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TAKE

FREE

ラテン人生満喫読本

ラテンのトビラ

ラテン人生満喫読本

ラテンのトビラ
DANCE

発行・制作：サルサ ホットライン ジャパン
Tel：03-5411-4818 Mail：info@salsa.co.jp URL：www.salsa.co.jp
協力：NPO法人日本サルサ協会

FOOD
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今すぐはじめる、ラテンな人生！

音楽を楽しもう！
ダンスを楽しもう！
ラテンコンビニ
Let's Dance! −サルサ編−
サルサで人生満喫！−体験談−
Interview ラテンクラブって、
どんなとこ？
ラテンスポット

2016

今すぐはじめる

ラテン文化とは

ラテンな人生！

ラテンという言葉で思い浮かべるイメージは、人によってさ
まざまだが、
そのルーツは大航海時代、
コロンブス(1451年
頃-1506年)の頃までさかのぼる。香辛料や鉱物が豊富な
新大陸を発見したスペイン人は、
その資源開発のために、
アフリカの人々を奴隷として、
カリブ海や南北アメリカに連

ドミニカ共和国

メキシコ

音楽のリズムに合わせて踊ることは、今も昔も庶民の楽しみ。代表的なラテンダンスはコチラ！

SALSA

もし、あなたが、

あなたの素晴らしい人生の中に、

なんて思っているなら、

「ラテン」の世界はどうでしょう？

踊ることでコミュニケーションができる。

エクアドル

ペルー

そして、これから一生踊れる人生を過ごす。

ブラジル

雰囲気も、もっともっと陽気になるはず。

SAMBA

サンバ

ブラジルを語る上で欠かせない音楽とダンス
各地で開催されるサンバ・カーニバルは一大産業！

17世紀頃、
ブラジル北東部のバ
イーア(現サルバドール)にいたアフ
リカ系黒人奴隷の踊りと音楽に
様々な要素が加わり発展。人々
の生活に根付き、多様化しながら
今なお進化中。（協力：Que Sorte! ）

ボリビア

そして楽しい仲間が、

もっともっと増えていく人生を過ごす。
パラグアイ

踊ることだけではなく、

いつも聞いている音楽や、日常のグルメが、

もっともっと楽しく広がっていくなんて、
考えただけでワクワクしてきますよね。

日々の生活に「ラテン」をチョイスして
取り入れるだけでＯＫです！

「ラテンな人」って、言われますよ。

これは、すごいほめ言葉なのです。

アルゼンチン
チリ

★サルサ・トリビア
国民的人気バンド、
サザンオールス
ターズの名前の由来は、
なんとサ
ルサのレジェンド集団であるファニ
アオールスターズが語源のひとつ。

サルサが生まれたのは1970年代。
ラテンソウルであるキューバやプエルトリコのカリブ海
の音楽がベース。
クラーベというリズムパターンの音楽でダンスを踊る。サルサはスペイン
語で
「ソース」
という意味。いろんな材料やスパイスが混ざり合ったソースのように音楽もダ
ンスも土地や時代で雰囲気も異なり、
その多様性とシンブルなベースがサルサの最大の
魅力と言えるだろう。

コロンビア

世界中の誰とでも踊ることができる。
その国の言葉がわからなくても、

サルサ

起源はキューバ・プエルトリコ、NYで開花
基本ステップを覚えると誰とでも踊れる！

ベネズエラ

もうすこし、いやもっとスパイス加えたいな！

れてきて労働力とした。アメリカ大陸にきたアフリカ人は、
そ
れぞれの居住地の文化を吸収しながらアフリカのリズムを
乗せた独自の音楽やダンスを創造することにより、
自分た
ちのアイデンティティを確立。
タンゴ、
サンバ、
サルサなどの
ラテン音楽やダンスが多数生まれてきたのだ。

Latin Dance ラテンダンス

プエルトリコ

キューバ

カリブ海を中心としたそれぞれの居住地やスペイン語を話す人々の文化に、
アフリカの解釈を織り混ぜた、陽気であり哀愁が漂う独自の文化

ウルグアイ

TANGO

タンゴ

約130年前にブエノスアイレスの移民たちから生まれた
男同士の荒々しさから男女の駆け引きをも表現するダンス
酒場で男同士が荒々しく踊ったの
がはじまりと言われているアルゼン
チンタンゴ。1920年代にパリで大
流行し世界的に広まり、近年では
ピアソラやミュージカルでブームが
再来。
（協力：スタジオタンゲーラ）

Latin Gourmet ラテングルメ

ラテンなグルメは美味しさいっぱい。ラテンバーやサルサクラブでぜひ味わってほしいグルメをご紹介！

FOOD

フード

サフランなどの香辛料や魚介、
トウモロコシを使った料理

COCKTAIL

カクテル

ラムやテキーラをベースにしたラテンカクテル

人生を積極的に楽しんでいる人。

人生は楽しむためにあるのですし。
Open the Door!

