
2023年1月～個人練習新料金表

店舗 1名/h 2名/h

登戸店 ¥880 ¥1,540

宮前平店 ¥880 ¥1,540

本厚木店 ¥770 ¥1,430

横浜西口店 ¥880 ¥1,540

横浜北口店 ¥880 ¥1,540

町田店 ¥770 ¥1,430

※上記変更に伴い、個人練習回数カード2名用の販売価格も1月より変更となります。

　登戸/宮前平/横浜西北→¥15,400（12ｈ分）　本厚木/町田→￥14,300（12ｈ分）



2023年1月～　新料金表【登戸店】　

モーニングパック

平日18:00〜6:00 平日10:00〜13:00 平日 土日祝日
土日 終日 3HP 3HP 5HP 4HP 5HP 6HP 10:00〜6:00 9:00〜6:00

Ast 20帖 ¥3,190 ¥3,740 ¥7,590 ¥8,140 ¥12,650 ¥14,190 ¥17,710 ¥20,240 ¥40,700 ¥49,500
Bst 12帖 ¥2,310 ¥2,860 ¥5,610 ¥5,830 ¥9,130 ¥10,780 ¥13,530 ¥15,510 ¥30,800 ¥37,950
Cst 10帖 ¥2,090 ¥2,640 ¥4,950 ¥5,280 ¥8,250 ¥10,010 ¥12,540 ¥14,300 ¥28,050 ¥34,650
Dst 10帖 ¥2,090 ¥2,640 ¥4,950 ¥5,280 ¥8,250 ¥10,010 ¥12,540 ¥14,300 ¥28,050 ¥34,650

平日18:30〜6:30 平日10:30〜13:30 平日 土日祝日
平日10:30〜18:30 土日 終日 3HP 3HP 5HP 4HP 5HP 6HP 10:30〜6:30 9:30〜6:30

Est 15帖 ¥2,640 ¥3,190 ¥6,270 ¥6,710 ¥10,450 ¥12,100 ¥15,070 ¥17,270 ¥34,540 ¥41,800
Fst 15帖 ¥2,640 ¥3,190 ¥6,270 ¥6,710 ¥10,450 ¥12,100 ¥15,070 ¥17,270 ¥34,540 ¥41,800

デイパック ナイトパック ロックアウト

平日10:00〜18:00
平日10:00〜18:00 23:00〜6:00

平日10:30〜18:30 23:30〜6:30



2023年1月～　新料金表【宮前平店】　

モーニングパック

平日18:00〜6:00 平日10:00〜13:00 平日 土日祝日
土日 終日 3HP 3HP 5HP 4HP 5HP 6HP 10:00〜6:00 9:00〜6:00

Ast 26帖 ¥3,520 ¥4,070 ¥8,360 ¥9,130 ¥14,080 ¥14,850 ¥18,590 ¥22,000 ¥45,000 ¥55,000
Bst 15帖 ¥2,860 ¥3,410 ¥6,930 ¥7,590 ¥11,770 ¥12,540 ¥15,620 ¥18,480 ¥37,500 ¥46,000
Cst 10帖 ¥2,090 ¥2,640 ¥4,950 ¥5,500 ¥9,350 ¥9,680 ¥12,100 ¥14,300 ¥29,000 ¥35,500
Dst 10帖 ¥2,090 ¥2,640 ¥4,950 ¥5,500 ¥9,350 ¥9,680 ¥12,100 ¥14,300 ¥29,000 ¥35,500
Est 10帖 ¥2,090 ¥2,640 ¥4,950 ¥5,500 ¥9,350 ¥9,680 ¥12,100 ¥14,300 ¥29,000 ¥35,500
Sst 20帖 ¥3,300 ¥3,850 ¥7,920 ¥8,580 ¥13,200 ¥14,080 ¥17,600 ¥20,900 ¥42,500 ¥51,600

平日18:30〜6:30 平日10:30〜13:30 平日 土日祝日
平日10:30〜18:30 土日 終日 3HP 3HP 5HP 4HP 5HP 6HP 10:30〜6:30 9:30〜6:30

Fst 15帖 ¥2,860 ¥3,410 ¥6,930 ¥7,590 ¥11,770 ¥12,540 ¥15,620 ¥18,480 ¥37,500 ¥46,000
Gst 10帖 ¥2,090 ¥2,640 ¥4,950 ¥5,500 ¥9,350 ¥9,680 ¥12,100 ¥14,300 ¥29,000 ¥35,500
Hst 12帖 ¥2,640 ¥3,190 ¥6,270 ¥6,930 ¥10,780 ¥11,660 ¥14,630 ¥17,380 ¥35,000 ¥42,900

平日18:00〜6:00 平日10:00〜13:00 平日 土日祝日
土日 終日 3HP 3HP 5HP 4HP 5HP 6HP 10:00〜6:00 9:00〜6:00

ダンスAst 60帖 ¥3,520 ¥4,070 ¥8,360 ¥9,130 ¥14,080 ¥14,850 ¥18,590 ¥22,000 ¥45,000 ¥55,000
ダンスBst 45帖 ¥2,860 ¥3,410 ¥6,930 ¥7,590 ¥11,770 ¥12,540 ¥15,620 ¥18,480 ¥37,500 ¥46,000

