「夢」をかなえることは簡単なことではありません。
しかし、難しいことだとわかっていても、チャレンジしないと「夢」はつかめない…。
そして努力の汗と涙は、きっと皆さんを裏切ることはないでしょう。
アクターズスクール広島は1999年に開校し、
長きに渡り数多くの生徒たちが、それぞれの「夢」にむかってレッスンを積み重ねてきました。
充実したカリキュラム・多彩な講師陣など、
広島においては最も環境の整ったスクールであると自負しております。
そして何より「熱い気持ち」で、皆さんの「夢」の実現をサポートしてゆきたいと思っています。

株式会社TSSプロダクション
代表取締役社長

稲垣

宏

入学オーディション
入

ASH キッズ (4～6才）

学

ファーストクラス (F)

60分のダンスとヴォイスのレッスン
※オーディション不要

入学して6ヶ月間ダンスとヴ
ォイ スの基礎レッスンを受け
ます。

レギュラークラス（A,B,D）
レギュラークラス（A,B,D)
ASH-W
ASHダンスチーム
ASH ダンスチーム
年齢別にクラス分けし、それぞれのジャンルの
専門知識の学習とさらにレベルアップしたレッス
ンを受けます。

アドバンスワーク
スクール生による特別活動で積極的に
メディア出演やライブ活動を行います。
現在、サンフレッチェレディー スと

アドバンスワーク

しても活躍中の ”SPL∞ASH” 島根 県の
ＰＲユニット ”peony” や小・中学生で
結成されている”MAX♡GIRLS” などが

ロでもメディア出演等様々な活動を行
います。

芸能クラス
スクールとの専属契約アーティストです。
プロとしての活動を柔軟に幅広く マネージメント
し ていきます。

”

充
実
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

グループとして活動しています。またソ

芸能
クラス

入学時のクラスはオーディションの後、年齢や実力に応じたレギュラークラスに分けら
れます。（ほとんどの方はファーストクラスからになります）その後、半年に 1 度クラ
ス編成を見直し、年齢や実力に応じたレギュラークラスに入ります。レギュラークラス
でレッスンを受けながらアドバンスワークや ASH ダンスチームにチャレンジすることが
できます。また、希望者には有料の個人ヴォイスや個人ダンスレッスン、無料のモデル、
演劇、アナウンスなどの専門講座も開講しています。さらに芸能プロダクションからの
評価が高い生徒には、授業料 が補助または免除となる育成契約等の制度もあります。

入学後は年齢により「ASHキッズクラス」「ファーストクラス（F）」からスタートします。
「ASHキッズクラス」で 7 歳に達した場合、「ファーストクラス（F）」で6 ヶ月経過、またはオー
ディションで一定レベルに達した場合、「レギュラークラス」へ進むことができます。18歳以上は
「ASH-Wコース」を選択することも可能です。

の レッスンを60分
間の中で年間45回
程度行います。

ファ ースト
クラス
（F）

ダンスとヴォイスの
レッスンを各80分間
、半年で23回程度行
います。

小学校入学（4歳～6歳）までの男女のク

リズム感や表現を養います。保護者の方
も 一緒に参加していただけますので、ダ
ンスが初めてのお子様でも安心です。
曜日／毎週土曜日 14：00 ～ 15：20
（ダンス・ヴォイス）
（※都合により変更になる場合あり）

ダンスとヴォイスの レ
ッスンを各80分間、年
間45回程度 行います。

ASHキッズ、またはファーストクラス
(F)で年齢・力量が一定以上と認めら
れると、いよいよレギュラーのレッス
ンが始まり ます。年齢別にクラス分
けし、ダンス、ヴォイスの専門技術の
習得など、レベルに応じたレッスンを
受けます。

