
きょうだい割引

お友達紹介割引
きょうだい割引

お友達紹介割引

詳しくは裏面
に！

【ワークショップ】ラペル体験▼アクション入門・初級▼

キッズフィジカル

キッズアクション

キッズダンス

ジュニア体操

はじめての KPOP ダンス

はじめてのジャズダンス

はじめてのタップダンス

アクション入門

目指せ！バク転

年中〜小６

年中〜小６

年中〜小６

小学生※

小５以上

小５以上

中学生以上

中学生以上

中学生以上

※ジュニア体操…講師が認定した場合

年中・年長も参加可能

予
約
受
付
中

アクションパーク大阪 検索

体験レッスン実施中！
⬅ 裏面のスケジュールへ

レンタルスタジオ

参加費１,０００円（税込）

体験当日の入会で,入会金１,０００円（税込）が無料！

弁
天
町

弁天町

大
阪
環
状
線

大
阪
環
状
線・大阪ベイタワー・大阪ベイタワー

・コーナン・コーナン

・
みなと中央病院

・
みなと中央病院・港区民センター・港区民センター

南口南口

西西改札
①出口

西西改札
①出口

https://www.actionpark.jp/
公式 Twitter、Instagram、YouTubeもチェック！

●〒５５２-０００７ 大阪府大阪市港区弁天２-２-９　●e-mail　info@actionpark.jp
●営業時間　１０:００〜２１:３０（水曜日を除く）施設の利用状況により時間を変更する場合があります

