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リディアで未来が広がる



リディア 4 つの特徴 ダンスには、お子様の成長に必要な
様々な要素が詰まっています!

大きな
ステージに
立てる

経験豊富な
ダンサーが
在籍

基礎から
わかりやすく
教えます

初心者でも
始められる

ダンスで世界が広がる。

リディアで未来が広がる。
リディアダンスアカデミー

校長　三木 侑平
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思い切って・・・何か始めることで未来が少しずつ動き出します。自分の限界を超えてみたい。

目標の先にあるものを見たい。自分を変えてみたい・・・。

ダンスを通して、お子様の一瞬一瞬の輝く瞬間があります。

アナタの新しい未来へのワンステップをリディアで始めてみませんか？

初心者でも
始められる

これからダンスを始める

方に、初心者クラスをた

くさん用意してダンスが

楽しくなるお手伝いを

致します。

初心者クラスでは基本の

動きを徹底的に体で覚え

１つ１つステップを練習

していきます。

多数の賞を受賞している

実力のある講師が指導致

します。各ジャンルのス

ペシャリストのレッスン

を堪能してください。

年に一度、大きなステー

ジで披露する発表会にご

参加頂けます。目標を持

って練習する事の意味、

チームワークや思いやり

も養えます。

基礎から
わかりやすく
教えます

経験豊富な
ダンサーが
在籍

大きな
ステージに
立てる

ダンスで世界が広がる。

この度は、リディアダンスアカデミーにご興味をお持ちいただき、

ありがとうございます。当スクールは単にダンスが上手くなるため

だけのスクールではありません。ダンスを学ぶことを通じた様々

な経験が、お子様の成長につながります。さらには社会に出てか

らも様々な場面で必要とされる表現力の育成など、あらゆる成

長の糧になります。お子様にノビノビと健やかに成長していただ

くための手段の一つとして、ぜひダンスを活用していただければ

と思います。
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Red ia が選ばれる

３つの理由

年齢別に分かれた

        ３つのコース

Ponint

少人数制の

        初心者クラスが充実
発表会は ZEPP なんば

日本の最前線で活躍する

       実力派講師陣が在籍

全く経験のない初心者でも楽しめる入門クラ

スや少人数制の教室も充実！ 様々なコースか

ら、自分に合ったレッスンを選べます。

キッズダンススクールのリディアダンスアカデミーは『ダンスの上達』 はもとより、子供たち

の 『人としての成長』 ・ 『思い出づくり』 をテーマにしたダンススクールです。

年に一度の発表会は ZEPP なんばで行ってい

ます。 有名アーティストが立つ舞台でダンス

を披露！ 発表会に向けて作品を完成させてい

く過程で子どもは飛躍的に成長します。

若手実力派講師からアーティストバックダン

サーが、あなたのレベルに合わせて丁寧に指

導します。 キッズ指導に定評のあるプロのダ

ンサーが一人一人の能力を最大限に引き出し

ます。

Ponint
01

01
Ponint

ダンスを通じてこどもたちの笑顔と成長の機会をもたらし、 そして個性を磨き幼少時代

の最高の思い出をつくる。0202
Ponint

キッズダンススクールのリディアダンスアカデミーはこどもたちに願いを込めます。

こども達の”キャンパス”は真っ白です。

”一つのことをあきらめずやりぬく”忍耐力を身に付けさせたいと考えてます。

キッズダンススクールのリディアダンスアカデミーに通うこどもたちがみな個性的で、明るく 優 し い

こ ど も に な っ て 欲 し い と 願 い 、先 生ス タ ッ フ 一 丸 と な っ て こ ど も た ち と 接 し て いきます。

①仲間が集まってくる笑顔が絶えない明るい人気者

②自分の考えを表現・主張でき、また他人の意見も受け入れられるこども

③責任を果たしリーダーシップを発揮できるこども

④挨拶や礼儀などがしっかりできるこども

⑤社会などの規則や規律を理解し、しっかりとした自分の行動規範をもてるこども

0303

Ponint
キッズダンススクールのリディアダンスアカデミーでは、より多くのこども達にダンスの楽し

さとカッコよさを伝えていきたいと考えております。ダンススクールだから出来る一人一人

に適した独自のレッスン方法とサポートで、子ども達にダンスの魅力を楽しく伝えていき

ます。こども達がダンスを通じて心身ともに成長していくことをテーマにレッスンをしてます。

わたし達はこども達のこの無限の可能性を開花させるお手伝いをします。最初は上手くできないことのほうが
多いでしょう。ですが、そこから一歩一歩前進していくことが大切です。