アロス・コン・ポージョ
米とサフランなどの香
辛料に、鶏肉、野菜など
を炊き込んだキューバ
風チキンライス。
2

セビーチェ
魚介類に玉ねぎ、
トマト
などの野菜を加えて、
レ
モンやライム、
香辛料や
塩であえた料理。

タコス
肉や野菜などの具を、
と
うもろこしから作るトルテ
ィーヤに挟んだ料理。
日
本でもおなじみ。

モヒート
ミントの葉と砂糖、
ライムを
つぶし、
ラムとソーダ水
（ま
たはトニックウォーター）
で
割ったカクテル。

キューバ・リブレ
ストロベリー・フローズン・
ラムをコーラで割ったお酒。 マルガリータ
スペインからの独立時のス ストロベリー・リキュールや
ローガン
「Cuba Libre
（キュ イチゴを加えたフローズン
ーバの自由）
」
に由来。
スタイルのマルガリータ。
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音楽を楽しもう！ ダンスを楽しもう！
ラテン音楽の最大の魅力は多彩なリズム！
打楽器の音に合わせて思わず踊りたくなってくる

New Release！

OUR LATIN THING
FANIA ALL STARS
Fania

オルケスタ・デル・ソル通算8枚のアルバム
と2015年のジャパン サルサ コングレスの
ライブの中から、ベスト14曲を収録した
『The Very Best of DEL SOL』
、
7月19日
リリース予定。思いっきりサルサを堪能でき
（UNO RECORDS）
る
！

サルサの誕生を記録した映像と音。70年代の
熱いNYの空気がそのまま記録されている。
ここ
に登場するミュージシャンはいまだ現役で活躍
中。恐るべしラテンパワーが炸裂！
マイケル・ジャクソンがラテンで蘇る！
！いまラテン
界で話題のマイケルジャクソン・
トリビュートアル
バム。
あの名曲がサルサのリズムでよりダンサブ
ルに！
日本サルサの草分け、
デル・ソル。81年のファー
スト、幻の初期名作にボーナストラックを大幅に
加え、97年4月にリリースした復刻版。
日本初の
本格的サルサ・アルバムといえる。

THE LATIN TRIBUTE TO
MICHAEL JACKSON
TONY SUCCAR
Universal Music

Live

LEGEND vol.1
レインボー・ラヴ
オルケスタ・デル・ソル
UNO RECORDS

CONTIGO
DIAMANTES

ハイウェーブ

新曲8曲にカヴァー曲、
作詞にはMONGOL800
のキヨサクをはじめ、宮沢和史・ミャークフツシン
ガー下地勇などが参加した、2011年9月リリー
スの20周年アルバム。
まさにオキナワ・ラティーナ。

Club

クラブ

ダンスとともにラテン文化をトコトン楽しむ
外人客も多く、賑やかで気軽になじめるスペース！
ふらっと訪れてラテン音楽を聴いたり、
ダンスを楽しめるラテンバー、
いわゆるサルサクラブは日本のほとんどの主要都市にある。
バーとしての開店前、19時〜21時頃まではサルサなどのダンスレッ
スンの時間。初心者向けが多く予約不要でレッスンを受けることが
できる。料金はワンドリンク付きで2,000円〜2,500円程度。バータ
イムは、
ラムやテキーラをはじめとする南米のお酒やインカコーラな
どのソフトドリンクを飲みながら、DJのプレイやダンスを楽しもう。気さ
くなDJが多いのでリクエストしたり、気になる曲について聞いてみる
東京・日暮里。下町の雰囲気を生かした家庭的なラ
のもいいだろう。
テンが味わえるサルサクラブ・サルーのYUMIです。
週末は中南米をはじめとする多くの外国人も訪れ、
インターナショナ ライブや音楽講座も開催中。お気軽にご来店を！
ルな雰囲気で盛り上がる。少しおしゃれをして気分を上げて臨もう。

Dance Event

印象的なリズムパターンがベースにあるラテン音楽
ナマでその迫力を体感しよう！

有名なライブハウスでもサルサなどのラテン音楽の演奏が増え
ている。国内のミュージシャンはもとより、海外からも著名なミュー
ジシャンが来日してツアーを開催。
ライブは、一晩で1時間前後の
演奏が2回あるパターンがほとんど。演奏ごとの入替制または、
別
プログラムを2回通しで楽しむことも可能なパターンも。生演奏を
バックに踊ることができるのは、
ラテン、
サルサライブの醍醐味。
気持ちよく音を感じながら、店自慢のグルメも堪能したい。

