
ハーモニー サロンスケジュール2018 

・（木）（金）午後12時30分～3時30分 
（木）通常￥2000、★はイベント：前売￥2000、当日￥2500 
（金）通常￥1800、★は当日￥2000 
・（日）イベント 午後1時～4時 
前売￥2500又は￥3000（イベントにより）、当日￥５００増 
 

 

1月 木曜 金曜 日曜 

第1週 ４（休み） ５（鈴村・渡久地） 

第2週 11（山田・佐藤・渡久地） 12（柿沼・渡久地） 

第3週 18（高橋成・大島・渡久地） 19（鈴村・渡久地） 

第4週 ★25（山田・風間・渡久地） 26（安本・渡久地） ★28（風間・平野・ 
石橋・高橋匠） 

2月 木曜 金曜 日曜 

第1週 １（大島・佐藤・渡久地） ★２（柿沼・竜崎・渡久地） 

第2週 ８（高橋成・菅野・渡久地） ★９（鈴村・伊藤・渡久地） ★11（平野・坂口・ 
石橋・安本） 

第3週 ★15（山田・井上・佐藤・ 
渡久地） 

16（柿沼・渡久地） 

第4週 22（山田・大島・渡久地） ★23（安本・鈴村・渡久地） 



ハーモニー サロンスケジュール2018 

・（木）（金）午後12時30分～3時30分 
（木）通常￥2000 
★★3月1（木）前売￥2500（当日￥3000） 
★イベント 前売￥2000（当日￥2500） 
♥完全予約人数限定イベント（詳細は受付まで） 
（金）通常￥1800、★は当日￥2000 
 

 

2月 木曜 金曜 日曜 

第1週 １（大島・佐藤・渡久地） ★２（柿沼・竜崎・渡久地） 

第2週 ８（高橋成・菅野・渡久地） ★９（鈴村・伊藤・渡久地） ★11（平野・坂口・ 
石橋・安本） 

第3週 ★15（山田・井上・佐藤・渡久地） 16（柿沼・渡久地） 

第4週 22（山田・大島・渡久地） ★23（安本・鈴村・渡久地） 

3月 木曜 金曜 日曜 

第1週 ★★１（高橋成・上原・ 
      柿沼・渡久地） 

★２（竜崎・匠・渡久地） 

第2週 ８（山田・岩井・渡久地） ９（伊藤・渡久地） 

第3週 ♥15 予約制サロン 

（平野・佐藤・渡久地） 
★16（柿沼・長橋・渡久地） ★18（風間・市川・

渡辺・渡久地） 

第4週 ★22（風間・山田・渡久地） ★23（安本・匠・渡久地） 

第5週 29（大島・安本・渡久地） 30（柿沼・渡久地） 

・（日）イベント 午後1時～4時 
前売￥2500又は￥3000（イベントにより）、
当日￥500増 



ハーモニー サロンスケジュール2018 

・（木）（金）午後12時30分～3時30分 
＊4月～ 午後1時～4時に変更になります！ 
（木）通常￥2000 
★イベント 前売￥2000～（当日￥2500～） 
♥完全予約人数限定イベント（詳細は受付まで） 
（金）通常￥1800、★は当日￥2000 
★イベント 前売￥2000～(当日￥2500～） 
 

 