●休館日　毎週水曜日／第５週　●電話番号　０９０−９２１２−１５８９

●アクセス　JR 大阪環状線「弁天町」駅 南口から徒歩５分

大阪メトロ中央線「弁天町」駅 西改札２番出口から徒歩５分

１時間　２,０００円（税込）〜

●１時間以上１５分単位でのご予約が可能です

●リギング使用は下記料金が加算されます

リギング使用１時間　＋３,０００円（税込）

○詳しくは公式 WEB サイトをご確認ください 【公式】 ▼

Twitter
【公式】　　 ▼

Instagram

参加費参加費

年
中
〜
小
６

■月会費コース

■週一コース / 曜日固定

指定曜日のキッズ向けクラス（月４回）とキッズフィジカル検定に参加できます

指定曜日にお休みをする場合、同月の他の曜日へ振替が可能です

■都度コース /１レッスン

１５,０００円（税込）

８,５００円（税込）

２,０００円（税込）

月会費ですべてのキッズ向けクラスが受け放題！

（ジュニア体操のみ条件あり、小５〜はダンスクラスも受講可）

■

■

■

■

月会費コース

週一コース / 土曜のみ（振替不可）

週一コース / 日曜・月曜（振替不可）

都度コース /１レッスン

大阪市塾代助成事業に参画しています（大阪市内在住の中学生対象）

１６,０００円（税込）

１２,０００円（税込）

８,０００円（税込）

２,５００円（税込）

月会費ですべてのアクション・バク転・ダンスクラスが受け放題！

中
学
生
以
上

ダ
ン
ス
ク
ラ
ス
含
む

■

■

■

月会費コース

週一コース / 曜日固定（振替不可）

都度コース /１レッスン

大阪市塾代助成事業に参画しています（大阪市内在住の中学生対象）

１５,０００円（税込）

８,０００円（税込）

２,５００円（税込）

月会費ですべてのアクション・バク転クラスが受け放題！

中
学
生
以
上

ア
ク
シ
ョ
ン
・
バ
ク
転
の
み

レッスン

スケジュールは

裏面を
ご確認ください！

入会の流れ
1レッスン　１,０００円（税込）

開始時刻の１０分前までに

施設へお越しください

入会金　１,０００円（税込）

体験当日の入会登録で入会金無料！
スポーツ安全保険　こども８００円,おとな１,８５０円

（スポーツ安全保険は任意加入です）

① ② ③
ご自身のライフスタイルにあった

コースをお選びください！

（月毎のコース変更も可能です）

体験 ＜予約不要＞体験 ＜予約不要＞ 入会登録入会登録 コースを選択コースを選択

豊富なレッスンプログラム楽しく通える！
初心者

歓迎



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 日曜日金曜日 土曜日

２月スケジュール

月間スケジュール

●２/１４、１６、２１は一部レッスンで成果発表会の通し練習を

　行います　通常レッスンとは異なりますのでご注意ください

●レッスン開始時刻の１５分〜５分前に施設へお越しください

●スケジュールは施設の都合で変更・中止となる場合があります

　公式 SNS 等で最新の情報をご確認ください

●２/２３は成果発表会実施につき通常レッスンはおやすみ

　です

●通常レッスンは事前予約不要です

●各レッスンの定員は１５名です

●9/27は おやすみ です

曜日ごとのスケジュール

施設からのご案内

●動きやすい服（更衣室完備）　●室内履き　●タオル　●飲み物　●参加費レッスンに参加する際の持ち物

ワークショップ等のご案内

＊いくらサーカスのレッスンに参加ご希望の方は「いくらサーカス」公式WEB サイトをご確認ください

＊毎週水曜日はアクションパーク大阪のレッスンはありません

いくら

サーカス

キッズフィジカル

１１:００〜１１:５０

まりな

年中〜小６

キッズアクション

１２:００〜１２:５０

chewie

年中〜小６

キッズフィジカル
１１:００〜１１:５０

たむっちょ
★２/２６はキッズフィジカル検定

年中〜小６

キッズアクション
１２:００〜１２:５０

たむっちょ

年中〜小６

いくらサーカス

いくらサーカス

アクション入門

１４:００〜１５:３０

chewie

中学生以上

アクション入門
１５:３０〜１７:００

たむっちょ

中学生以上

目指せ！バク転

１９:１５〜２０:４５

chewie

中学生以上

はじめての KPOP

１７:３０〜１９:００

NoN

小５以上

小５以上 中学生以上

キッズフィジカル
１６:００〜１６:５０

まよ
★２/２３はおやすみです

年中〜小４

キッズダンス

１６:００〜１６:５０

NoN

年中〜小６

キッズフィジカル

１７:００〜１７:５０

まりな

キッズフィジカルトレーニング
１８:００〜１８:５０
chewie ／よっしー他

★２/２３はおやすみです

小学生 ※講師認定の年中〜

キッズフィジカル

１６:００〜１６:５０

まよ

年中〜小４

年中〜小６ 年中〜小６

キッズフィジカル

１６:３０〜１７:２０

たむっちょ／ chewie 他

年中〜小６

第１・４週 /キッズアクション

第２・３週 /発表会練習

１７:３０〜１８:２０
たむっちょ／ chewie 他

年中〜小６