ライブ

グラミー賞2回受賞の
トロンボーン奏者、
ジミー・ボッシュ氏。
日本の世界の
サルサシーンで活躍中！

ジミー氏とサルサダンサーの奥様

ラテンコンビニでショッピング！

キョウダイマーケット

五反田駅の目の前にあるラテンマーケット
ありとあらゆるラテンの食材や雑貨が大集合！
ペルー産のマカ、
ブラジル産のアサイーなど、今
話題のスーパーフードをはじめ、種類豊富な品ぞ
ろえ。通販も大人気なので、
下記URLからアクセ
スしてみよう。
住所：東京都品川区東五反田1-13-12 COI五反田ビル6F
TEL：03-3280-1035
営業時間：
［月〜金］9:10-18:00 ［土日］10:00-18:00
休業日：祝祭日、年末年始
URL：http://kyodaimarket.com

ダンサーのパフォーマンスも楽しめる
熱気あふれるエンタテイメント・ゾーン！

売上げ BEST 3

1 アサイー

Salsa Club Salud!
YUMI

ダンス
イベント

ダンスイベントやサルサパーティーは日本全国で開催されている。
流れとしては、
オープン後しばらくすると1時間程度のレッスンがあり、
その後DJタ
イム。21時〜22時頃の時間帯にパフォーマンス・ショーとなる。自由にダンスを
楽しめるDJタイムは、曲が変わるごとにパートナーを変えて、曲のカウントをしっか
りと刻みながら、
大勢の人が数十曲を踊り続けるというエネルギッシュな空間に。
ダンサーや上級者のダンスは見ているだけでも刺激になることが多く、初心者も
場慣れや覗いてみる気持ちでぜひ参加してみて。初心者向けイベントも多いの
で
「サルサ イベント」
で情報チェック！

多くの日本人ミュージシャンやダンサ
ーと交流し、観客が一体となる舞台
作りをサポートしているジミー氏。日
本各地のダンスフロアに登場！

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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ラテンダンスを楽しむには、まずはクラブやイベントでレッスンを受けながら、仲間を増やした
り、場慣れしていこう。ここではサルサクラブやサルサイベントを紹介します！

サルサ ホットライン
ジャパン
村山 健太郎
www.salsa.co.jp

海外ゲストダンサーの競演も楽しめる、
日本最大の
サルサイベント
「ジャパン サルサ コングレス」。
今年は10月21日〜23日、
Zepp Tokyoにて！

日本最長の月例サルサイベント
「サルサホットラインナイト」
は
毎月最終土曜日、
ザ・ルーム代官山！

ポリフェノール、
ビタミンE、食物繊維、鉄
分、天然アミノ酸、不飽和脂肪酸を多量に
含有した
「奇跡のフルーツ」。

マナー&エチケット ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

もともとはキナという薬草が使われていた
健康飲料。爽やかですっきりした口当たり
でシャーベットなどでも楽しめる。

上手な誘い方

上手な断り方

ダンスに誘うときは、笑顔
で優しく手を差し出して誘
おう。パートナーがいる場
合には、誘う相手のパート
ナーにも了解をもらおう。
程よい距離感を保ち、踊り
終わったら、
ありがとう、一
緒に踊って楽しかったよ！
の一言で好感度アップ！

連続して長く踊っていると 距離感が近いサルサでは、 緊張感をやわらげるお酒は
少し休みたくなってなること パートナーに不快感をもた ダンスには欠かせないが、
もある。そんな時には、
また れぬように気をつけよう。踊 飲みすぎるとリードが粗くな
次に誘ってくださいね。
とや っているうちに汗をかくの ったりするなど、パートナー
んわりとお断りしてもOK！
で、
制汗剤やタオルや着替 に大迷惑。適量を飲んで
えを用意したり、
コロンを少 気分を盛り上げよう。
また、
しつけておくのもおすすめ。 酔っている人がいたら、お
口臭対策も忘れずに。
店の人に伝えて対応を依
頼しよう。

2 インカコーラ

3 制汗デオドラント

ブラジルからやってきた万能・無香料デオド
ラント。効果が持続し、
お気に入りの香水と
も併用できる。

＜アクセス＞
JR五反田駅東口から徒歩1分／東急池上線五反田駅から徒歩2分／
都営浅草線五反田駅A5出口からすぐ

清潔感が大事

お酒はほどほどに

男女の役割が大切
ダンスでは常に男性がリー
ド、女性がフォローすること
が鉄則。
このようなジェンダー
の意識が踊るときのベース
となる。物語の主人公のよ
うに、男性は男性らしく、女
性は女性らしく魅力的に
振舞いながら踊るのも新
鮮な刺激となるはず。
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Let's Dance! −サルサ編−
Q どこで習える？
A

