
☆2015年発表会概要
1部

（土日のどちらか1演目）

●1部は生徒のみの発表会
（ストーリーはありません。ダンスのみです）
お1人様　土日のどちらか１日1演目の出演とさせて頂きます。

2部
（1部もエントリーされた方
のみ。2部のみの出演はで

きません）

●2部は海外アーティスト（ヌールとヤセル）と
ラピスプロダンサー達によるショー。

以下の特枠を土日のどちらか1曲のみエントリーして頂けます。

　　★ＣＤで生徒だけで踊る。（青木香葉振付）
　　　（◆初級／◆中・上級）
　　★ＣＤ演奏+ヤセルの歌でラピスダンサーが踊るシーンの
　　　バックダンサーとして踊る。（メインダンサー振付）
　　　（◆初級／◆中・上級）

1部をエントリーされた上で、どちらか１日1演目の出演とさせて頂きます。
1部・2部とも同じ曜日、1部・2部を別の曜日など組み合わせてのエントリー
も可能です。

場所 北千住シアター1010
http://www.t1010.jp/
　　 ・1階2階　計701席

日時
2015年

8月1（土）、2(日）
練習は土曜チーム、日曜チーム別々に行います。

チケット

1部のみ：￥2,160（2,000）
2部のみ：￥3,240（3,000）

通し：\3,780（3,500)

出演者の皆様には優先販売がございます。
（枚数、席順、申込み方法など、詳細は後日お知らせします。）

出演者のチケットノルマはございません。。
残席に関してはローソンチケットで販売予定です。毎年人気の為すぐに売
り切れてしまいます。必要な方はお早めにご購入ください。

出演者用2部観覧
特別チケット

2部のチケットが
1枚付きます。

通しチケットご希望の方は
（+\540）で

変更できます。

ご出演者には2部のチケット1枚がつきます。(出演料に含まれています。）
原則的に出演日のチケットとなりますが、
ご自身が同日の2部に出演する場合などは
もう1方の曜日に振り替えられます。
（その場合は通しチケットにする事も可能です。）
どちらの日もご観覧が出来ない場合、出演料の割引はございませんが、
チケットをどなたかに譲渡して頂いても構いません。

※今回初めて発表会に海外のプロダンサーを招く事が出来ました。
是非2部もご鑑賞下さい。

出演レベルについて 初級クラス以上

1月末の時点で、そのレベルにおいて3ヵ月以上のご経験がある方が対象
です（月4回でレッスンを受けられている場合の目安です）。
中級でエントリーされたい方はセルフチェックの上、早めに講師のチェック
を受けて下さい。直前は混み合う可能性がございます。
上級に関しましては1月(1/23,1/24プチラピスにて）予定のレベルチェック
にパスされていればエントリーできます。

レッスンについて
基本的に

休会できません

発表会の演目は対応するクラスで振付し、発表会練習はフォーメーション
が中心となりますので、対応するクラスに3月より必ずご出席ください。
発表会に出る方は練習期間中は基本的に休会できません。発表会前にク
ラス内での振付が終了した後は、対応クラスへの出席は必須ではありませ
ん。
2部の演目は対応クラスはございません。

発表会練習ついて
3月下旬～6月中旬（隔週）

6月中旬～7月(毎週）
基本的に休めません。

発表会のチームは（土）出演チーム、(日）出演チームに分かれて、10週目
までは練習枠の1時間を隔週で練習し、11週目以降は30分づつに分けて
毎週練習します。(曜日によって切り替わるタイミングが違います。練習スケ
ジュール参照）
また、1人休むとフォーメーションの練習ができませんので、休まない様、お
願い致します。

エントリー可能枠



☆発表会にかかる費用(税込価格。８％の消費税が加算されてます。）

項目 料金 詳細

●参加費（税込）

1部のみ　\35,640
1部＋2部　\57,240

（2部1枚分のチケット代が含ま
れています。

●1部リハーサル費
１ヶ月(2時間分）あたり1人
\3,000（ 6～ 8人チーム）
　　税込4ヶ月合計=\12,960
\2,850（ 9～10人チーム)
　　税込4ヶ月合計=\12,312
\2,700（11～12人チーム）
　　税込4ヶ月合計=\11,664

●2部リハーサル費（税込）
※エントリーされた方のみ
4ヶ月分=\10,800(1人）

本番間近の追加リハ費
※講師へお納め下さい

1チーム　￥10,000（/ｈ)
メンバーで分割

（プライベート扱いの為
消費税はかかりません）

本番間近の追加リハの
レンタルスタジオ代

レンタルスタジオ
規定料金を

メンバーで分割

衣裳代 2万～15万ぐらい

各自でご用意ください。
小道具、揃いの衣装、を購入していただかなくてはならない演目もあります
のでエントリー表の備考欄を参考に、よくご確認ください。エントリー終了後
も生徒様同士の話し合いでの結果、衣裳を揃えることになる場合もあります
ので、ご了承ください。