CLASS＆SCHEDULE E
■A クラス（小１～小 6 辺りまで
■B クラス（小 6 ～中学・高校）
■D クラス（中学・高校・大学）
■FUKUYAM-A クラス（小・中・高の女子）
■FUKUYAM-B クラス（中・高の女子）
＊FUKUYAMAクラスは福山校で
各 80 分のヴォイス、ダンスレッスンを
年間約 45 回うけます。
その他の特別レッスン、特別講座を
ご 希望の場合は広島校で受講する
かたちになります。

入学後6ヶ月ダンスとヴォイスの基礎レッ
スンを行う新入生クラス。
初心者、経験者ともに基礎に重点をおいて
います。
広島校／毎週日曜日
14:30 ～ 15:50 （ダンスレッスン）
16:00 ～ 17:20（ヴォイスレッスン）

ASH-W
クラス

CURRICULUM

ラスです。ダンスの楽しさを感じながら、

レギュラー
クラス

ク
ラ
ス
紹
介

ダンスとヴォイス

CURRICULUM

ASH
キッズ

CURRICULUM

着実にダンスとヴォイスの実力を磨いていきます。

CURRICULUM

GO to the PRO

毎週のレッスンを中心に、発表会に向けた作品への取り組み、定期的なステージなどを通して、

ダンスとヴォイスの
レッスンを各60分間、
月２回行います。

18歳～29歳の大人の女性を対象にしたダンス、
ヴォーカルコース。スタイルアップやオシャレに関
する様々なワークショップも不定期開催。

広島校／隔週金曜日
19：00 ～ 20:00（ヴォイスレッスン）
20:10 ～ 21:10（ダンスレッスン）

GO to the PRO

ASHダンスチーム

＊レギュラークラスに所属しながらの活動です。

6ヶ月に一度のオーディション合
格 者で結成された、ダンスに特
化したグループです。 ス ク ール発
表会はもちろん各種ライブ 、イベ
ントなどに出演します。

有料特別レッスン
個人ヴォイスレッスン
30分の集中レッスンで、歌唱力、技術力、アーティスト性を磨きます。 個人
レッスンなので、レベルに合った指導を受けることができます。 初めての方
～ワンランク上を目指す方まで徹底的に指導させていただきます。
日時：担当講師と相談の上決定いたします
場所：アクターズスクール広島 広島校・福山校
料 金 ：30 分 2,550 円

ク
ラ
ス
紹
介

個人ダンスレッスン
30分の集中レッスンで、基礎からハイレベルな技術力、アーティスト性を
磨きます。個人レッスンなので、レベルに合った指導を受けることができます。
初めての方～ワンランク上を目指す方まで徹底的に指導させていただきます。
日時：担当講師と相談の上決定いたします
場所：アクターズスクール広島 広島校・福山校
料 金 ：30 分 2,550 円

基礎的なレッスンを積みスキルアップした生徒は、「アドバンスワーク」」 「芸能クラス」へ

”

と進みます。それぞれの個性を伸ばすための専門的なレッスンを積み、いよいよプロへの道を切り開い

GO to the PRO

ていきます。

ク
ラ
ス
紹
介

アドバンス
ワーク

スクール生による特別活動で
積極的にメディア出演やライブ活動を行います。
現在、サンフレッチェレディースとしても活躍中の”SPL∞ASH”
福山校で結成された”BLACK†ROSE”や
小・中学生で結成されている”MAX♡GIRLS”などの
グループ活動、 またソロとしても様々な活動を行っています。

芸能クラス
個別契約制

スクールとの
スクールとの
専属契約アーティストで
す。プロとしての活動を に
柔軟に幅広くマネージメ
ントしていきます。

希望者にはダンス・ボイスのレッスンと並行し

モデルクラス

”