ラテンバーやサルサクラブでまずレッスン参加
その後、
じっくりスタジオレッスンを！

サルサは、サルサミュージックのわかりやすい4拍子にのって自由に踊れるダンス。
その楽しさは実際に踊ってみないとわからないもの。
基本のステップを試してみたら、クラブやスタジオで初心者レッスンを始めてみよう。

Q 服装やシューズは？
A

Q サルサの兄弟は？
A

クラブレッスンは、
会社帰りの服装で大丈夫

サルサダンスのレッスンは、予約不要・飛び入りで参加できるオープン
クラスと事前申し込み予約が必要なクローズドクラスがある。ラテン
バーなどのお店では、飛び入りで参加できるオープンクラスが主流。19
時〜21時頃のお店がオープンする前の時間帯に開催している。料金
は2,000〜2,500円前後でワンドリンク付き。講師は曜日ごとに異なる
ので、
いろんな種類のサルサダンスを習うことができる。
クローズドクラ
スは、
スタジオレッスンが主流。
レッスンに集中できるのでジックリと習い
たい人向けと言えるだろう。初めてサルサダンスを習う場合は、
まずはク
ラブレッスンに行き、多くの講師と様々な種類のダンスにチャレンジして
から、気に入った講師に相談しながらクローズドクラスで学ぶのがおす
すめだろう。

クラブレッスンの場合、初期の頃は運
動量も多くないので動きやすい服装
で十分。
シューズは比較的滑りやすい
ほうが踊りやすく、女性はヒールでも
OK！ スタジオレッスンの場合は、運動
量も多くダンスシューズが必要になっ
てくる。足にフィットして、
かかとが抜け
ず固定され、女性は3〜5cm程度のヒ
ールがついているシューズが主流。
レ
ッスン中の服装はTシャツとトレーニン
グパンツに着替えたほうがベター。

バチャータ、メレンゲ、
チャチャチャなど

サルサクラブでは、
サルサ以外にも、
し
っとり、
ゆったりした曲調のバチャータ
や、
テンポのいい曲調のメレンゲという
音楽もかかる。
また、
チャチャチャもゆっ
たりしたテンポなので、
サルサをゆっくり
と踊ることで十分対応できる。踊りの基
本をマスターしたら、他のジャンルにも、
挑戦してみよう。

参考 www.monishan.com

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

HIDE & PEKOに教わる！

サルサステップ

まずは

▼ベーシック・ステップ

Dance Studio Casino所属。武永実花
氏に師事。高校生よりサルサダンスを始
め、
日本サルサチャンピオンに。香港、
マイ
アミの世界大会のアマチュア部門で入
賞。現在、
さらに上位を目指し邁進中！

基
本
ポ
ジ
シ
ョ
ン

1

左
足

右
足

左
足
前

2
右
足
中

サルサダンスは地域や時代により少しづつ変化をしているが、現在
の主流なステップは以下の通り。
する。
On1 一拍目に前か後ろにステップ（ブレーク）
ステップ LAで主流となりLAスタイルと呼ばれる。

Dance Studio Casino（詳細P.10）
六本木駅から3分。毎週火19:30〜、
水18:40〜、土日13:20〜、
サルサ体
験開催中！

踊るときのステップは、4拍子×2の8カウント、ただしそのときに使うステップは6歩。
まずは、On1スタイルでステップの絵と動画を見ながらステップしよう！

Start!

ダンス・スタイル

HIDE & PEKO プロフィール

3
左
足
中

4

余
り
の
カ
ウ
ン
ト

▼アンダー・アーム・ターン

ベーシック・ステップと組み合わせてサルサの基本となる動き。
代表的なターン。

3

1

On2 二拍目に前か後ろにステップする。
ステップ NYで主流となりNYスタイルと呼ばれる。
その他、
キューバンステップやコロンビアステップと呼ばれるステップ
がある。

5
右
足
後
ろ

6
左
足
中

7
右
足
中

8

余
り
の
カ
ウ
ン
ト

■■
のの
足足
跡跡
はは
動体
く重
足を
乗
せ
る
足

左足→右足→左足→右足と交互に足を動かします。左足はいつも前に、右足はいつも後ろに！と覚えておこう。
ペアで組んだ場合、男女が向き合ってステップを踏み、相手が一歩前に出るステップに合わせ、自分は一歩後ろにステップ！
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女性がくるっと回る

１
に
戻
っ
て
繰
り
返
し

2
位置をチェンジ

▼クロス・ボディ・リード

男性のリードで、
女性が流れるよ
うにして位置をチ
ェンジ。動きにメ
リハリがつくステ
ップ。

1

3

2
MO
ME
リードは常に男性から！

HIDE & PEKO レッスン動画はコチラ！

ダンスに誘うのも、
ワザをリー
ドするのも男性の役目。
リー
ド&フォローが基本。
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踊らなければ出会えなかった！
人生のパートナーとの共通の趣味に感謝