キッズフィジカル

１６:００〜１６:５０

まよ

年中〜小４

年中〜小６

レンタルスタジオ

１７:３０〜２１:３０

■フロアのみ利用

　1 時間２,０００円税込

■リギング利用

　1 時間５,０００円税込

・１時間以上１５分単位での

　ご予約が可能です

・ご予約は専用フォームから

レンタルスタジオ

１０:００〜１５:３０

■フロアのみ利用

　1 時間２,０００円税込

■リギング利用

　1 時間５,０００円税込

・１時間以上１５分単位での

　ご予約が可能です

・ご予約は専用フォームから

レンタルスタジオ

１０:００〜１５:３０

■フロアのみ利用

　1 時間２,０００円税込

■リギング利用

　1 時間５,０００円税込

・１時間以上１５分単位での

　ご予約が可能です

・ご予約は専用フォームから

レンタルスタジオ

１０:００〜１５:３０

■フロアのみ利用

　1 時間２,０００円税込

■リギング利用

　1 時間５,０００円税込

・１時間以上１５分単位での

　ご予約が可能です

・ご予約は専用フォームから

レンタルスタジオ

１９:４５〜２１:３０
・１時間以上１５分単位での

　ご予約が可能です

・ご予約は専用フォームから

レンタルスタジオ

１９:３０〜２１:３０
・１時間以上１５分単位での

ご予約が可能です

・ご予約は専用フォームから

レンタルスタジオ

１９:３０〜２１:３０
・１時間以上１５分単位での

ご予約が可能です

・ご予約は専用フォームから

毎月一回のキッズフィジカル検定で毎日の練習成果をテストします！

自分だけの専用ノートに今月の成果を記録しよう！次回は２/２６（日）です

きょうだい割引・お友達紹介割引

キッズフィジカル検定って？

❺きょうだい・家族のうちお一人が月会費コース、もう一人が都度コース

→都度コース会計時に一回５００円割引（複数回利用可能）

❻紹介したお友達・きょうだい・家族が体験レッスンに参加後に入会した

→会員種別に関係なく、次回会計時に使える５００円割引券を

　双方へプレゼント！（利用期限：３ヶ月、他割引との併用可）

❶きょうだい・家族で月会費コース→同時会計で一人あたり２,０００円割引

❷きょうだい・家族で週一コース　→同時会計で一人あたり１,０００円割引

❸きょうだい・家族のうちお一人が月会費コース、もう一人が週一コース

　→同時会計で一人あたり１,０００円割引

❹きょうだい・家族お二人以上で都度コース→同時会計で一人あたり５００円割引

❶きょうだい・家族で月会費コース→同時会計で一人あたり２,０００円割引

❷きょうだい・家族で週一コース　→同時会計で一人あたり１,０００円割引

❸きょうだい・家族のうちお一人が月会費コース、もう一人が週一コース

　→同時会計で一人あたり１,０００円割引

❹きょうだい・家族お二人以上で都度コース→同時会計で一人あたり５００円割引

表示価格は全て税込です

都合により予告なく内容の変更となる場合があります　ご了承ください

アクションパークは合同会社ショービズの登録商標です ©2022 SHOWBIZ.LLC

きょうだい・家族・お友達と一緒に通いたい方へ、大変お得な割引をご用意しています！

何度でも
利用できる！

お得な割引もあります！

❺きょうだい・家族のうちお一人が月会費コース、もう一人が都度コース

→都度コース会計時に一回５００円割引（複数回利用可能）

❻紹介したお友達・きょうだい・家族が体験レッスンに参加後に入会した

→会員種別に関係なく、次回会計時に使える５００円割引券を

　双方へプレゼント！（利用期限：３ヶ月、他割引との併用可）

あくしょんぱーく

レンタルスタジオ

１０:００〜１５:３０

■フロアのみ利用

　1 時間２,０００円税込

■リギング利用

　1 時間５,０００円税込

・１時間以上１５分単位での

　ご予約が可能です

・ご予約は専用フォームから

ジュニア体操

１８:００〜１９:２０

chewie

小学生 ※講師認定の年中〜

ジャズジャズ タップタップ

第１・３週/はじめてのジャズダンス

第２・４週 /はじめてのタップダンス

１８:００〜１９:２０
みっちー

第１・３週 /キッズダンス

第２・４週 /キッズタップダンス

１７:００〜１７:５０
みっちー

２/１３、２/２７（月）１７:００〜１７:５０

キッズタップダンス

２/１３、２/２７（月）１８:００〜１９:２０

はじめてのタップダンス

タップダンス／レンタルシューズ代別途有料５００円税込

年中〜小６

中学生以上

レンタルシューズ要予約

レンタルシューズ要予約

２/２６（日）１１:００〜１１:５０

キッズフィジカル検定

２/２３（祝・木）　１４：００〜１６：００

Performance Festa vol.5
場所：港近隣センター　観覧無料

成果発表会！日頃の練習の成果をご家族やご

友人の前で披露しよう！（通常レッスンはおやすみです）

年中〜小６

●

●

※

●

●

第１・２週 /キッズアクション

第３週 /発表会練習

１７:００〜１７:５０
chewie ／よっしー他

★２/２３は
　　　おやすみです
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