て、アナウンス、モデル、演劇の特別コースを受講して

SPECIAL LECTURE

いただく ことができます。アナウンサーやリポーター、

無
料
特
別
講
座

モデル、俳優 を目指す人は勿論のこと、プロのタレント

ウォーキングのレッスンを中心に、モデル
になる為の基礎的な訓練をレッスンします。
日本最大手のモデルクラブ「オスカープロ

として不可欠な応用力を鍛えます。

モーション」に所属し、多数のファッション

アナウンサー・リポーター養成
講座

ショーに出演経験を持つ講師を迎え、基本

TSSの現役アナウンサーを講師に迎え、話す技術を指導
します。発声の基本から応用はもちろん、聞く人に判りや
すく、魅力的なしゃべり方を身につけることを目的として

から実践まで丁寧に指導します。
曜日／毎月2回
時間／18：30～19：50（80分）
場所／TSS別館９階スタジオ
※講師のスケジュールによって、第1・第3火曜に振り
変わる場合があります。

います。将来、テレビ番組等での活躍とともに、正しい発
声を身につけることは、歌にもプラスになります。
対象／中学生以上の希望者（定員20名希望者多数の場合は、選抜）
曜日／第2水曜・第4水曜(毎月2回)
時間／19：00～20：00（60分） 場所／TSS別館９階アクターズスタジオ
講師／テレビ新広島アナウンサー陣
※講師のスケジュールによって、第1・第3水曜に振り変わる場合がありま
す。

講師 / 沢 純子
広島県呉市出身
経歴：
大学時代、スカウトされてモデ
ルに。「オスカープロモーショ
ン」に所属し、数々のショーで
活躍。その後帰広し「ウエルス
トンプロモーション」に所属。世
界的に有名なフィニッシング・ス
クール「ジョンロバート・パワー
ズ」ボストン校に留学した後、
同校のヘッドインストラクターに

主任講師/棚田徹アナ

就任。

広島県大竹市出身
(株)テレビ新広島 アナウンス部
長 現在の担当番組 : ひろしま満点マ

現在の活動：

マ 過去の主な担当番組：「釣りごろ

同レディススクール講師ほか、

つら れごろ」「TSS スーパーニュー

ファッションショー研修、ジュエ

ス」「広 島もてなしキング」、「人

リー研修、PI研修 講座等の講

気もん」「夜型 人間」ナレーション
など

演
劇
レ
ッ
ス
ン

ウエルストンモデルスクー ル・

師等を努める。

演劇は頭脳、表現、カラダ全体、そしてコミュニケーション力を使って表現することが多い
舞台芸術です。演劇的手法を活用した、コミュニケーション力および自己表現力の向上のた
めのレッスン（基礎トレーニング）を行います。
時間／毎月2回土曜日
場所／TSS別館9階スタジオ他

講師：深海哲哉
2013年、劇団グンジョーブタイを旗揚
げ。主宰・演出を務め、年に約2回公
演を行っている。
また、東京に拠点を置く劇団、アマヤ
ドリにも所属。広島を中心に、東京、
大阪、静岡、香川、福岡など活動範
囲は広く、映像作品への出演も重ね
る。広島ロケの映画やドラマの方言
指導、キャスティング協力でも実績が
ある。
主な演出歴
・劇団マージブル「アナタの知らない
セ界」
・ヒューマンアカデミー パフォーミン
グアーツカレッジ卒業公演

アッシュ

スクールが定期的に主催するライブで

生徒の自発的なアイデアから、曲を選

す。

び振付をし、自主的なレッスンをして 作
ホールではなく、ライブハウスなどのス
テージ出演を体験しながらトークを含め

り上げ、外部の審査員も参加して頂き
実施します。

たステージングを学んでいきます。
ソロ部門、ユニット部門（歌のみ、ダンス
また一般のファンの方との交流もあり
ます。

”

