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【運営：I Do Project】
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館内間取り図
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［1F］
・1A＜防音・グランドピアノ＞
・1B＜防音・アップライトピアノ＞

［2F］
・2A＜防音・ホワイトボード＞
・2B＜防音・ダンスリューム・鏡＞

［3F］
・3B＜フローリング・移動式鏡＞
・倉庫



お部屋について～1階～

■1A＜防音ルーム・グランドピアノ＞
• ・防音ルーム（16.5㎡）

• ・最大定員10名

• ・グランドピアノ（YAMAHA C1）

• ・空気清浄機（プラズマクラスター25000）

• ※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置適用期間は、4名以内でのご利用にご協力をお願いいたします。

■1B＜防音ルーム・アップライトピアノ＞
■防音ルーム（32.6㎡）

■最大定員20名

■アップライトピアノ（YAMAHA U3）

■空気清浄機（プラズマクラスター25000）

※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置適用期間は、8名以内でのご利用にご協力をお願いいたします。
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お部屋について～2階～

■2A＜防音ルーム・ホワイトボード＞
・防音ルーム（16.5㎡）

・最大定員10名

・大型ホワイトボード

・プロジェクター

・空気清浄機（プラズマクラスター25000）

※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置適用期間は、4名以内でのご利用にご協力をお願いいたします。

■2B＜防音ルーム・ダンスリューム床・壁面鏡＞
・防音ルーム（32.6㎡）

・最大定員20名

・CDプレイヤー（CD・SD・USB・Bluetooth対応）

・壁面鏡(W360×H180)

・ダンスリューム（ダンス用床材）

・空気清浄機（プラズマクラスター25000）

※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置適用期間は、8名以内でのご利用にご協力をお願いいたします。
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お部屋について～3階～

■3B＜フローリング・移動式鏡＞
・フリーリングルーム（32.6㎡）

・最大定員20名

・移動鏡 2台 (W90×H185)

・空気清浄機（プラズマクラスター25000）

※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置適用期間は、4名以内でのご利用にご協力をお願いいたします。

■倉庫（フローリング4畳）
・教室利用プランをご利用の方は、レッスングッズを保管していただくことも可能です♪

・倉庫の施錠はできませんので、予めご了承くださいませ。

・オプション備品は倉庫より各自ご利用くださいませ。
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オプション備品

どなた様も無料でご利用いただけます。
※３階倉庫にございますので、ご自由にご利用くださいませ。なお、ご予約はできませんのでご了承くださいませ。

■ジョイントマット 30枚×2セット

・59cm×59cm 厚み10mm

■Bluetoothスピーカー

・SONY製

■パイプ椅子 10脚

■会議用長机 2本

■座卓 4本
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ご利用時間
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1コマ：1時間15分

2コマ：2時間45分

3コマ：4時間15分

4コマ：5時間45分

5コマ：7時間15分

6コマ：8時間45分

7コマ：10時間15分

8コマ：11時間45分

9コマ：13時間15分

☆30分／60分レッスンの際も準備時間に余裕のある1時間15分刻みとなっております

☆料金発生時間中はしっかりレッスンしていただけるよう入替時間を15分ご用意しております

☆準備や片付け等はご利用時間の前後5分間行っていただけます

☆連続してご利用いただくと、15分ずつサービスタイムが追加されどんどんお得になります

21:00~22:1516:30~17:45 18:00~19:15 19:30~20:459:00~10:15 10:30~11:45 12:00~13:15 13:30~14:45 15:00~16:15



ご利用料金

2022/4/8 8

9:00～15:00 15:00～21:00 9:00～15:00 15:00～21:00 9:00～15:00 15:00～21:00 9:00～15:00 15:00～21:00 9:00～15:00 15:00～21:00

1コマ 1時間15分 ¥1,600 ¥1,800 ¥1,400 ¥1,600 ¥1,200 ¥1,400 ¥1,300 ¥1,500 ¥1,200 ¥1,400

2コマ 2時間45分 ¥3,200 ¥3,600 ¥2,800 ¥3,200 ¥2,400 ¥2,800 ¥2,600 ¥3,000 ¥2,400 ¥2,800

3コマ 4時間15分 ¥4,800 ¥5,400 ¥4,200 ¥4,800 ¥3,600 ¥4,200 ¥3,900 ¥4,500 ¥3,600 ¥4,200

4コマ 5時間45分 ¥6,400 ¥7,200 ¥5,600 ¥6,400 ¥4,800 ¥5,600 ¥5,200 ¥6,000 ¥4,800 ¥5,600

5コマ 7時間15分 ¥8,000 ¥9,000 ¥7,000 ¥8,000 ¥6,000 ¥7,000 ¥6,500 ¥7,500 ¥6,000 ¥7,000

6コマ 8時間45分 ¥9,600 ¥10,800 ¥8,400 ¥9,600 ¥7,200 ¥8,400 ¥7,800 ¥9,000 ¥7,200 ¥8,400

7コマ 10時間15分 ¥11,200 ¥12,600 ¥9,800 ¥11,200 ¥8,400 ¥9,800 ¥9,100 ¥10,500 ¥8,400 ¥9,800

8コマ 11時間45分 ¥12,800 ¥14,400 ¥11,200 ¥12,800 ¥9,600 ¥11,200 ¥10,400 ¥12,000 ¥9,600 ¥11,200