3月 木曜 金曜 日曜 

第1週 ★★１（高橋成・上原・ 

      柿沼・渡久地）￥3000 

★２（竜崎・高橋匠・渡久地） 

第2週 ８（山田・岩井・渡久地） ９（伊藤・渡久地） 

第3週 ♥15 予約制サロン 10人限定 

（平野・渡久地） 
★16（柿沼・長橋・渡久地） ★★18（風間・市

川・渡辺・渡久地） 

第4週 ★22（風間・山田・渡久地） ★★23（平野・安本・匠・ 

渡久地）￥2500 

第5週 29（大島・安本・渡久地） 30（柿沼・佐藤・渡久地） 

・（日）イベント 午後1時～4時 
前売￥2500～（イベントにより）、 
当日￥500増 

4月 木曜 金曜 日曜 

第1週 ５（市川・井上・渡久地） ６（松本・渡久地） ★★１（大地・深沢・石
橋・白井・渡久地）￥3000 

第2週 12（山田・高橋成・渡久地） 13（伊藤・渡久地） 

第3週 ★19 （風間・宮崎・渡久地） 20（高橋匠・渡久地） 

第4週 26（山田・大島・渡久地） ★27（平野・安本・渡久地） 



ハーモニー サロンスケジュール2018 

５月 木曜 (木)夜サロン 金曜 (金)夜レッスン 日曜 

第1週 ３（山田・渡久地・他1名） すべての週 
未定 

４（竜崎・渡久地） 熊木(7時～) ★６（平野・石橋・渡久地・
他１名） 

第2週 １０（成幸・大島・渡久地） １１（高橋匠・ 
      渡久地） 

坂口(7時～） 

第3週 ♥17 予約制（10人） 
   （平野・渡久地） 

１８（伊藤・ 
      渡久地） 

熊木(7時～) 

第4週 ２４（山田・大島・渡久地） ★２５（平野・安本・ 
      渡久地） 

平野(6時～） 

第5週 ★３１（石橋・風間・安本・  
         渡久地） 

熊木(7時～) 

・（日）イベント 午後1時～4時 
前売￥2500～（イベントにより）、 
当日￥500増 

４月 木曜  (木)夜サロン 金曜  (金)夜レッスン 日曜  

第1週 ５（市川・佐藤・ 
       渡久地） 

５（大地・井上） 
(6時30分～） 

６（松本・ 
    渡久地） 

熊木(7時～) ★１（大地・深沢・井上・
白井・渡久地）￥3000 

第2週 12（山田・高橋成・ 
       渡久地） 

１２（風間） 
(6時～） 

13（伊藤・ 
    渡久地） 

坂口(7時～） 

第3週 ★19（風間・宮崎・    
       渡久地） 

１９（岡田） 
（6時～） 

20（高橋匠・ 
    渡久地） 

熊木(7時～) 

第4週 26（山田・大島・ 
       渡久地） 

★27（平野・安
本・渡久地） 

平野(6時～） 

・（木）（金）午後1時～4時 
＊4月～ 午後1時～4時に変更になりました！ 
（木）通常￥2000 
★イベント 前売￥2000～（当日￥2500～） 
♥完全予約人数限定イベント（詳細は受付まで） 
（金）通常￥1800、★は当日￥2000 
★イベント 前売￥2000～(当日￥2500～） 
 

 



５月 木曜 (木)夜サロン 金曜 (金)夜レッスン 日曜 

第1週 ３日 
（山田・渡久地・佐藤） 

３日 
（大地・井上） 

４日 
（竜崎・渡久地） 

熊木(7時～) ★６（平野・石橋・渡久地・
渡辺） 

第2週 １０日 
（成幸・大島・渡久地） 

１０日 
（岡田・匠） 

１１日 
（高橋匠・渡久地） 

第3週 ♥17日 予約制（10人） 
   （平野・渡久地） 

１７日 
（風間・井上） 

１８日 
（伊藤・渡久地） 

熊木(7時～) 

第4週 ２４日 
（山田・大島・渡久地） 

★２５日（平野・ 
安本・渡久地） 

平野(6時～） 

第5週 ★３１日 
（石橋・風間・安本・平野・渡久地） 

・（日）イベント 午後1時～4時 
前売￥2500～（イベントにより）、 
当日￥500増 

・（木）（金）午後1時～4時 
＊4月～ 午後1時～4時に変更になりました！ 
（木）通常￥2000 
★イベント 前売￥2000～（当日￥2500～） 
♥完全予約人数限定イベント（詳細は受付まで） 
（金）通常￥1800 
★イベント 前売￥2000～(当日￥2500～） 
 

 

６月 木曜 (木)夜サロン 金曜 (金)夜レッスン 日曜 

第1週 ７日 
（山田・市川・渡久地） 

７日（大地・井上） １日 
（竜崎・渡久地） 

熊木(7時～) 

第2週 １４日 
（成幸・渡久地・佐藤） 

８日 
（伊藤・渡久地） 

第3週 ２１日  
（大島・宮崎・渡久地） 

２１日 
（風間・井上） 

★１５日 
ラテンレッスン付 

（平野・匠・渡久地） 

熊木(7時～) ★17（風間・大地・白井・
他1名） 

第4週 ２８日 
（山田・岩井・渡久地） 

２８日 
（岡田・匠） 

★２２日（平野・ 
安本・渡久地） 

平野(6時～） 

第5週 ２９日 
（安本・渡久地） 

熊木(7時～) 