ADDITION

ASH劇場

ユニット
オーディション

のみ、歌とダンス）があります。合格し
た5～6組が、春と秋の発表会に出場し
ます。

通常のレッスンのほか、発表会、

オー ディションなどを定期的に行なっていま
す。発表会ではステージを経験し、またオー

発表会
春と秋の2回、本格的な発表会を行い
ます。発表会に向けてのレッスンが才

出
演
と
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン

ディションにより、能力に応じたユニットや

能を磨くことにつながります。

クラス替えを行なっています。これらを短期

クラス別と、クラ ス合 同等 に加 え、ユ

的な目標とすることで、日々のレッスンは精

ニットオーディション合格者、P企画に選
ばれた人が出演します。

度の高いものとなり、都度目標へ確実に達成
することで、より早く技術を磨く効果があり
ます。

P企画
オーディション

各種イベント出演
年間を通して様々なイベントに出演す

年1～2回、講師の皆さんに、P企画出場

る機会があります。

をアピール出来るオーディションです。

地域やお客様とのふれあいから学ぶこ

①歌の審査は、課題曲から1曲選び

とがたくさんあります。

歌 ってもらいます。
②ダンスの審査は、課題曲から1曲選
び自作の振付で、1分間踊ってもらいま
す。

プロデュースされております。歌・ダンス・演技等、より専門的な技能を身につけ、
その道のプロとして活躍できるようご指導いたします。

Voice trainer
田中都和子

TOWAKO TANAKA

エリザベト音楽大学大学院修了。 佐々木英代、鈴木仁、ヒル
デ・レッセルマイダンの諸氏に師事。在学中より様々なオー
ディションに合格し、演奏会にソリストとして出演するほか、
ソロ、ジョイントリサイタルも数回開催。オペラにおいては
「コシ・ファン・トゥッテ」（ドラベッラ役）でデビュー、その
後多数の出演歴がある。 日本国内のみならず、海外において
もコンサートを開催。演奏活動をするほか、舞台監督として
舞台製作にも携わっている。また、クラシック以外では、バッ
クコーラスなどで数々の TV、ラジオ番組に出演。
これらの豊富な経験を生かし、各地でヴォイストレーナーと
しても活躍し、多くの生徒を様々な分野に輩出している。
【WORKS】
現在、ASH、AGH、他のヴォイス・トレーナー。
現代音楽演奏集団 HER、スーパー・ファクトリー所属。

Voice trainer
菜子
NACO
シンガーソングライター、ヴォイストレーナー。
幼少期から歌をはじめ様々な楽器に触れて育つ。
エリザベト音楽大学声楽専攻在学中より多数のクラシック、
ミュージカル公演等に出演。歌唱指導に携わる。
POPSをメインにシンガーソングライターとして活動を展開。
また、音楽教室や個人レッスンにてヴォイストレーナーを務める。
2019年より音楽ユニット「NacoTomo」を結成、CDリリースや
楽曲提供、メディア出演など多岐に渡り活動中。
【WORKS】
CDリリース：ミニアルバム「進み続けるこの時間は」「NacoTomo tic.」
「SURPRISE」「Space」
● 「Break Through」…広島トヨタグループフォルクスワーゲンCMソング起用
● 「Say YES! Say NO!」…三世代スポーツアミューズメント"打劇王"CMソング起用
● 中国新聞発行情報誌&Webマガジン"アシタノ"TVCMジングル作曲・歌唱
● "肉匠坂井"東海地方TVCM出演
● FMちゅーピーラジオ"朝ラジ！"2020年1月〜2022年3月レギュラー出演
●

KAORI UOTANI

NACO TOWAKO TANAKA

INSTRUCTOR

”
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力
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当スクールのレッスンやイベントなどは、すべて第一線で活躍中のプロのインストラクターにより、

Voice trainer
魚谷香緒里
KAORI UOTANI

フェリス女学院大学音楽学部声楽学科卒業。
声楽を佐々木英代、沢畑恵美、佐藤ひさら、田中奈美子の
各師に師事。
在学時より活発に音楽活動を始める。
2008年ミス尾道を機に地元に戻り後進の指導に力を入れる。
尾道市教育委員会主催の子供ミュージカルでヴォイスト
レーナーとして2期連続参加。
ボーカル講師、コーラス講師、声楽講師、ピアノ講師、司会
業と幅広く活躍中。
現在はクラシックにとどまらず、POPS、JAZZ等幅広く演奏
活動を行なっている。