音楽に合わせてダンスを踊る喜び、できなかったことができるようになる喜び。
こども達が感じてる以上に、ママやパパは自分のこども達の成長した姿を目の当たりにすることが、

この上ない喜びになるのではないでしょうか。

0404

Ponint
オープンしたばかりのスタジオで、レッスンを受けているこども達は初めてダンスを習う子

どもばかりです。あらゆるダンスの基本となるリズム取りから始まり、簡単な振付を学んで

いきます。

0505

Ponint
02

Ponint
03

リトルクラス キッズクラス 中学生以上クラス

幼稚園、保育園児対象の小学校に上がるまで

のクラスです。音に慣れて、リズムに慣れる！

音楽があれば自然に踊りだせる感覚を養いま

す。礼儀作法や挨拶も講師がしっかり指導致

します。

一般クラスでは大人の方でも参加頂けます。

一般クラスでも、もちろん基礎はみっちり指

導致しますので、初めての方やブランクのあ

る方も安心して入って頂けます。

小学生対象のクラスです。

筋トレからアイソレ、リズム取り、振付まで

充実したレッスンを受けることができます。

１回のレッスンは 75 分です。

年齢によって参加クラスするクラスを

選ぶ事ができます。

楽しいダンス

スクールライフを実現

リディアってどんなとこ？？
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コース料金のご案内体験から入会までの流れ

体験レッスン

入会受付

体験レッスンでは、担当の講師が
担当します。
＊体験レッスンにはご予約が必要
　になります。

電話にてご入会のご説明、手続き
をさせていただきます。

＜店頭入会希望の方＞
ご予約後、各店舗にてご入会手続
きをさせていただきます。

入 会 申 込 予 約
＆

電 話 に て 入 会

本部が電話にて
サポート
体験後、数日以内に本部よりご質問
と説明のお電話をさせていただき
ます。ご入会を検討されている方や、
違うクラスも体験したいなどのご
要望がありましたらご遠慮なくお
っしゃってください。

リディアではお客さまの目的に合わせてダンスを

楽しめるように、月に決まった数のレッスンを受

けれる月会員プランと、受け放題プランをご用意

しています。

選べるプラン

１回限り
(※入会時には月額費２ケ月分をご持参ください )

6,000円

２回目以降の体験を行う場合は、

1,080円1
回

入会金

月4回

月8回

月12回

フリー

6,200 円/月

10,300円/月

7,200 円/月

12,400円/月

17,500円/月

19,600円/月19,600円/月

7,200 円/月

12,400円/月

17,500円/月

19,600円/月

持ち物
・上履き
・お水など
・汗拭きタオル

リトルクラス

1 レッスン 12 レッスン

キッズクラス
中学生以上

クラス

Step

1

Step

2

Step

3

Step

4 1 回目は

体験無料! !