打ち上げ
前回までの様に　当日には行わないかもしれません。
追って詳細をお知らせ致します。

本番の写真やDVD
（希望者のみ）

料金未定
（前回はDVD￥3,500、

ブルーレイ￥4,000
写真１枚￥300）

本番はプロのカメラマンが撮影します。
写真希望者は発表会後、ネット販売を予定しています。
動画は販売方法未定です。

本番の撮影は一般の方（お客様）はできませんのでご家族、ご友人にはご
了承お願い致します。本番後、ロビーなどで撮影して頂くことは可能です。
また、DVD画像のYｏｕTubeなどインターネットへのアップはご遠慮下さい。

メンバーと相談の上、必要であれば追加リハーサルを行います。
本番間近になると、劇場と同じ広さでの練習が必要となる為、ラピス以外の
スタジオを借りてリハをすることがあります。追加レッスン代、レンタルスタジ
オ代が別途かかりますのでチームメンバーで分割して下さい。
メンバーの話し合いで決まった場合、参加必須となります。

参加費

＋リハーサル(練習）費

※別紙参照

参加費+前納分リハーサル費を
2/10までに前納でお振込み下さい。

2部に参加される方は一括、分割どちらでもお納めいただけます。
分割の場合、1部のみ参加の方の金額を前納し、
差額を後納（5月中）でお納め下さい。
練習がスタートした後でのキャンセルはできません。

また振込後、いかなる理由も返金できませんのでご了承ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　妊娠、怪我、病気、転勤　etc.

●リハーサル費について 

参加費とは別に、レッスン費(リハーサル費）が別途かかります。 

また月謝とも別になります。 
 

最多人数チームの4ヶ月分のリハ費が￥11,664となります。 

１０名以下のチームは料金が変わってきますので、チーム人数確定後に

差額を集めさせて頂きます。 
 

（ 6～ 8人チーム）＝1296円→端数の為、1300円とします。 

（ 9～10人チーム）＝648円→端数の為、650円とします。 

 

また、2部もご出演の方は 5月中に後納分をお納めいただきますので 

上記の差額の回収はその際併せてお納め頂く形となります。 



☆その他

エントリー枠の人数制限

キャンセルについて

※練習開始後の
キャンセルは

受付られません。

☆発表会までの流れ
項目 日程 詳細

エントリー
（ネットのみ）

壁紙でのエントリーは
ありません。

2015年
2月10日(火）まで

2部のエントリー枠内容が
確定してからエントリー可

能となります。確定しました
らお知らせいたします。

ホームページ「会員様へ」の「発表会」ページ（または　下記url）より
フォームにてエントリーしてください。

出演枠確定の前に人数調整などで連絡させて頂く事がありますので、
連絡の取れるメールアドレスと電話番号でご登録ください。

またrecital@aokikayou.comからのメールが受け取れる様設定にご注意くだ
さい。今後、発表会に関する重要なお知らせが届きます。
（P.C.メールからのメールを受信拒否設定にしていると大切な連絡が届きま
せん）

url　:　http://ws.formzu.net/dist/S18556919/
（ホームページからもリンクがございます）

エントリーの際
※ダンサーネーム（後日変更可能）の入力が必要です。
※出演者鑑賞チケットの曜日と
　種（2部のみ、通し）の選択が必要です。

費用の振込
2015年

2月10日(火）まで

別紙の価格表を参照し、①②③④の内、ご自身の該当額を
ラピス口座にお振り込みください。
　　　東京三菱ＵＦＪ銀行　新宿支店341　　（普）　0025665
　　　株式会社ラピス　代表取締役　青木香葉
振込人氏名を「青木香葉」と入力して振り込まれる方が毎年数名出ます。誰
からの入金か分からなくなります。「ご自身のお名前で」お振り込みくださ
い。また、ご主人様名義の通帳で振り込まれる方は、振込人をご自身の名
前に変更指定してお振り込みください。

リハーサル開始
2015年3月末or4月月初～

※休講日はリハも休みです

発表会のチームは土チーム、日チームに分かれて、10週目までは練習枠
の1時間を隔週で練習し、11週目以降は30分づつに分けて毎週練習しま
す。（練習スケジュール参照。曜日によって多少ずれます）
振付はリンクする通常クラスで行うため　リハは基本的にフォーメーションの
練習になります。1人休むとフォーメーションの練習ができませんので、休ま
ないようお願い致します。
やむを得ず欠席遅刻する場合は必ず担当講師かメンバーに前もって連絡
して下さい。