Dance creator

HANACO

CHRIS

【WORKS】
●

DREAMS COME TRUE

「裏ドリワンダーランド2012／2013」広島・愛媛・ 徳島・横浜公演出演、
「WONDERLAND2011」西日本公演出演、
LIVE TOUR2010広島公演・福岡公演出演ACT DANCER出演、
「MY TIME TO SHINE」MV出演
● 東京ガールズコレクション2012
S/S出演
● 松下優也presents～「HEAVY RHYTHM」CIRCUIT2010～広島公演出演
● MIHO BROWN＆AUDITION WINNERS「RepCo.」出演
● OH GIRL!＆AUDITION WINNERS「RepCo.」出演
● ERIC NEGRON from NY＆AUDITION WINNERS「RepCo.」出演
● SANFRECCE広島ホームゲームダンスパフォーマンス出演
山口リサ バックアップダンサー
2010年よりDANCEチーム「SnAppy」を結成、広島を中心に都内ほか全
国各地のダンスイベントにGUEST出演。個人でもユニットなどで活躍。

5歳よりクラッシックバレエを始め、NY留学中よりHIPHOP、 JAZZ、
REGGAE等、ストリートダンスを学ぶ。国内外のステージ やビデオ
出演、アーティストやCMの振付、舞台演出などエン ターテイメント
活動は多岐に渡る。インターナショナルダンス ホールクイーンコン
ペティション世界3位受賞、ベストドレス賞 などタイトルを3つも獲得。
世界中から注目を集めダンサー ネームCRi$sY（クリッシー）として
活躍中。また幼稚園教諭二種 免許を取得。子供達の指導も得意
としダンスクラスを開講中。
【WORKS】
●

イタリアの雑誌「RASTA SNOB Reggae Magazine」表紙モデル掲載

●

映画「マン・ウーマンダンスホールクイーンの真実」出演

●

TSSスーパーニュースFNN特集「CHRIS NAMIドキュメント番組」出演

●

TRFコンサートツアー広島公演出演

●

DANCEHALL QUEEN JAPAN決勝大会スペシャルゲスト出演

●

JAPAN DANCE DELIGHT広島大会ゲスト出演

●

ミュージックビデオPV出演(モーニング娘。、ALAINE、KHAGO、Flo

●

feat.DingDong、M.O.BDancerz、Shaka Pow 等）他多数

●

現在アクターズスクール広島インストラクター。2013年より都内に拠点
を移し活動中。

Dance creator
AYAKI
幼少期にクラッシックバレエを始め、10歳の時にストリートダン
スに転向。同時にJAZZ、タップダンスなど様々なジャンルを学ぶ。
2010年からのNEW YORKへのダンス留学時、ダンススタジオや
イベント、舞台などで多くの経験を積み、現在のダンススタイル
を確立。HIPHOPを軸にしたFREESTYLEダンサーとして自ら舞台や
イベントに出演しながら、振付や演出など積極的に活動中。また、
DANCE STUDIO FLEX、DANSPORTのダン スインストラクターでもあ
る。
【WORKS】
● 世界バレー広島大会オープニング、ハーフタイムSHOW出演
● EXILE LIVE TOUR 2007『EXILE EVOLUTION』広島公演出演
● 『AI』ライブ 『MUSIC TO LIVE』出演
● BATTLE IN THE CLUB(フリースタイルソロバトル)優勝
● フラワーフェスティバル・ステージ部、パレード部で多数受賞
● テレビ新広島主催『RainBoh』出演
● スタジオFLEX発表会「JAM 2010～MUSE～」SAM(TRF)と共演