入会までの

4 step

“レッスンチケット”
コースを選ばずに自分が行きたい時に行きたいだけ使える便利なチケット！

2,100 円/月 24,000円/月

リディアダンスアカデミーは本部一括にてお問合せを一元管理させていただいております。

本部は平野校 4階になります。お電話か LINE にてお問合せください。

お電話
TEL : 06 -7777-0109

からのお問い合わせはコチラでのお問い合わせはコチラ
左記のQRコードからアクセスし、お問い合わせ内容を記
入の上送付して下さい。

【受付時間】10:00 ～ 20:00

05 REDIA  DANCE  ACADEMY 06REDIA  DANCE  ACADEMY



リディアは他にも様々なイベント

ご用意してます。

その他イベント

試合

MARCH

DECEMBER

リディアは『ダンスの上達』はもとより、こどもたち

の『成長』『思い出づくり』をテーマにしたダンススク

ールです。特にサマーダンスキャンプ・発表会では子

どもたちの成長を感じていただけるチャンスです。

多彩なイベント ・ 発表会

MARCH

DECEMBER
12月クリスマス

パーティー

エヴェッサ出演

FC大阪出演

3月発表会

年
間
年
間 試合

JULYJULY

7 月キャンプ
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親御さんの声

アットホームな雰囲気で先生方や

スタッフの方、保護者の方も

楽しい方達ばかりです。 

従姉妹のお姉ちゃんが習っていたのを聞いて、子供が興味を持ったので

習い始めました。 

ダンスを始めったきっかけは？

従姉妹のお姉ちゃんが習っていたからです。 

リディアを選んだ理由は？

未経験者には敷居が高いイメージでした。 

体験する前のダンススクールのイメージって？

実際にリディアに入会してどうだったかを、一人ひとり
の視点で答えてもらいました。
さまざまな親御様の声に耳を傾けてみて下さい。

ダンスを習わせてよかった点はありますか？
学校外でのお友達が年齢を問わずたくさんできた事です。 

リディアに通ってお子様に変化はありましたか？
ダンスが上手になりたいので、先生のお話しを集中して聞くようになりました。集中力がアップしたように思います。 

リディアでのお子様の出来事・エピソード
発表会に向けてチームで 1 つの作品を作る。それをたくさんの人の前で発表する。緊張しないの？と娘に質問した事があります。

その時「たくさんの人が笑顔で見てくれる。だから楽しい」と言っていました。貴重な経験をさせて頂いてるんだなと感心させられました。 

これからリディアに通うか悩んでる方へメッセージをお願いします。
親にダンスの経験がないと難しく考えてしまいますが、音楽に合わせて体を動かす。それだけでも子供は楽しそうです。

まずは楽しいと思える事に出会う。難しく考えず単純な事からで良いと思います

リディアへのメッセージ
イベントや撮影など今まで経験した事のないたくさんの事を親子で貴重な経験させて頂いています。これからも宜しくお願いします。 

入会の決めては何でしたか？
子供が楽しんでいた事と、インストラクターの先生方やスタッフの皆さんが優しかった事です。 

体験時の不安だったことはありますか？
親がダンス未経験のため自宅で教えれない事が不安でした。 でもムービーを撮って自宅で見ながら練習する事が出来るので問題ありませんでした。 

先生方も皆さん明るく熱心な先生

ばかりで、 習い事であるもののサークル

のような楽しさもあると思います。

小さい頃から USJ のショーやダンサーさんが大好きで、自己流で真似事を
していましたが、ダンスが出来るようになりたいと言いました。 

ダンスを始めったきっかけは？

通常レッスン以外にも、イベント出演やレクリエーション等、子どもが
楽しめる行事や友達作りの環境があると思いました。 

リディアを選んだ理由は？

親御さんもお子さんもダンスを極めているような方々ばかりが通っている
イメージだったので、我が家のようにダンスを全く知らない親でも大
なのかな…と敷居が高かったです。 

体験する前のダンススクールのイメージって？

ダンスを習わせてよかった点はありますか？
好きな事を楽しむ為には努力が必要という事を知ったと思います。また、異年齢のお友達との関わりが増えました。 

リディアに通ってお子様に変化はありましたか？
3 月生まれで、どちらかというと自分に自信が無い感じでしたが、ダンスを通じて自分にも自信が持てる部分が生まれたようで、
積極的に前に出る事が出来るようになりました。 

リディアでのお子様の出来事・エピソード
発表会やイベントを通じて、☆チームで一丸となる事や達成感、また次への新たな目標が生まれたようです。 

これからリディアに通うか悩んでる方へメッセージをお願いします。
先生方も素晴らしい先生が多く、いつも熱心にご指導して下さいます。また、ジグス に通うお友達は皆年齢に関係無くフレンドリーで、