平日10:00〜18:00
平日10:00〜18:00 23:00〜6:00

平日10:30〜18:30 23:30〜6:30

デイパック ナイトパック ロックアウト

平日10:00〜18:00
平日10:00〜18:00 23:00〜6:00



2023年1月～　新料金表【本厚木店】　

モーニングパック

平日18:00〜6:00 平日10:00〜13:00 平日 土日祝日
土日 終日 3HP 3HP 5HP 4HP 5HP 6HP 10:00〜6:00 9:00〜6:00

Ast 20帖 ¥3,300 ¥3,850 ¥7,370 ¥8,360 ¥13,200 ¥14,300 ¥17,820 ¥20,900 ¥41,800 ¥50,600
Bst 15帖 ¥2,970 ¥3,520 ¥6,600 ¥7,480 ¥11,880 ¥13,200 ¥16,500 ¥19,140 ¥37,950 ¥46,200
Cst 11帖 ¥2,200 ¥2,750 ¥4,950 ¥5,610 ¥8,800 ¥10,450 ¥12,870 ¥14,960 ¥29,150 ¥36,300
Dst 11帖 ¥2,200 ¥2,750 ¥4,950 ¥5,610 ¥8,800 ¥10,450 ¥12,870 ¥14,960 ¥29,150 ¥36,300

平日18:30〜6:30 平日10:30〜13:30 平日 土日祝日
平日10:30〜18:30 土日 終日 3HP 3HP 5HP 4HP 5HP 6HP 10:30〜6:30 9:30〜6:30

Est 13帖 ¥2,530 ¥3,080 ¥5,610 ¥6,380 ¥9,900 ¥11,660 ¥14,410 ¥16,720 ¥32,450 ¥40,700
Fst 10帖 ¥1,980 ¥2,530 ¥4,400 ¥4,950 ¥7,920 ¥9,680 ¥11,880 ¥13,750 ¥26,400 ¥33,000

デイパック ナイトパック ロックアウト

平日10:00〜18:00
平日10:00〜18:00 23:00〜6:00

平日10:30〜18:30 23:30〜6:30



2023年1月～　新料金表【横浜西口店】　

モーニングパック

平日18:00〜6:00 平日10:00〜13:00 平日 土日祝日
土日 終日 3HP 3HP 5HP 5HP 6HP 10:00〜6:00 9:00〜6:00

Ast 21帖 ¥3,300 ¥3,850 ¥7,920 ¥8,580 ¥13,200 ¥15,950 ¥18,590 ¥44,000 ¥53,400
Bst 20帖 ¥3,190 ¥3,740 ¥7,700 ¥8,140 ¥12,650 ¥15,400 ¥17,930 ¥42,500 ¥51,800
Cst 13帖 ¥2,420 ¥2,970 ¥5,720 ¥6,160 ¥9,680 ¥12,100 ¥14,200 ¥33,200 ¥41,100

平日18:15〜6:15 平日10:15〜13:15 平日 土日祝日
土日 終日 3HP 3HP 5HP 5HP 6HP 10:30〜6:30 9:30〜6:30

Dst 14帖 ¥2,530 ¥3,080 ¥6,050 ¥6,600 ¥10,120 ¥12,650 ¥14,800 ¥34,600 ¥42,700
Est 12帖 ¥2,310 ¥2,860 ¥5,500 ¥5,940 ¥9,240 ¥11,880 ¥13,750 ¥31,950 ¥39,650
Fst 10帖 ¥2,090 ¥2,640 ¥4,950 ¥5,280 ¥8,360 ¥11,000 ¥12,650 ¥29,250 ¥36,500

平日18:30〜6:30 平日10:30〜13:30 平日 土日祝日
土日 終日 3HP 3HP 5HP 5HP 6HP 10:30〜6:30 9:30〜6:30

Gst 13帖 ¥2,420 ¥2,970 ¥5,720 ¥6,160 ¥9,680 ¥12,100 ¥14,200 ¥33,200 ¥41,100
Hst 12帖 ¥2,310 ¥2,860 ¥5,500 ¥5,940 ¥9,240 ¥11,880 ¥13,750 ¥31,950 ¥39,650
Ist 12帖 ¥2,310 ¥2,860 ¥5,500 ¥5,940 ¥9,240 ¥11,880 ¥13,750 ¥31,950 ¥39,650

平日10:15〜18:15

平日10:30〜18:30

デイパック ナイトパック ロックアウト
平日10:00〜18:00 23:00〜6:00

平日10:15〜18:15 23:15〜6:15

平日10:30〜18:30 23:30〜6:30

平日10:00〜18:00



2023年1月～　新料金表【横浜北口店】　

モーニングパック

平日18:00〜6:00 平日10:00〜13:00 平日 土日祝日
土日 終日 3HP 3HP 5HP 5HP 6HP 10:00〜6:00 9:00〜6:00

