~Cafetin de Buenos Aires~
一般規約
*一度お支払いいただいたレッスン代及び回数券は、ご返金いたしかねます。
*レッスン料はレッスンの前にお支払い頂いております。
*お支払いは現金、もしくは各種クレジットカードをご利用頂けます。
(レッスン料は現金のみのお支払いとなります。)
*回数券には有効期限があります。 （詳しくは料金表をご覧ください）
*回数券は購入したご本人様のみ有効です。
*クラスが 4 人に満たない場合、延期もしくはキャンセルになる場合がございます。
*一度ご予約いただいた日時を変更する際は、その当日の前日（２４時間前）までにご連絡下さい。それ以降の変更、
キャンセルは全額お支払いいただきます。
*レッスン中やダンス中のフロアでの喫煙はお断り頂いております (外での喫煙は ok です）。
*忘れ物を 1 ヶ月以上取りにこられない場合はこちらで処分させて頂きますのでご了承下さいませ
*ご飲食物のお持ち込みはお断りします。
*レッスン中やダンス中など、他のお客様に迷惑のかかる 行為をされた場合、次回から入店をお断りする場合がありま
す。
*クラスやバーをよりよくしてくために皆様からの様々なご要望やご意見をお待ちしております！

【レッスンに関して】
グループレッスン
*1 レッスンは、60 分間です。（クラスによります）
*アルゼンチンタンゴはパートナーダンスですが、レッスン中はペアをローテーションしますので、お一人様の参加でも
大丈夫です。
*よく参加される VIP メンバーの方には、特典があります。 (詳しくはスタッフまで）

プライベートレッスン
*1 レッスンは、60 分間です。（クラスによります）
*お一人様でのクラスとなります。
*すべてのレベルの方に受けて頂けます。 特にレッスン内容にご要望がある場合は、
インストラクターにご相談ください。
セミプライベートレッスン
*1 レッスンは、60 分間です。（クラスによります）

*1 ペア（2 名）からのクラスとなります。
*3 ペア（6 名）でのご参加で、割引特典をご利用になれます。
*すべてのレベルの方に受けて頂けます。 特にレッスン内容にご要望がある場合は、
インストラクターにご相談ください。

【料金表】
グループレッスン
1 回分 ￥3,000 (初回体験 ￥2,000)
５回分チケット ￥12,500 **カード有効期限:３カ月
12 回分チケット ￥24,000 **カード有効期限:６カ月
プライベートレッスン
1 回分 ￥12,000
４回分チケット ￥44,000 **カード有効期限:３カ月
８回分チケット ￥80,000 **カード有効期限:６カ月
セミプライベートレッスン
お 2 人様参加ですと、お一人当たりの料金はプライベートレッスン料の半額となります。 それ以上の人数でご参加をご
希望の場合はご相談下さい☆

~Cafetin de Buenos Aires~
GENERAL POLICIES
*There are no refunds for the tickets
which have been already paid.
*Every lesson

must be paid in advance.

*Every payment should be made in cash.
*The ticket has Expiry date
(Please refer to the pricing list for more detail)
*The ticket must be available only for the person who signed.
*The classes may be postponed or cancelled if less than
four students are enrolled.
*Remember! If you need to change or cancel your lesson,
you must call 24 hours in advance to avoid being charged full amount.
*We appreciate for your understanding that we cannnot keep your things
more than 1 month that you forget here.
*No smoking are permitted anywhere in the floor during the class
or dancing time (Outside is ok).
*Please refrain from carrying food and drinks from outside.
*If you annoy other people during the class or dancing time,
we can refuse your entry from the next time.
*We welcome your suggestions on how to keep
the classes or bar a pleasant and to make the enjoyable place!

【ABOUT LESSONS】
GROUP LESSONS
*1 lesson is 60 minutes long ( depending on the classes)

*We work on a rotation basis in pair dance lessons which means it's not
necessary for you to come with a partner. We frequently rotate partners
within the group of the day .
*VIP members who frequently join classes can get
special offerings. (Please ask the staffs for detail info)

PRIVATE LESSONS
*1 lesson is 60 minutes long ( depending on the classes)
*This class is for only 1 student.
*Private lessons are available for all levels.
If you would like to focus on mastering certain technique,
ask to the instructor.

SEMI-PRIVATE
*1 lesson is 60 minutes long ( depending on the classes).
*This class is for more than 1 pair (2 persons).
*Discounted packages are available from 3 pairs (6 persons).
*Semi-Private lessons are available for all levels.
If you would like to focus on mastering certain technique,
ask to the instructor.

【PRICING】
GROUP LESSONS
*1 lesson ￥3,000 (the first time trial ￥2,000)
*5 lessons ticket ￥12,500
(Expiry date: within 3 month from the date you buy)
*12 lessons ticket ￥24,000
(Expiry date: within 6 month from the date you buy)

PRIVATE LESSONS
*1 lesson ￥12,000

*4 lessons ticket ￥44,000
(Expiry date: within ３ month from the date you buy)
*8 lessons ticket ￥80,000
(Expiry date: within 6 month from the date you buy)

SEMI-PRIVATE
*If it’s a pair(2 persons) you divide the price of the private into 2.
(Each person pay the half)
*If you would like to participate with more than 3 persons please ask us to
arrange the lesson.