とても良い雰囲気です。 

リディアへのメッセージ
ンスのレッスンだけでなく、ダンスを通じて子どもの精神的な成長を促したり、いつも楽しいイベントの企画等、

本当にありがとうございます。こちらに来て、子どもの成長や変化を感じています。 

入会の決めては何でしたか？
体験に行ったクラスの雰囲気や三木さんのお人柄で、楽しく通えるイメージが出来て、ここなら安心して通わせられると思いました。 

体験時の不安だったことはありますか？
クラスの雰囲気に馴染んで伸び伸びとレッスンを受けられるかどうかは気になりました。 

09 REDIA  DANCE  ACADEMY 10REDIA  DANCE  ACADEMY



親御さんの声

若い先生も多いのですが、

みなさん本当にダンスが好きで、

子供に一生懸命教えてくれます。

学校でダンスをしている友達がいて、本人からやってみたいと言ってきたので。 

ダンスを始めったきっかけは？

インターネットで調べたところ、ちょうど近くにサテライトがオープンする
時期だった。他のところも体験に行ってみて、本人が選びました。 

リディアを選んだ理由は？

それまで無縁だったため、正直あまり良いイメージをもっていませんでした。 

体験する前のダンススクールのイメージって？

ダンスを習わせてよかった点はありますか？
人前に出ることがすごく苦手だったが、人前でダンスする機会をいただくにつれ、人前に出られるようになりました。 

リディアに通ってお子様に変化はありましたか？
学校以外での友達が増え、楽しみが増えた。年齢に関係なく仲良くしてくれたり、憧れの先生ができたり、いろんな刺激がもらえて世界が広がった。 
大好きな先生のレッスンを毎週楽しみにしています。 洋楽を聞く機会が多く、英語にも興味を持つようになりました。

リディアでのお子様の出来事・エピソード
今までやってきた習い事は、どうしても親が言わないとやらなかったり、習い事の日が憂鬱だったりしていました。
でも、ダンスを始めて、毎朝毎晩自分から練習をするようになり、ダンスを続けたいから他のことも頑張ると言っています。
できないことが努力すればできるようになる、そんな経験を繰り返すことで、自信を持つことができるようになったと思います。
できないからしない、ではなく、できないからやるんだ！と思うようになってくれたことは、これから先の生きる力になるのではないかと
思っています。 

これからリディアに通うか悩んでる方へメッセージをお願いします。
素晴らしい先生方が、本当に丁寧に教えてくださいます。 

ダンスだけでなく、思いっきり楽しむことを教えてくれたり、子供の成長を考えて関わってくださるので、オススメしたいです。 

リディアへのメッセージ
常に子供のことを考え、子供たちに素晴らしい経験をさせてあげたいと、いろんな企画や機会を作ってくださり、感謝しております。

ありがとうございます。 

入会の決めては何でしたか？
体験で、子供が本当に楽しそうで、終わったあと、とてもいい笑顔になっていました。ここに通いたい！と子供の意志も固かったので、

迷わず入会しました。 

体験時の不安だったことはありますか？
ダンスとは縁がなく、すごく難しいのではないかと思っていました。 。 

子供はほんとに、 のびのびと楽しく

通ってると思います！私も相談に乗って

もらえたりして、 丁寧に接して頂いてる

のでリディアに入れて本当に良かったな！

と思いました。。

活発で常に身体を動かしてたからです。 

ダンスを始めったきっかけは？

友達の子供が習っていて話しを聞きいいな！と思ったからです。 

リディアを選んだ理由は？

色んなジャンルがあるので、迷いました。私の場合は友達から、CHIKARA 先生
いいよ！と教えて貰ってたので入りやすかったです。 

体験する前のダンススクールのイメージって？

ダンスを習わせてよかった点はありますか？
音楽に興味を持って、沢山身体を動かし汗だくになって楽しそうにダンスしてる所です！

リディアに通ってお子様に変化はありましたか？
習い事として、しっかり認識するようになりました。習ってる先生や年上のお姉ちゃん、友達に会うのが楽しみになってるようです！ 

リディアでのお子様の出来事・エピソード
まだ習いだして 1 年も経たないんですが、Zepp なんばでの発表会に出た事は凄く心に残っていると思います！ 

あの大きなステージの上でダンスした事は毎日毎日、家でも練習してたのでとてもいい経験になったと思います！ 

これからリディアに通うか悩んでる方へメッセージをお願いします。
最初は不安もあると思いますが、体験を受けてみてどの先生方も皆が楽しく、やる時はやるという感じなので子供を安心して預けれる