更年期障害も払拭！健康と
若さを取り戻しました！

互いに開いたサルサのトビラは、
ダンススタイルが違
うという別なものでしたが、
イベントやクラブで意気投
合。同じチームやペアでのパフォーマンスにも挑戦し
ながら絆が深まっていきました。サルサの醍醐味は何
といってもペアダンスならではのリード＆フォロー。楽し
く踊れる相手とは不思議と心も通じ合います。結婚
しても子どもが生まれても、2人でサルサを踊る時間
を持てば、
どんな悩みも乗り越えられる。仲良しサル
サ夫婦、
意外と多いのですよ。

普通の主婦でしたが、
あと数日で40歳という頃に、早すぎる更年
期障害になりました。一睡もできない、
食事が摂れない、
体のあちこ
ちが痛くて我慢できない。体重も落ちガリガリに痩せました。
その状
態が3年間続き、毎日が不安で息をするのも辛かった2000年、映
画「サルサ！」に知人に誘われ、体を引きずって見に行きました。運
命ってあるのですね。映画に心から感動して、
サルサを踊ってみた
いと公民館から一歩目を始めたのです。体はまるでウソのように回
復して、舞台のプロモーションを手がけて11年になります。サルサ
は魔法をかけてくれますよ。

石原 直樹・玲子
東京在住
年齢：
ともに40代
サルサ歴：約20年

高橋 もとか
（サルサイベンター）
神奈川在住
年齢：50代
サルサ歴：15年

始めたきっかけ：直樹は短期留
学中のグアテマラで、玲子は姉
の誘いでサルサクラブへ。

始めたきっかけ：フランス映画「サルサ！」
を
観て衝撃を受けた。
サルサ！
販売元：コムストック・グループ

ステージで踊ることで
毎日が充実！女子力もアップ
社会人1年目の冬に本格的にサルサを習い始めました。最初は早く
上手になりたくて平日の夜も週末もずっとサルサ漬けの日々。すぐにパ
フォーマンスチームに入って、
ステージで踊るという目的ができたこと
で、
この数年間毎週末はレッスンに励んでいます。仕事以外の時間は
サルサに没頭。
プライベートでも目標を持って充実した週末を過ごして
います。ポージングやメイク、色っぽい仕草など、
サルサでは当たり前の
ことが普通のOL生活ではできないですし。
また、
サルサのイベントなど
でMCをさせていただく機会もあり、
楽しみがとても増えました。

サルサで

人生満喫！
−体験談−

サルサをはじめたら、日常がもっと楽
しくなるのはもちろん、出会い、女子
力アップ、健康・アンチェイジングな
どいいことばかり。さあ、あなたも
Let's Try!

工藤 芽生
（OL）
東京在住
年齢：30代
サルサ歴：8年目
始めたきっかけ：ロンドン大学留
学時代に寮のレクリエーションで
サルサのレッスンがあった。

もともとフィットネスをやっていて、
身体を動かすこ
とが大好き。美しく踊りたくて始めたサルサですが、
ペアダンスの楽しさにすっかり魅了されました。気
持ちと体の動きが相手とシンクロしたときは格別
です。ペアで踊っていると、
不思議と相手の方の
本質が伝わってきます。自分のことも見つめ直す
機会になりました。以前からよく通っていた、
ラテ
ンやサルサのライブでも踊れるようになったことで、
更に楽しいラテン人生を満喫中です。
Maki
東京在住

年齢：40代 サルサ歴：1年

始めたきっかけ：素敵な女性インストラクターに出会い、
シャイ
ンステップ
（一人で踊ること）
を美しく踊りたいと思った。
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相手あってのペアダンスは
自分を見つめ直す機会！

今やサルサがライフワーク
好きなことで人生を創る！
サルサは、音楽と身体が一体になり、
自分のココロを解放してくれる手段
です。サルサとの出合いで、
自分の人生は大きく変わりました。デザイン
会社の運営をやめ、
インストラクターとして活動を始めて今年で8年目。
選曲して振り付けを創ることも大好きで、海外遠征にもよく行くようになり
ました。
ダンサーとして更に質を高めながら、
この先は、人生のやりがいを
感じとってもらえるような表現者を目指していきたいと思っています。
サルセロリ
（ダンス講師＆振付師）
福岡在住
サルサ歴：10年
年齢：40代

Interview

ラテンクラブって
どんなとこ？
2016年7月で17周年を迎える六本木の
ラテンクラブ「エル・カフェ・ラティーノ」。
取締役社長であるアレック(アリ)さんにお話を伺った。

