
サファイア/エメラルド/ガーネット/ダイアモンド 

           様       

  ♕2022年発表会に関するお知らせ♕   
 

2022年 7月の発表会についてご案内申し上げます。 

基本的には昨年のような方法をとり準備・開催をいたします。 

ご質問などございましたら遠慮なく事務所までお問い合わせくださいませ。 

今年も生徒様の成長とたくさんの感動を楽しみにしております。 

ドリームパフェスタジオ代表 杉もとみな子 

発表会開催日：2022年 7 月 31 日（日） 

参加対象者： サファイアクラス/エメラルドクラス 

         ガーネットクラス/ダイアモンドクラス 

 

※ 2022 年 7 月 30 日（土）はパールクラス及びルビークラスの発表会を行います。 

※サファイアクラス・エメラルドクラスの基礎強化クラスへご参加いただいている方、 

エトワールクラスの方は 30 日（土）、31 日（日）と両日ご参加いただく予定です。 

 

場所：めぐろパーシモンホール 大ホール 

〒152-0023 東京都目黒区八雲 1-1-1 

東急東横線「都立大学駅」徒歩 7分 

https://www.persimmon.or.jp/access.html 

① 発表会経費納入方法の登録について 

基本的に発表会への参加は必須です。まずは別紙の料金表をご参照の上、経費の一括納入、または分割納入を

お選びください。お支払い方法を決定されましたら、必ず期限内に下記経費納入方法のお申込フォームよりお

支払い方法及びその他必要事項をご登録ください。 

ご質問、ご相談などございましたら、お気軽に事務所までお問い合わせくださいませ。 

登録期限：2 月 7 日（月）  

※ 止むを得ず発表会にご参加いただけない方も下記お申し込みフォームよりその旨ご登録ください。 

● ドリームパフェスタジオ発表会へ参加経験のある方  

⇒ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxLAkycUVHwEyrKVSB0357BWTKkrPllkAW-omQtAAWpTsBpA/viewform 

 

 

 

● 2022 年初めて発表会へ参加される方 

⇒ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev-mLULP4d8TtCgxzvR66ZsnBb9WkOg38K9Yo9-XdPLA9SPA/viewform 

 

 

https://www.persimmon.or.jp/access.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxLAkycUVHwEyrKVSB0357BWTKkrPllkAW-omQtAAWpTsBpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev-mLULP4d8TtCgxzvR66ZsnBb9WkOg38K9Yo9-XdPLA9SPA/viewform
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② 料金表 

ｻﾌｧｲｱｸﾗｽ/ 

ｴﾒﾗﾙﾄﾞｸﾗｽ/ｶﾞｰﾈｯﾄｸﾗｽ/

ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞｸﾗｽ 

【一括払い】 【分割 1 回目】 【分割 2 回目】 【分割 3 回目】 【分割 4 回目】 

料金の詳細は配付したお手紙をご確認ください。 

【内容】・初期経費・発表会 DVD代（1枚）・プログラム（5部） 

※ 【内容】に記載された代金を全て含んだ金額となります。（税込） 

※ 家族割引は一律 20％OFF とさせていただきます。 

※ サファイアクラスで初めて発表会へ参加される方はメイク用品及び発表会ジップアップパーカーの購入が必

要です。上記経費と併せてお支払いいただきますので、別紙の＜メイク用品の購入について＞、⑤に記載の発

表会ジップアップパーカー代の欄を必ずご確認ください。 

※ ４月にエメラルドクラスに進級する現３年生はメイク用品の購入が必要です。上記経費と併せてお支払いい

ただきますので、別紙の＜メイクレッスン・メイク用品購入のお知らせ＞をご確認ください。 

 

③  入金期間 

【一括払い】 2022/3/7～3/11 

【分割払い】 1 回目 2 回目 

2022/3/7～3/11 2022/4/4～4/8 

3 回目 4 回目 

2022/5/9～5/13 2022/6/6～6/10 

■振込口座： 三菱ＵＦＪ銀行 広尾支店 普通 0604076 株式会社タケゾー 

※ 一度ご入金いただきました経費は、返金致しかねますのでご了承ください。 

 

④ 保護者様のお手伝いについて 

今年もまだまだ新型コロナウイルス感染終息の見込みが立たないため、 

保護者様のお手伝いに関しましてはベースメイク及び生徒様の送迎（帰り仕度等を含む）のみとさせていただ

く予定です。詳細につきましてはまた決まり次第改めてご案内いたします。 

ご協力の程どうぞ宜しくお願い致します。 

 

※ エメラルドクラス以上の生徒様はご自身でメイクをしていただきますので、ベースメイクは対象外です。 

※ 初めて参加される方で、詳細をお知りになりたい方は事務所までお問い合わせください。 
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⑤ その他の経費 

1.  追加レッスン代   

通常レッスン以外に行う発表会の為のレッスンを追加レッスンといいます。 

基本的には日曜日、祝日に行います。（例外あり） 

追加レッスンの代金につきましては、下記の表をご参照ください。 

（スケジュールはクラスによって異なります。レッスンの頻度などは事務所までお問い合わせください。） 

※ 生徒様のご都合でレッスンを欠席される場合も、追加レッスン代は発生いたしますのでご了承ください。 

※ 追加レッスン代は参加人数や使用する場所により金額が異なります。 

通常の追加レッスン ¥1,000 （1レッスン） 

振付、特別レッスン等 ￥2,000～（1レッスン） 

個人や少人数で行うレッスン ￥3,000～（1レッスン） 

広尾スタジオ以外の場所でのリハーサル ￥3,000～（1レッスン） 

全体通し稽古 ￥2,000～（1レッスン） 

 