と思います！何かあれば質問や相談も聞いてくれるので私はジグスに入れて良かったなと思います。 

入会の決めては何でしたか？
体験の時、初めてなのに直ぐにうちとけて、ダンスを分からないなりに汗だくになって踊ってたのと、やっぱり子供の
『楽しかった、やりたい！』って言葉です。 

体験時の不安だったことはありますか？
体験の時は、全くどんな事をするのかわからないし、先生もどんな先生なのか分からなかったので不安もありました。
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親御さんの声

ダンスはとても楽しく、笑顔に

なれ、自分を表現することができる

素晴らしいものだと思います！

EXILE のライブでダンスをするメンバー、キッズ達を見て、次第にダンスが
したいと言い始めました！！人前で自己主張できる子になって欲しいと思って
いたので、ダンスもいいのでは？と考えていました！！！ 

ダンスを始めったきっかけは？

近所で気軽に通えると思ったのと、EXILE のバックダンサーのチラシに目が
いきました

リディアを選んだ理由は？

ダンスの上手な人しかいないイメージなので、実際は入れるかどうか不安

が先に立ちます！

体験する前のダンススクールのイメージって？

ダンスを習わせてよかった点はありますか？
大好きと思えるものに出会えた事と、内弁慶なところが少しは改善されたかな？と思います！ 

リディアに通ってお子様に変化はありましたか？
曲が流れていると、とにかく体が動いています！！！そして、ダンスを踊っているときは、とにかく楽しそうで人見知りや内弁慶な面が
見えにくくなってきました

リディアでのお子様の出来事・エピソード
初心者で全く踊れないところから始まりましたが、上手な子から沢山の刺激をもらって、とにかく空いてる時間があったら動画を

見ながらダンスを練習していました！！こんなに必死に頑張っているのは、今までで初めてだったかもしれません！ 

これからリディアに通うか悩んでる方へメッセージをお願いします。
このリディアで、たくさんの事を経験させていただいています！！いろんなジャンルのダンスの先生もいらっしゃいますし…

１つの型にこだわらず、いろんな事を学ぶことによって、自分が好きなもの、したい事がより明確になって行くように思います！！！

それをさせていただけるのがジグスだと思います！！！ 

リディアへのメッセージ
いつも、新しいことにチャレンジさせていただき、本当に感謝しています！！ありがとうございます！！子どものあらゆる可能性を

引き出させていただき、親子ともに楽しませていただいています Attachment.png これからも、よろしくお願いいたします！ 

入会の決めては何でしたか？
近所だった事と、先生がとても気さくで楽しくダンスを教えていただき、娘もすぐに入りたいと言ったので、決めました！ 

体験時の不安だったことはありますか？
初めてのことなので、本当についていけるかどうか不安でした！！ 

一番に思いつくことは、

ダンスを楽しんでできることです。 

長く続けていけると思います。

幼稚園のとき、運動会の演目のダンスが楽しかったようで、いつかダンスを
習いたいと思っていました。当時は体操をしていたのですが、お世話になった
先生が変わるのをきっかけにあこがれのダンスを始めました。

ダンスを始めったきっかけは？

家から近い場所にスタジオがあったのと、友達がいたからです。

リディアを選んだ理由は？

ダンスに向いている人が通っているものだと思っていました。

体験する前のダンススクールのイメージって？

ダンスを習わせてよかった点はありますか？
体を動かすことはもちろん、親しい友達ができたり、学校や家庭以外に居場所ができたことがよかったと思います。

リディアに通ってお子様に変化はありましたか？
恥ずかしがりやで内弁慶だったのですが、少しづつ自己主張ができるようになってきました。

リディアでのお子様の出来事・エピソード
外ではいつも不安そうにしていた娘ですが、ダンスで出来ることが増えてくると、自信もついてきて表情が明るくなったように思います。

これからリディアに通うか悩んでる方へメッセージをお願いします。
ジグスでは、ダンスに関わるいろんな経験をさせてもらっています。失敗もありますが、まず挑戦してみないと子供に何が合うのか