ラテン式「おもてなし」を
お客様に楽しんでほしい
平日は、
日本人のお客様がほ
とんど。かける曲もサルサが多
いです。これが週末になると、
六本木という土地がらもあり
外国人の比率が早い時間で
約4割、遅い時間になると7割
ほどが外国人のお客様になり
ます。かける音楽のジャンルも
広がり、
ラテンのヒット曲、
ラテ
ンポップやラテンロックなども
よくかけています。2階ではサルサやバチャータを踊れます。
お客様には、
できるだけスタッフから声をかけて、陽気なラ
テンの雰囲気を肌で感じていただけるよう心がけていま
す。踊っている人たちを眺めながらバーとして使う。
ラテン
音楽に浸る。
もちろんレッスンを受けたり、
ひたすら踊るの
もよし。思い思いのスタイルでラテンの世界を感じてもら
いながら、
ラテン式の「おもてなし」
を楽しんでほしいと思っ
ています。一人一人のお客様を大切にしていますので、
初めての来店でも臆することなく安心してきてください。エ
ネルギッシュな空間の中「生きることは喜び」
と感じてもら
えると嬉しいです。
最近は、懐メロのラテン・サルサが人気です。このGWに
は、初めての方にもラテンの真髄に触れてもらえるような
懐メロをメインにしたイベントを企画していますので、
ラテン
初体験におすすめだと思いますよ。

始めたきっかけ：30歳を過ぎた頃、
知人の紹介でサルサに出合う。そ
の瞬間から完全な一目惚れ。
ファニーラテイナーズ
レッスン受付中！
（詳細P.11）

エル・カフェ・ラティーノ
住所：東京都港区六本木3-15-24
WIN六本木1F
TEL：03-3402-8989
営業時間：
［月〜木・日］18:00-24:00
［金土・祝日前日］18:00-5:00
休業日：月曜日
URL：www.elcafelatino.com
9

要チェック! ラテンスポット
北海道

日本全国に、ラテンを楽しめるスポットはいっぱい。なかでも
選りすぐりのおすすめスポットを一挙紹介。ラテンの世界へGo!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

宮城

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Salsa & Pizza Bar Nico S R
Tel：022-221-5223 青葉区一番町1-15-19 旭トーク1F
URL：http://niconiico.wix.com/nico サルサレッスン＆パーティーは木金土
仙台

仙台
Nota Blanca S L E
Tel：022-217-2707 青葉区一番町2-7-5 飯田ビル8F
URL：www.notablanca.com サルサナイトは毎月最終金曜日

東京

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

SALSA CARIBE S B E
Tel：03-3746-0244 港区六本木5-3-4 レーヌ六本木ビル2F
URL：www.salsacaribe.jp
六本木

El Cafe Latino B L E
Tel：03-3402-8989 港区六本木3-15-24 WIN六本木1F
URL：www.elcafelatino.com
六本木

VIVO BAR TOKYO B E
Tel：03-6447-1963 港区六本木7-10-3 小林ビルB1F
URL：www.vivo-bar.com
六本木

SALSA SUDADA B L E
Tel：03-6447-1249 港区六本木7-13-8 Fusion Bldg 3F
URL：www.salsa-sudada.jp
六本木

六本木
Studio Pepe 2 ST L E
Tel：03-5474-8019 港区六本木7-17-12 ビジネスアパートメンツB1F
URL：http://studio-pepe.com

ZONA LIBRE
東京都港区六本木7-18-13 B1F
URL：www.zonalibre.jp
六本木

ST L

E

六本木
Dance Studio Casino ST L E
Tel：03-5771-7046 港区六本木5-2-4 第2鳥勝ビル4F
Mail:info@studio-casino.com URL：www.studio-casino.com
六本木
JAZZ RESTAURANT SATIN DOLL R E
Tel：03-3401-3080 港区六本木4-11-5 六本木ビルアネックス4F
URL：www.leglant.com/satindoll/

原宿クロコダイル R E
Tel：03-3499-5205 渋谷区神宮前6-18-8 ニュー関口ビルB1F
URL：www.crocodile-live.jp
新宿

新宿
Latin Club LEON S B L E
Tel：03-3204-3337 新宿区新宿5-17-6 B1F
URL：www.latinclub-leon.com
新宿
スタジオ レオン ST
Tel：03-3204-3340 新宿区新宿5-17-6 2F
Mail：latinclubleon@gmail.com
新宿
CON TON TON B E
Tel：03-3356-3369 新宿区新宿5-10-23
URL：http://contonton.com ライブ、DJイベントなど不定期に開催