2.  衣裳代  

着用する衣裳のレンタル代や購入費用です。 

デザインやサイズにより金額が異なり、基本的に 1人 2着となります。 

（参加作品により着数が異なる場合がございます。対象の方へは事前にご案内いたします。） 

 

3.  本番用 タイツ・シューズ代  

本番で着用するタイツ・シューズを新しくご購入いただきます。 

購入はスタジオから一括発注いたしますので、詳細につきましては後日お手紙を配付いたします。 

 

  上記 1. 2. 3.の支払いに関しては 7月下旬頃別途請求書をお渡し致します。     

4.  追加プログラム代（希望者のみ）  

初期経費に含まれたプログラム以外に購入をご希望の場合は、下記料金での販売となります。 

 ◇プログラム / 1部  ￥500   

追加購入のお申込みにつきましては、決定し次第後日ご案内いたします。 

 

5.   チケット代   

一昨年、昨年までは各ご家庭人数を制限してチケットをお渡ししておりましたが、今回より必要枚数のチケ

ットをご購入いただくことになりました。なお、チケット代の代わりとしてお渡ししておりました発表会

DVD1枚につきましては今後も変わらずお渡しさせていただきます。 

◇チケット / 1枚    ￥1,650 

チケット購入についての詳細やご購入の方法につきましては決定し次第後日ご案内いたします。 
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6. 発表会メイクに必要な商品の代金（対象者のみ） 

初めて発表会へ参加される方は指定商品の購入が必要です。 

また、新しくエメラルドクラスへ進級される新 4年生は今回よりご自身でメイクを行っていただきますの

で、メイク道具一式をご購入いただきます。 

初めて参加される方や、新 4年生の皆様はそれぞれ別紙＜メイク用品の購入について＞＜メイクレッスン・

メイク用品購入のお知らせ＞に詳細を記載しておりますので、必ずこのお手紙と併せてご確認いただきまし

てご準備をお願い致します。 

 

※ 昨年ご出演頂いている方で必要なものがそろっていらっしゃる方は購入の必要はありません。 

万が一紛失してしまった場合や新しいものを購入されたい方は経費納入方法のお申込みフォームよりお申し

込みが可能です。 

 

7.  発表会ジップアップパーカー代 （名入り） 

当教室では毎年発表会を行うにあたり、通し稽古や発表会前日・当日の待機の際に着用するパーカーをご購入

いただいております。お持ちでない方は詳細をご確認の上、経費納入方法のお申込みフォームより希望サイズ

及び名前入れ表記をお申し込みいただきまして、購入商品の代金を発表会経費と併せてご入金ください。 

 

※ すでにお持ちの方は購入の必要はございません。※ 商品のお渡しは 5月中旬頃を予定しております。 

※ サイズは裏面のサイズ表をご参照ください。 

※ 名前入れ表記は原則下記の通りとさせていただきます。 

【名前（ローマ字）.苗字（イニシャル）】  例：杉もとみな子→ Minako.S   

 

 

■サファイア 

                                             (上着) ・120cm～150cm   ￥6,600(税込） 

                      （ズボン）・120cm～150cm   ￥5,280(税込） 

                              セット購入価格  ￥11,000（税込） 

 

■エメラルド・ガーネット・ダイアモンド 

                       (上着)  ・120cm～150cm   ￥6,600(税込) 

                              ・SS～LL  ￥6,930(税込) 

（ズボン）・120cm～150cm   ￥5,280(税込） 

                             ・SS～LL   ￥5,500(税込) 

 

・120cm～150cm   セット購入￥11,000（税込） 

・SS～LL   セット購入￥11,880（税込） 

 

※イメ-ジ  ※  →刺繍場所 

※120cm、130cmはズボンのプリントサイズがイメージ画より小さくなります。 
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サイズ表 

◆ 上着 

 

 

 

 

 

 

◆ ズボン 

 

⑥ ポーズ写真撮影について 

ポーズ写真とは… 

発表会本番用衣裳を着用、舞台メイクをした状態で撮影する個人写真のことです。 

 

ポーズ写真の撮影は希望者のみとさせていただきます。 

ご希望の方はお申し込みが必要ですので、ご承知おきください。 

また、ポーズ写真の撮影による追加費用はございませんが、写真の購入には別途費用がかかります。 

撮影予定日程 ： 7 月 30 日（土）午前中 ※変更となる場合がございます 

お申し込みの方法につきましては詳細が決定次第ご案内いたします。 

 

 

発表会に関しまして、お問い合わせ・ご相談がございましたら事務所までご連絡ください。 

どうぞよろしくお願い致します。 

  ◆◇ドリームパフェスタジオ◇◆ 

E-mail :  minny@dreamparfait.com     Tel :    03-5795-0132 

サイズ表(cm) 120 130 140 150 SS S M L LL 

身丈 46 49 52 55 61 64 67 70 73 

身巾 38 40 42 44 46 49 52 55 58 

肩巾 31 33 35 37 40 42 44 46 48 

袖丈 43 47 51 55 59 60 62 63 65 

サイズ表(cm) 120 130 140 150 SS S M L LL 

総丈 70 77 83 89 93 96 99 102 104 

ウエスト 51-57 53-59 56-62 58-64 62-68 70-78 74-82 77-85 80-88 

股下 48 54 59 64 67 69 71 73 74 

mailto:minny@dreamparfait.com