わからないと思います。ここでは子供がやってみたい！と思うことを応援できる環境があります。

迷っているのであれば、一度挑戦してみてはいかがでしょうか。

リディアへのメッセージ

入会の決めては何でしたか？
自宅から近いところで本格的なダンスを学べるところです。

体験時の不安だったことはありますか？
とにかく娘は緊張していました。その時はまだ、出来ないことが恥ずかしいと親子ともに考えていました。。

いつもいろんな経験をさせてもらえてありがたく思っています。
子供がダンスを通して自分を表現できることや、これからダンスとどう向き合っていくのか、いろんな先生方を見て学べることが
本当に貴重な経験だと思っています。ありがとうございます。
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あるスポーツインストラクターの方との出会いから専門学校
でエアロビクスダンスを学び、卒業後は講師として後輩の育
成や指導にも携わってきました。当時は、「next of the year
その年活躍したインストラクターとして雑誌に取り上げられ
たこともあります。」として雑誌にご紹介いただいたことも
あります。しかしそれと同時に、私がダンスに目覚めたのが
高校卒業後だったことから、「もっと早くからダンスをやりた
かった」という想いもありました。ダンスには、様々な魅力が
あります。単に汗をかいて気持ちがいいというだけでなく、
自分の感情を表現できるようになったり、一流のダンサーの方からは物事と向かい合うときの心構えなども教えてもらい
ました。子どもたちにも「できるだけ早い段階から、これらのことにふれてほしい」と考えたことが、このダンススクール
を設立した理由です。

入会を考えの方へ

私自身、子どもの頃から身体を動かすのが大好きでした。

なぜリディアがダンススクールが
できたのか。その歴史を学長自ら
が語ってくれます。

リディアダンススクール理念 校長設立の想い

リディアダンススクールの目指す社会

ダンスに育てられて、

今があります。

リディアの歩み

もともとエアロビクスダンスのイベント会社として、2010年
に設立した株式会社ハッピープロジェクトは、その後、ダンス
を通じて子どもたちの成長をサポートするダンススクールの
運営にも事業を拡大。さらに 2018 年には、ダンスを学びなが
ら、あるいはプロのダンサーとして活躍しながら高校卒業の
資格を取得できる、リディアダンス高等学院を開設。
より多くの子どもたちが、安心してダンスを学べる環境を提供しています。私たちが目指しているのは、あくまでも「社会の
あらゆる場面で活躍できる人材を育成すること」であり、ダンスはその手段でしかありません。その上で、本当にダンスの
プロを目指したい人に対しては、定期的にプロダンスチームのオーディションに参加する機会もあるなど、バックアップも
惜しみません（実際、当ダンススクールの生徒で、小学生のときからプロダンスチームの一員として、大きなステージに立っ
ている人もいます）。

ダンスを通じて、

一人ひとりの夢の実現を

サポート

2012 年から中学校の体育の授業で、ダンスが必須となりまし
た。文部科学省が作成した学習指導要領にもあるように、ダン
スには感情を身体の動きで表現する技術が身につくだけで
なく、仲間と一緒に踊る楽しさや喜びを味わうことができる
など、教育という観点からみても様々な利点があります。
リディアダンスアカデミーのリディアとは、re（繰り返す）
と ideal（理想）を組み合わせた造語です。私たちには、「ダンスを通じて表現力を磨くことが、豊かな人間性を育む」という
確信があり、その理想を繰り返すことが子どもたちの情操教育にもつながっていくと考えています。そのため当ダンスス
クールの講師陣にも、国内外のダンスコンテストで優勝や入賞の経験がある方が多く在籍しており、子どものうちから
一流の技術と取り組み姿勢などを学ぶことができる環境を整えています。