Est 20帖 ¥3,190 ¥3,740 ¥7,700 ¥8,140 ¥12,650 ¥15,400 ¥17,930 ¥42,500 ¥51,800
Fst 15帖 ¥2,640 ¥3,190 ¥6,270 ¥6,710 ¥10,450 ¥13,200 ¥15,400 ¥35,800 ¥44,200
Jst 13帖 ¥2,420 ¥2,970 ¥5,720 ¥6,160 ¥9,680 ¥12,100 ¥14,200 ¥33,200 ¥41,100
Kst 18帖 ¥2,970 ¥3,520 ¥7,040 ¥7,590 ¥11,880 ¥14,520 ¥16,830 ¥39,800 ¥48,700

平日18:15〜6:15 平日10:15〜13:15 平日 土日祝日
土日 終日 3HP 3HP 5HP 5HP 6HP 10:30〜6:30 9:30〜6:30

Bst 11帖 ¥2,200 ¥2,750 ¥5,280 ¥5,610 ¥8,800 ¥11,440 ¥13,200 ¥30,600 ¥38,100
Cst 10帖 ¥2,090 ¥2,640 ¥4,950 ¥5,280 ¥8,360 ¥11,000 ¥12,650 ¥29,250 ¥36,500
Dst 10帖 ¥2,090 ¥2,640 ¥4,950 ¥5,280 ¥8,360 ¥11,000 ¥12,650 ¥29,250 ¥36,500

平日18:30〜6:30 平日10:30〜13:30 平日 土日祝日
土日 終日 3HP 3HP 5HP 5HP 6HP 10:30〜6:30 9:30〜6:30

Ast 18帖 ¥2,970 ¥3,520 ¥7,040 ¥7,590 ¥11,880 ¥14,520 ¥16,830 ¥39,800 ¥48,700
Gst 15帖 ¥2,640 ¥3,190 ¥6,270 ¥6,710 ¥10,450 ¥13,200 ¥15,400 ¥35,800 ¥44,200
Hst 11帖 ¥2,200 ¥2,750 ¥5,280 ¥5,610 ¥8,800 ¥11,440 ¥13,200 ¥30,600 ¥38,100
Ist 10帖 ¥2,090 ¥2,640 ¥4,950 ¥5,280 ¥8,360 ¥11,000 ¥12,650 ¥29,250 ¥36,500

平日10:30〜18:30 23:30〜6:30

平日10:15〜18:15

平日10:30〜18:30

平日10:00〜18:00

デイパック ナイトパック ロックアウト
平日10:00〜18:00 23:00〜6:00

平日10:15〜18:15 23:15〜6:15



2023年1月～　新料金表【町田店】　

モーニングパック

平日18:00〜6:00 平日10:00〜13:00 平日 土日祝日
土日 終日 3HP 3HP 5HP 5HP 6HP 10:00〜6:00 9:00〜6:00

Ast 26帖 ¥3,520 ¥4,070 ¥8,360 ¥8,910 ¥13,970 ¥18,370 ¥21,120 ¥44,000 ¥57,200
Bst 13帖 ¥2,310 ¥2,860 ¥5,500 ¥5,830 ¥9,020 ¥12,870 ¥14,850 ¥30,800 ¥40,700
Cst 11帖 ¥2,200 ¥2,750 ¥5,060 ¥5,500 ¥8,580 ¥12,320 ¥14,300 ¥28,600 ¥38,500
Dst 15帖 ¥2,640 ¥3,190 ¥6,160 ¥6,600 ¥10,230 ¥14,300 ¥16,390 ¥34,500 ¥45,100

平日18:30〜6:30 平日10:30〜13:30 平日 土日祝日
平日10:30〜18:30 土日 終日 3HP 3HP 5HP 5HP 6HP 10:30〜6:30 9:30〜6:30

Est 10帖 ¥2,090 ¥2,640 ¥4,950 ¥5,280 ¥8,140 ¥11,880 ¥13,750 ¥27,500 ¥36,300
Fst 10帖 ¥2,090 ¥2,640 ¥4,950 ¥5,280 ¥8,140 ¥11,880 ¥13,750 ¥27,500 ¥36,300
Gst 15帖 ¥2,640 ¥3,190 ¥6,160 ¥6,600 ¥10,230 ¥14,300 ¥16,390 ¥34,500 ¥45,100

平日18:15〜6:15 平日10:15〜13:15 平日 土日祝日
平日10:15〜18:15 土日 終日 3HP 3HP 5HP 5HP 6HP 10:30〜6:30 9:30〜6:30

Hst 13帖 ¥2,310 ¥2,860 ¥5,500 ¥5,830 ¥9,020 ¥12,870 ¥14,850 ¥30,800 ¥40,700
Ist 10帖 ¥2,090 ¥2,640 ¥4,950 ¥5,280 ¥8,140 ¥11,880 ¥13,750 ¥27,500 ¥36,300

ロックアウト

平日10:00〜18:00
平日10:00〜18:00 23:00〜6:00

平日10:15〜18:15 23:15〜6:15

平日10:30〜18:30 23:30〜6:30

デイパック ナイトパック
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