SAKINA

INSTRUCTOR

Dance creator

AYAKＩ

実
力
派
の
講
師
陣

H AN ACO CHRIS

Dance creator
SAKINA

JAZZ&HIPHOPを軸に、パフォーマーとして舞台やイベントに出演
しながら、振付や演出を務めるなど、クリエィティブに活動し、
有名アーティストのバックダンサーやMVにも出演。
DANCEチーム「Paradium」としても活動中。
また、DANCE STUDIO FLEX、DANSPORTのダンスインストラクター
でもある。
【WORKS】
・EXILE LIVEツアー 「EVOLUTION」広島公演バックダンサー出演
・TEE(ユニバーサルsigma)1stアルバム Kido I Rakuリリースパー
ティー「can you～!?」バックダンサー出演
・TEEワンマンツアー2014 「人生楽笑」ツアーダンサー
・九州夏フェス「FREEDOM aozora」TEEバックアップダンサー出演
・食協CM「プチっと玄米」振付＆出演
・Kis-My-Ft2 アルバム 「I SCREAM」
玉森裕太ソロ曲「ALIVE」バックダンサーPV出演
・TEE 「気分はDo～?」PV出演

MIK
I
Dance creator
MIKI

アクターズスクール広島一期生として入学。8年学ぶ。
在籍中様々なイベント、舞台、コンテスト受賞、撮影、など経
験 をしアクターズスクール卒業後は恩師との約束もあり福山
の 底上げに徹し福山を拠点に講師、舞台演出、映画出演、
アー ティストバックアップダンス、振付、CMアシスタント、全
国各地 でコンテスト受賞などなどの成績をおさめる。 2 0 1 2
年 1月には自身の 本 格 的ダンススタジオ" S T U D I O
LADYBUG"を設立。各地から様々なWS開催や、海外ダンサー
とコラボ演出などし、他にもオーガナイズごとやモデル、
ファッ ションショー演出、多数コレオグラフデザインを手掛け
るなど 幅広く活躍中である。 表現を通し地方からでも発信で
きることがあると証明してい る人物の一人である。
【WORKS】
E-girls、AKB関係などその他アーティスト、アイドル、ドラマ内
でのダンス振付などに関わる モデル、CM石原さとみなどに
ポージング、ウォーキング指導

ZUSA HIRAKAWA
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MEI

Voice trainer
平川愛津咲
AZUSA HIRAKAWA

シンガー、ヴォイストレーナー。全国出版福祉本『月刊Day』童謡・唱歌CD
のレコーディングヴォーカル、全国各地よさこいチーム楽曲のレコーディ
ングヴォーカル、ロゼッタ・マンドリーノ楽団のヴォーカルを担当。MAZDA
Zoom-Zoom スタジアム広島での国歌斉唱、福山ばら祭、福山三菱フェス、
福山ガス、三原三菱重工フェス、中国新聞社ちゅーピー祭をはじめとする
地域のお祭や、企業パーティーアトラクションなど多くのイベントに出演中
です。シンガーソングライターとしての自身の楽曲『砂時計』が島根県『仁
摩サンドミュージアム』世界最大級一年計砂時計、映画・ドラマ・漫画『砂
時計』特設コーナーや、時の祭典の館内BGMとして起用される。福山市を
テーマにした楽曲『ばらに願いを込めて』『鞆の浦恋物語』『鬼日向列伝
～戦場の随に～』をリリース。広島、福山市文化活動の一貫として、福山
城築城400年記念事業、福山アンバサダー、HIT広島観光大使を担う。自
身のヴォーカルスタジオを運営する傍ら、（株）TSSプロダクション『アクター
ズスクール広島 福山校』のヴォーカルトレーナー。ラジオパーソナリティと
してエフエムふくやま【マリィ凛と愛津咲のコミット勝成】を担当中（毎週水
曜日19:00〜19:30）。社会福祉法人『エクセル福山』音楽講師。仏教寺院
『浄泉坊』音楽講師。2019年1月23日に愛津咲1st mini album『UP TO
YOU』を全国リリース。テレビCMナレーション、テレビCM出演、商用モデ
ル等、広島県を中心に絶賛活動中。