ダンスを通じて表現力を磨き、

未来社会で活躍できる人材を

大切に育てる

2011年 : 株式会社ハッピープロジェクト設立

2011年12月 : 守口校

2013年 7月 : 箕面校開校

2014年 7月 : 坊島校開校

2016年 5月 : 彩都西校、桜井校開校

2017年10月 : あべの校・昭和町駅前校開校

2017年11月 : 平野校開校

2018年 4月 : リディアダンス高等学院設立

2018年 2月 : 石山校出店

2018年 4月: 南草津校・守山校開校

2018年 7月 : リディアダンスアカデミーに名称変更

2018年11月 : 茨木校・高槻校開校

2018年12月 : 一般社団法人日本ダンス協会設立

15 REDIA  DANCE  ACADEMY 16REDIA  DANCE  ACADEMY



１．F i tpay を検索

4．お子様の情報を登録

ご使用のブラウザから「Fitpay.jp」と
検索して②の画面まで進んでください。

右記の画面へ進みお子様の情報を登録します。

5．通うスタジオを選択

登録完了したら最初の画面に戻るので、ここから
ご自身が通われているスタジオのページをクリック

6．申し込みボタンをクリック

右下の「入会お申込み」ボタンをクリック

7．申し込み内容を入力

右の画面から入力をお願いします。
a. 担当トレーナーは通われている先生を選択お願い
　します。
複数通われてる方は決まっていないを選んでください。

b. プランは現在のプラン（月 4 回月 8 回等）を選択
　お願いします。
その他はそのまま入力お願いします。

下の方に顔写真を入力するところが
ありますが、顔写真はお子様の写真をお願いします。

最後に登録を押していただければ完了です。
登録いただいたメールアドレスとパスワードをメモお願いします。

クレジット支払に変更される場合は、LINE にて希望
の旨とお電話番号を記入頂きメッセージください。
こちらからお電話させていただきます。

2．登録画面へ進む

画面右上の登録ボタンをクリック

◀QRコードからアクセス
　したい方はコチラ

Fitpay. jpで検索

登録をクリック

入会お申込みをクリック

3．ユーザー登録を行う

メールアドレスとお好きなパスワード 8 文字
以上を入力後→登録
＊兄弟・姉妹の場合は、一名づつの登録をお願
    いします。

FITPAY 複数登録の場合

兄弟など同じメールアドレスで登録したい場合は以下をお使いください。
Gmail であれば 1 つのメールアドレスで複数のアドレスを利用できます。
例えば・・・
miki@gmail.com の場合は、
miki+1@gmail.com  /  miki+2@gmail.com
という具合で、最後に＋1　＋2 と追加していくとアドレスは異なるものとして認識されますが、送受信は同
じ一つのアドレスで管理できます。よって、ご兄弟がいる方が同じアドレスで FitPay を登録しようとした場合
上記のような形でアドレスを使い分けてください。注意点としては、ログインの際は＋1 を使っている場合は
＋１を入力しないとログインできませんのでお気をつけください。

登録したアドレスにメールが
届くので「メールアドレスを
承認」をクリック

入会までの流れ
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１．グループレッスンを選択 3. 予約完了

フィットペイをご利用のプラウザから「fitpay.jp」
と検索してマイページまで進んでください。

右上の 3 本線をクリックしてグループレッスン
を選択。

予約完了です。

クリック

2．希望クラスを選択

希望したいレッスン日・コースを選択して
ください。

「選択後、一番下の予約する」ボタンをクリック

グループレッスンを選択

キャンセル方法

レッスン開始の 15 分前までレッスンのキャンセル可能です。

画面一番下の「予約する」
ボタンをクリック

希望コースを選択

注意事項
レッスンのご予約は前日の 21 時までにお願いします。
前日の 21 時の時点で 1 名もご予約がない場合はレッスン
がクローズになります。

①ご利用のプラウザから
　「fitpay.jp」と検索して
　マイページまで進んで
　ください。

②キャンセルするレッスン
　を選択

③キャンセルするボタンを
　クリック

④ OKを選択

レッスン申し込みの流れ
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入会前にお子様・保護者の方の不安を解消します。
体験したけど、もっとスタジオの事を知りたいどの
クラスが一番子どもにむいてるんだろうなど、ご自宅
からスマートフォンを使って簡単にご相談いただけま
す。あなたとリディアが「友だちに」になり、いつで
もコミュニケーションが可能です。お子様の性格・親
御さまのお子さまにどうなってほしいのか！をヒアリ
ングさせていただき、お子さまに最適のクラス・教室
をご提案させていただきます。
入会前に不安を解消して子どもに合うクラスを一緒に
みつけましょう。

ボタン１つで、相談できる!