通し稽古
2015年

７/18（土）、７/19（日）

全員参加です。土曜日の出演者は土曜日が、日曜日の出演者は日曜日
が通し稽古となります。
丸１日拘束ではありませんが、演目順にリハーサル時間が決まりますので、
プログラムの決定後になるべく早く時間を発表します。

2部のヤセルとのリハーサル 7/31(金）

本番当日
2015年

8/1（土）、8/2(日）

丸1日空けておいて下さい。朝からリハーサルがあります。
集合時間に間に合わない場合はメンバーか講師に必ず連絡を入れてくだ
さい。

振込後の返金はできません。
いかなる理由も返金できませんのでご了承ください。妊娠、怪我、病気、転勤　etc.

無事、本番を迎えられるまで、病気や怪我には十分注意し体調管理は万全にお願いします。また、毎年の
事ですが本番前に妊娠するケースもあり、本来おめでたい事なのですが、発表会練習には大きな影響が
出てしまいます。
どんな理由であれ、練習が始まってからのキャンセルは振り付けやフォーメーション等組み直さなければな
らなくなる為、メンバー全員及び講師に大きな負担をかけてしまいます。くれぐれもご注意ください。

1演目２チーム（土チーム、日チーム）となります。１チームの最高出演者人数は12名とさせて頂きますので
12名を超えた枠については抽選とさせていただく場合がございます。逆に6名に満たない枠は成立しませ
ん。また、1チームのみ成立の場合、同じ状況のチームとペアを組む事になり、演目が変更になる可能性が
あります。ペアを組むチームが成立しない場合や、13名以上、5名以下のエントリー枠の方には、他枠に
移って頂くなどこちらから相談させて頂きますので、ご了承ください。



☆費用詳細

●共通費用
●1部リハ費

4ヶ月分（税込） (1ヶ月分） (4ヶ月分） 最少との差
端数のため以下で

集めます
12,960　(税込) 3000 12000 1,296　(税込) ←1300円
12,312　(税込) 2850 11400 648　(税込) ←650円
11,664　(税込) 2700 10800 0　(税込) ←0円

※全員11～12人チームの4ヶ月分のリハ費で前納頂きます。
　チーム人数確定後6～10人チームの方は差額を集めさせて頂きます。

●　1部のみ出演の方　●
【一括前納】のみとなります。 ※人数確定後の差額は後日集めさせて頂きます。

①②のいづれかを　2/10までにお振込み下さい

●参加費
35,640　(税込) 33000（出演料） 2640（消費税）

★1部のみ出演の方の合計
前納分のリハ費 合計

11,664　(税込) 47,304　(税込) ①

★チケットを「通し」に変更される方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ チケット差額 合計

540　(税込) 47,844　(税込) ②

●　2部も出演の方　●
【一括前納】と【分割】が選択できます。

57,240　(税込) 53000（出演料） 4240（消費税）
10,800　(税込) 10000（リハ費） 800（消費税）

※人数確定後の差額は後日集めさせて頂きます。
③④のいづれかを　2/10までにお振込み下さい

★2部出演の方の合計
1部の前納分
4ヶ月分リハ費

2部のリハ費 合計

11,664　(税込) 10,800　(税込) 79,704　(税込) ③

★チケットを「通し」に変更される方の合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ チケット差額 合計

540　(税込) 80,244　(税込) ④

※前納額①②のいづれかを2/10までにお振込み下さい

★前納額　合計
1部前納分のリハ費 合計

11,664　(税込) 47,304　(税込) ①

★チケットを「通し」に変更される方の前納額　合計・・・・・・・・・・・・→ チケット差額 合計

540　(税込) 47,844　(税込) ②

★後納額（2部出演のための差額合計）
1部のチーム人数確定後、A,B,Cのいづれかを5月中にお振込ください

参加費差額
1部リハ費の

チーム人数確定により
生じた差額

2部のリハ費 合計

1,296　(税込) 33,696　(税込) A
648　(税込) 33,048　(税込) B
0　(税込) 32,400　(税込) C

10,800　(税込)

11～12人チーム
 9～10人チーム
 6～ 8人チーム

21,600　(税込)

2部のリハ費
参加費(1部+2部）

35,640　(税込)

参加費

参加費(1部のみ）

1部のチーム人数

35,640　(税込)

1部の参加費

参加費

57,240　(税込)

11～12人チームになった場合

 9～10人チームになった場合

 6～ 8人チームになった場合

分割の場合 

一括前納の場合 