Mambo Bar B E
Tel：03-3351-3138 新宿区新宿3-10-11国久ビル3F
URL：www.mambobar.jp
新宿

新宿
アイララ B E
Tel：03-3352-3535 新宿区新宿2-15-11 信田ビル1F
URL：http://ailara.blog24.fc2.com
銀座
Latin Bar Las Risas B L E
Tel：03-3541-3303 中央区銀座8-12-6 小野商ビルB1F
URL：www.lasrisas.com
銀座
スタジオ タンゲーラ T ST
Tel：03-3547-6190 中央区銀座6-13-7 同郷会館ビル6F
URL：www.studio-tanguera.com
日暮里
サルサクラブSalud!（サルー） B L E
Tel：03-3807-2150 荒川区東日暮里6-60-9 日暮里駅前ビル3F
URL：www.club-salud.com
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神奈川

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

オアシスラティーノ S R B L E
Tel：045-251-3392 中区初音町3-62 黄金ビル2F
URL：www.oasis-latino.com
横浜
Night Fire S B L E
Tel：080-4168-1176 中区末吉町4-75 末吉ショッピングセンター2F
URL：https://nfyokohama.wordpress.com
横浜
Dance＆Cafe 3355 S B L E
Tel：045-681-5995 中区尾上町2-18-1 YSビルB1F
URL：http://blog.livedoor.jp/salsa3355/archives/66518862.html
鎌倉
鎌倉FM「ラテンナイト」 Z
毎週放映、サルサなどラテン系ダンスや音楽を紹介する60分番組
URL：https://www.facebook.com/RADIOCLUBLATINO/?pnref=story
横浜

千葉

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

柏
Kashiwa Latin Night E
Mail：salsaconaska@hotmail.com
中央町2-10 KSSビル3F Sound Bar Woodyhouse
柏
Aska's Salsa night S E
Tel:04-7145-5318 南柏2-3-9 M's Bar
Mail：salsaconaska@hotmail.com
松戸
Japan Mambo サルサon2パフォーマンスクラス S L
新松戸4-91 新松戸文化教室
Mail：salsaconaska@hotmail.com

T タンゴ ★カテゴリー

B バー R レストラン ST スタジオ

L スクール・レッスン

E イベント・ライブ

茨城

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

つくば
茨城タンゴ T L E
Tel：090-7416-5891（高渕良恵 ）
つくば市・土浦市周辺でレッスンを開催
URL：https://www.facebook.com/bailamosdappeyo/
つくば
Salsa en Tsukuba S L E
イベント開催
URL：http://salsa-en-tsukuba.blogspot.com

広いスタジオで
思いっきり体を動かしてみませんか？
フィ
トネスインストラクター経験を
生かしたわかりやすい指導で、
まずは最初の一歩から
！

Z その他

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Meg's Salsa Bachata Lesson S L
第五マルカビル4F新潟駅前カルチャーセンター（中央区東大通1-1-1 ）
で
レッスンを開催 http://www.culture.gr.jp/detail/niigata2/index.html
※毎月第1・3金曜19:30〜20:20
新潟
♪もっとラテン踊りましょう♪ S E
新潟のサルサ情報はここをチェック！
URL：http://homepage3.nifty.com/salsa-niigata/

静岡

東通
り

花屋

Cuban Salsa

宇都宮サルサ（宮サル） S L E
ダンススクールマツエ（宿郷2-10-16 ）
でイベント開催
URL：www.ac.auone-net.jp/~miyasal/
新潟

外苑

郵便局ビルの地下になります。

宇都宮

新潟

ア
マ
地下鉄 ン
六本木駅 ド
3番出口

ダンスオプション六本木（B1F）

つくば
DANZA CUBANA in TSUKUBA S L E
イベント開催
URL：https://www.facebook.com/events/156017858120002/

栃木

各種 地下鉄
六本木駅
3番出口より
徒歩2分

り
木通

六本

坂

マンボナイト S L E
Mail：NJ.Salsa.Company@gmail.com
スタジオ童梨夢24（地下鉄北24条駅直結地下2階 ）
でレッスン・イベント開催
札幌

S サルサ SB サンバ

芋洗

札幌
El Mango S B E
Tel：011-512-0195 中央区南7条西3 青樹社ビルB1F
URL：http://sapporo-salsa.com