登録は簡単、 QRコードかID検索で

登録はコチラから

リディアのアカウントの「友だち」

登録は友だち追加で「@rmb0782u」と

検索するか、左のQRコードを読み込む

ことで簡単にできます。

入会手続き・チケットの管理・スケ

ジュールの確認等はすべて fitpay に

て行います。入会には必ずご登録が

必要になります。

FC大阪・大阪エヴェッサ、地域の祭

り等の出演情報や募集要項のご案内

になります。

リディアではお客さまの目的に合わ

せてダンスを楽しめるように、月に

決まった数のレッスンを受けれる月

会員プランと、受け放題プランをご

用意しております。

各スタジオの詳細をこちらより確認
いただけます。リディアでは全校チ
ケットが共通になりますのでお好き
なスクールのレッスンに通っていた
だけます。

年に 1回、ZEPPなんばにて発表会を

開催している発表会の詳細のご案内

ページになります。

リディアには実績豊富な講師が多数

在籍しております。

講師のご紹介はこちらからご覧くだ

さい。

「友だち」登録が完了したら、すぐに相談を開始することができます。時間を気にすることなく、あなたのお好きなタイミングでどうぞ。

このような相談を受け付けています。

お気軽にお問合せください。

全くの未経験なんですが大丈夫ですか？

ダンスのジャンルが解らないのですが、どのレッスンから受ければ良いですか？

うちの子ども内気なんですが、大丈夫でしょうか？

ダンスを習って人前で自分を表現できる子どもに育てたいのですがどのクラスが向いていますか？

ダンススクールは独特の雰囲気がありそうで、誰かと一緒に入会しないと、結局溶け込めずいけな
くなってしまう気がします。一人で大丈夫ですか？

入会前にはたくさんの不安と楽しみがあると思います。

リディアでは、たくさんのクラスを準備しているので

お子様の性格にあったクラス・親御様のなってほしい子どもの将来像などをヒアリングさせて

いただきその子にあったクラスをご提案いたします。

「LINE で無料相談」では、どのような質問・相談に対しても親身な回答をいたします。

お気軽にお問合せください。

各種ご案内

よくあるご質問

fitpayの登録方法 各スタジオの案内

会費について

イベント情報

講師紹介

発表会のお知らせ

Q

Q.

＆

A.

A

L I N E で の

お問い合わせについて

リディアのアカウントを「友だち」登録して

すぐに相談を開始することができます。

時間を気にすることなく、あなたのお好きな時にどうぞ。

L INE で簡単に相談 ! !

お気軽にお問い合わせ

いただけます。

もっと詳しく当スクールについて知りたい！

という方は以下のＱＲコードから、ＷＥＢサイトでご確認いただけます。

リディアについての疑問にお答えします！

体験はどのクラスでも参加できますか？

2 回目以降は 1 レッスン 1080 円の体験料で一通りのクラスを受講
いただけます。
但し、同じクラスの体験は 2 回体験する事はできません。

2 回目以降も体験は可能ですか？

チケットはその月内で利用しないといけないですか？

チケットの使用状況も fitpay 上のマイページにて確認いただけます。

チケットは 2ヵ月間繰り越しが可能になります。

入会するにはどうすればよいですか？

入会手続きは事務局本部にて一括しておこなっておりますので、本部事
務局までお電話又はお問合せフォームからお問合せをお願いします。
基本はお電話でのご案内になりますが、店頭で直接ご入会をご希望さ
れる方はご予約をお願い致します。

基本はお電話でのご案内になります

月の途中でも入会できますか？

途中入会をご希望される方は事務局本部までお問い合わせいただけれ
ばその都度ご案内させていただきます。

月の途中でもご入会いただけます。

振替はありますか？

 ご希望される回数をお好きな対象クラスで消化いただきます。
希望されるクラスを fitpay 上でご予約いただき、レッスンに参加いただ
きます。

リディアでは振替という概念はございません。

休会は出来ますか？

夏休み等、一ヶ月お休みされる事が予め決まっている場合は、退会せず
に休会費 2,160 円でお休み出来ます。 休会は最長二ヶ月となります。
クレジット決済の方は手数料なく休会いただけます。
怪我や突発的なことがあれば臨機応変に対応させていただきますので、
事務局本部までお気軽にお問合せください。

可能です。

Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.
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