットボールスクールの運営を通じて子供たちの心身の健全な育成に努めると共に未来の

日本バスケットボール界を担うトッププレーヤーを輩出するための“技術の基礎づくり”を柱とした指導を

進めるほか、現役トッププレーヤーたちのマネジメント、セカンドキャリアの構築などを通して競技レベル

の向上に加え、ビジネス面も視野にいれ、広くバスケットボール界の発展に寄与する  

元プロアスリート、バスケットプレーヤー監修のもと、練習を行っている T2C より講師を招いています。 

Basketball U8, U10 and U12 

U8   小学１・２年生 Elementary school grades 1 – 2 

U10  小学 3 ・4 年生 Elementary school grades 3 – 4   

U12  小学 5 ・6 年生 Elementary school grades 5 – 6 

体育館開放時間   Time：  

水曜日 17:00−19:00(レッスン 1 時間半) U10 & U12 （畑小学校）  5500 円/月 

金曜日 16:30-18:00(レッスン 1 時間) U8 & U10 & U12 (花園小学校) 4400 円/月 

講師  Instructor   株式会社 T2C 

Location 

千葉市立花園小学校 （金曜日） 千葉市花見川区花園 4 丁目 1-2 

千葉市立畑小学校 （水曜日） 千葉市花見川区畑町 1385-1 

 