国立
Studio Bueno S L E
Tel：042-519-8433 国立市東1-6-20 小貝ビル3F
URL：http://studiobueno.jp
東京
MIKI CUBAN DANCE L
Tel：090-2917-1779 下北沢・新宿・大森でレッスン開催
URL：http://mikistylecuba.com ※初回限定お得な体験クーポンあり
東京
マルガリータのシェイプアップサルサ L
目黒学園カルチャースクール、産経学園新百合ヶ丘校等でレッスン開催
URL：http://nicomarsalsa.com
東京
Salsalion Kimi L E
Tel：090-4711-4485
銀座・ラスリサス、新宿・レオンスタジオでレッスン・イベント開催
URL：www.kmicco.com/jp/ ※初回のみ500円OFF
東京
ELEGGUA Dance School L
六本木、五反田でレッスン開催
URL：www.eleggua.jp
東京
MITSALSA DANCE COMPANY L
六本木、代々木でレッスン開催
URL：www.mitsalsa.net
東京
Nao & Masa Salsa Lesson L
六本木でレッスン開催
URL：www.nao-masa.com
東京
LA BOMBA L
Tel：090-8686-7616 六本木、渋谷でレッスン開催
URL：www.la-bomba.com
東京
Ms Projects E
六本木、横浜などでイベントを開催
http://motoka.wix.com/ms-projects
東京
Bachata Republic Entertainment L E
小伝馬町、六本木、渋谷でレッスン・イベントを開催
URL：http://ameblo.jp/bachata-republic/
東京
隠れ家サルサ S L E
Tel：090-5446-3897
フラワーヒル目黒（品川区上大崎4-3-14 ）
でレッスン・イベントを開催
Mail：keinagai88@gmail.com （Tommy ）
※電話またはメールで参加表明の方は初回のみ¥1,000
東京
Sensual Bachata L
La Celula（目黒区下目黒2-2-8 メディアビル1F ）
でレッスン開催
URL：http://studio-lacelula.com
東京
SB
L
Que Sorte!（キソルチ）
Mail：ayakoquesorte@gmail.com 六本木、日暮里、吉祥寺、横浜でレッス
ン開催 URL：http://blog.livedoor.jp/quesorte/
※Samba、Zoukなどブラジリアンペアダンス
東京
ワイワイOn2ナイト by まさき
（ち）&もっち L E
Mail：info@mm-salsa.jp Studio Zona Libre（港区六本木7-18-13 ）
でレ
ッスン・イベント開催 ※毎月第3木曜日、19:30〜23:30

★ジャンル

※営業時間・定休日・スケジュール等は各店舗にご確認ください。※掲載順不同。

月曜日 17:00〜18:30
土曜日 14:30〜16:00

Instructor

Misa

NPO 法人日本サルサ協会
公安委員会承認 認定指導員
一般社団法人
日本鍼灸療術医学会 会員

体験 ￥2300（1ドリンク付き）
スタジオ入会金 ￥3000
1 lesson ¥2500（1ドリンク付き）

TEL:03-6447-1724
http://www.doroppongi.com

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

SALSA FUEGO！ S L
Mail：taka.okidoki@gmail.com
Planet Cafe（中区元城町223-1 ）
にてレッスン開催
※毎週火曜20:00〜
浜松

愛知

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

マコンドサルサダンススクール（カフェ マコンド） S B L
Tel：052-252-5303 中区栄3-9-19 Le parc m.k.4F
URL：http://cafe-macondo.jp
名古屋

京都

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

CAFE RUMBITA B L E
Tel：075-212-1504 中京区河原町六角東入ル山崎町258-19 珠光
ビル3F URL：www.rumbita.jp
京都

大阪

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Cell & ETHNIC STUDIO B L E
Tel：06-6261-6177 中央区南船場1-16-2 ふぁみーゆ南船場B1F
URL：http://cellcomplex.com
大阪

兵庫

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Salud Kobe（サルードこうべ） S T ST E
Tel：090-8148-7575 中央区下山手通2-4-13 永都ビル神戸一番
館B1F URL：http://salud-kobe.com
神戸

神戸
Los Valientes Salsa Dance Project S L E
Mail：manabu34@hotmail.com 神戸、大阪、東京でレッスン・イベント
を開催 URL：http://los-valientes.com

広島

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Mambos B L E
Tel：082-246-5809 中区薬研堀7-9 三和ビル3F
URL：http://barco.ftw.jp
広島

香川

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Salsa Manny Siete dance school S L E
Tel：090-2829-2202 丸亀町レッツホール カルチャールーム3（丸亀
町1-1 高松丸亀町壱番街東館4F ）
でレッスン・イベントを開催
Mail：salsamanny2002@yahoo.co.jp ※Siempre Salsa Party@Nashvill
のフライヤーをお持ちの方は、初回のみレッスンが無料
高松

福岡

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ONEWAY B L E Tel:090-1929-1344 中央区舞鶴1-6-2
URL：https://www.facebook.com/ONEWAY-227433830632708/
福岡

福岡
ファニーラテイナーズ（Funny Latainers） S L E
Mail：info@funnylatainers.com 中央区天神4-1-24 3F
URL：http://funnylatainers.com
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