Dance creator
MEI

2003年 アクターズスクール広島11期生として入学。在籍中、バ
レーボール杯オープニング、映画エキストラ、モデルなど様々な
イベントで活躍し、キッズアシスタントを務める。
５年間様々な事を学び2008年アクターズスクール広島卒業。 同
時に拠点を福山へ移す。
卒業後、インストラクターしていた姉MIKIの元でダンスを磨き、ア
シスタントを務めていた。
2012年1月に自身のダンススタジオ「STUDIO LADYBUG」を設 立。
福山を中心にインストラクター、ダンサーとして活動し他 県への
ダンスイベントも多数出演。ダンスイベントはもちろん モデル、
ファッションショー、舞台演出、振付、バックアップダン サー、コン
テスト受賞など成績を納め、今なおプレイヤーとして活動中。毎
年近隣のイベントにも多数参加出演している。

Voice trainer

アクターズスクール広島の充実したカリキュラムは、
プロのアーティストを目指す方はもちろん、

List OF CHARGE

ダンス、ヴォイススクールとして 子ども達の表現力や、向上心を

入
学
金
と
レ
ッ
ス
ン
料

養っていきます。
※レッスン料金は広島校、福山校とも下記料金になります。

レギュラーコース～小学生以上の男女～
80分間のダンスとヴォイスレッスンを年間約45回
授業料

29,400円／月（税込）

ASHキッズコース

～4歳から6歳の（未就学児）の男女～

60分間の中でダンスとヴォイスレッスンを年間約45回
授業料 6,600円／月
（税込）

ASH-W

～18歳から29歳の女性～

60分間のダンスとヴォイスレッスンを月2回
授業料 13,200円／月（税込）
※入学金は、現在無料キャンペーン中です。（予告なく変更される場合があります）
※授業料の納付には銀行引き落とし手続きが必ず必要です。
注 ： 入学時に2ヶ月分授業料は現金で前払いとなります
※入学オーディションの結果、グランプリを受賞された方は1年間授業料が無料になります。

有料特別レッスン
個人ヴォイスレッスン（随時） 1回30分 2,550円

（税込）

個人ダンスレッスン（随時）

（税込）

1回30分 2,550円

無料特別講座
＊ご希望の方は広島校で受講できます（福山校では定期的にワークショップを開催しています）
・アナウンサー・リポーター養成講座
毎月2回第2・第4水曜 19:00～（60分）
・モデルクラス
毎月2回第2・第4火曜 18:30～（80分）
・演劇レッスン
毎月3回程度 ①16:10～（60分）②17:20～（60分）

2019.05 改定

GUIDE&MAP

横川

広島校
所在地
広島城

山陽新幹線
山陽本線

〒734‐0001

広島県広島市南区出汐2-3-18
テレビ新広島別館 8F
TE L：082-250-0333

広島

広島県庁

紙屋町
八丁堀

平和記念公園

FA X：082-251-3334

猿猴川

アクターズスクール広島
広島校

中区役所
広島市役所

比治山公園

（株式会社TSSプロダクション内）
南区役所

B

●バス
JR広島駅(南口バスのりば)

広島大学

進徳女子高
広島皆実高

猫田記念
体育館

千田公園

アクターズスクール
広島

県立広島工高

・10番のりば
まちのわループ右回り
302、322、332、342号線
→段原、大学病院、旭町方面 大学病院入口で下車

広島バスセンター向い「県庁前」バス停
・広島バス23号線
→大学病院行き 出汐町で下車
・広島バス23-1号線
→大学病院行き 大学病院入口で下車

ア
ク
セ
ス
の
ご
案
内

福山校
所在地

福山駅

〒720‐0063

広島県福山市元町15-34
元町フレンドビル地下1F

三井 住友信託 銀行

天満 屋

アクターズスクール広島

ines FUKUYAMA

アクターズスクール広島
福山校

福山校
(STUDIO LADYBUG 内)
福山駅から徒歩約５分

お問い合わせ

アクターズスクール広島 TEL082-250-0333

（水・木曜日 定休）