9コマ 13時間15分 ¥14,400 ¥16,200 ¥12,600 ¥14,400 ¥10,800 ¥12,600 ¥11,700 ¥13,500 ¥10,800 ¥12,600

（税込）

16.5㎡

10名

4名

防音

32.6㎡

備品

部屋タイプ

感染防止対策推奨定員

最大定員

床面積 16.5㎡

20名

8名

防音 防音

4名

10名

32.6㎡

20名

8名

フローリング防音・ダンスリューム

8名

20名

32.6㎡

利用時間帯

グランドピアノ アップライトピアノ ホワイトボード 移動鏡 2台 (W90×H185)壁面鏡(W360×H180)

1A 1B 2A 2B 3B

連続してご利用していただくと15分ずつサービスタイムが追加！

例）1,200円×3コマ＝3,600円（9:00～13:15）→1時間当たり約847円！



ご利用方法

①予約サイトよりご希望日時をご予約ください♪

②ご利用前に、入室用解錠ナンバーをメールにてお知らせいたします。

④当日は、玄関及び各教室入口のタッチパネルに

解錠ナンバーをタッチしていただくだけでご利用いただけます♪

☆公式サイトが一番お得☆

https://asukafa21.wixsite.com/booking-site
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https://asukafa21.wixsite.com/booking-site


よくあるご質問

■玄関の解錠タッチパネルはどこですか？
→玄関ドアノブ下部にございます。

軽く触れていただくと文字盤が現れますので
解錠ナンバーをご入力くださいませ。

■駐車場はありますか？
→周辺フリーパーキング加盟駐車場をご利用ください。

玄関にございます駐車券認証機にて
駐車料金3時間無料サービスをお付けいたします。
最寄りのフリーパーキングは
「喜多町駐車場」（収容台数440台）です。
（徒歩1分）
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教室利用プラン

• 曜日・時間固定でお部屋を確保いたします

• 5週ある月も追加料金なし・定額でご利用いただけます

• 月に一度まで、空きがあるお日にちへ振り替え可能です

• 解錠用ICカードでスムーズにご入室いただけます

【5つの特典♪】

①通常より最大15％お得にご利用いただけます♪

（月4～11回/10％OFF、月12回以上/15％OFF）

②お教室情報を、当方WEBサイトやポータルサイト、SNSにてご紹介させていただきます♪

③不定期で当ビルチラシやフリーペーパーにお教室情報を掲載いたします♪

④当ビル内掲示板に教室のチラシを掲示いただけます♪

⑤不定期で、周辺地域開催のイベントへの出演のお誘いをさせていただきます♪
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レッスン開講日数などに応じて
個別にお見積りいたします♪



教室利用プランのご利用例

声楽教室

週間コマ数 3コマ（4時間15分）

クラス数 30分8クラス

生徒数×お月謝 8人×9,000円＝72,000円

教室使用料 月18,360円

先生の月間売上 53,640円

英会話教室

週間コマ数 3コマ（4時間15分）

クラス数 60分×4クラス

生徒数×お月謝 30人×6,000円＝180,000円

教室使用料 月14,280円

先生の月間売上 165,720円
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ダンス教室

週間コマ数 2コマ（2時間45分）

クラス数 45分×3クラス

生徒数×お月謝 30人×4,500円＝135,000円

教室使用料 月10,800円

先生の月間売上 145,800円

コーラス教室

週間コマ数 1コマ（1時間15分）

クラス数 60分×1クラス

生徒数×お月謝 20人×4,000円＝80,000円

教室使用料 月5,760円

先生の月間売上 74,240円



教室利用プラン特典の一例
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【公式WEBサイト教室一覧掲載】

【ポータルサイト(エキテン)掲載】

【地域情報誌(パパ★ママ)掲載】



ご利用者様のお声
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★★★★★

とても清潔で、メッセージも丁寧
にしてもらい、満足でした。

★★★★★

職場から近いので最近利用させて
もらってます！
また利用させてください！
ありがとうございました😊

★★★★

広さは大人3人が横に並んで踊れ
るくらいで、縦はすごく広かった
です。
床はゴム素材になっていました。
Bluetoothのスピーカーの貸出もあ
り、非常に有難かったです！

★★★★

名古屋にばかりレンタルスタジオ
がありますが、豊田市ではなかな
か…そんな時に見つけて利用させ
てもらいました。
駅から近いので便利です！

★★★★★

部屋とピアノが綺麗だった。

★★★★★

利用の際の案内がとてもわかりや
すく、スムーズに駐車場にたどり
着くことができ、施設の場所もす
ぐわかりました。丁寧に対応して
いただいて、私も安心して利用す
ることができました。ありがとう
ございました。



おわりに

ご覧くださりありがとうございました！

音楽、演劇、ダンス、語学、、、

ここで小さな小さな公演をみて「舞台表現」に興味を持ち

さまざまな教室で「表現方法」を学び

稽古を重ね「表現者」として熱い想いを伝え

いずれは教室を持ち次世代に「表現方法」を伝える側になる…

そんな「表現の輪」ができたら素敵だなと思いこの施設をつくりました。

たくさんの表現者で溢れるよう精進してまいります♪
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LINE・Instagram

LINE公式 Instagram
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またお会いできますように♪
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