情報の提供・掲載はこちらまで

www.salsa120.jp
June

FAX: 03-3463-3766
E-mail: salsa@salsa120.jp
イベントリストに情報掲載ご希望の方は直接本誌ホームページ、
FAXまた
はEMAILにてお気軽にお早めにご連絡ください。情報は日程、
イベント名、
会場、
問い合わせ、
ジャンルです。
尚、
掲載スペースの都合上表記の一部を
省略することがあります。
また毎月同日のレギュラーイベントの掲載も、
毎月申し込みがないと掲載されませんので予めご了承ください、
イベントリストに掲載の方には本誌の配布にご協力をお願いしています。

日程

イベント・ライブ名

会場・問い合わせ先
関

6/1,8,15,22,29(月)
6/1,8,15,22,29(月)
6/2,9,16,23(火)
6/3(水)
6/3,10,17,24(水)
6/3,10,17,24(水)
6/3,10,17,24(水)
6/4(木)
6/4(木)
6/4(木)
6/4,11,18,25(木)
6/4,11,18,25(木)
6/4,11,18,25(木)
6/5(金)
6/5(金)
6/5(金)
6/5,12,19,26(金)
6/5,12,19,26(金)
6/5,12,19,26(金)
6/5,12,19,26(金)
6/5,12,19,26(金)
6/5,12,19,26(金)
6/5,12,26(金)
6/6(土)
6/6(土)
6/6(土)
6/6(土)
6/6(土)
6/6,13(土)
6/6,13,20,27(土)
6/7(日)
6/7(日)
6/7(日)
6/7(日)
6/7(日)
6/7(日)
6/7(日)
6/7(日)
6/7(日)
6/9(火)
6/9(火)
6/10(水)
6/11(木)
6/11(木)
6/11,25(木)
6/12(金)
6/12(金)
6/12(金)
6/13(土)
6/13(土)
6/13(土)
6/13(土)
6/13(土)
6/14(日)
6/14(日)
6/14(日)
6/14(日)
6/14(日)
6/15(月)
6/15(月)
6/17(水)
6/18(木)
6/19(金)
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東

"月曜日はレディースデー♪女子はエントリーフリー!!" (19:00-)
日暮里Salud (3807-2150) 男￥1000 w1d
"横浜サルサナイト・超初心者レッスン有" (19:00-23:30)
横浜関内3355 (問080-2048-0911) ￥エントランスフリー Drink￥500〜
"荻窪サルサレッスン＆フリー" (19:30-)
荻窪Live Bar Bunga (3220-9355) ￥500+1d〜
仲田美穂+渋谷和利+佐々木誠 (19:00-)
六本木Jazz Live & Bar Softwind (6808-7337) Music Charge￥3200
"日暮里でソンを踊ろう!もちろんサルサもあります" (20:30-)
日暮里Salud (3807-2150) ￥1000 w1d
"サルサ踊れます" Lesson有 (19:30-1:00)
横浜元町Zero (045-663-4884) ￥1000 w1d
"★中央線サルサナイト★DJ小森Yamato" (20:15-23:00)
吉祥寺Carib (0422-21-2330) ￥1500 w1d
"くみっこ☆ナイト" Lesson有 (19:30-)
六本木Salsa Copacabana (問080-3208-6466) ￥2500
"飲んで踊ってまた飲んで" DJ:Nagare (20:30-)
日暮里Salud (3807-2150) ￥1000 w1d
"ユカリのサルサナイト" Lesson有 (19:00-Mid)
新宿Latinclub Leon (3204-3337) ￥2000 w1d
"日暮里L.A. On 1ナイト!!" (20:30-)
日暮里Salud (3807-2150) ￥1000 w1d
"IkuzoのMambo Latino" (20:00-0:00)
横浜黄金町Oasis Latino (045-251-3392) ￥1000 w1d
"AniquiのCuban beginner's Night" Lesson有 (20:00-0:00)
横浜関内3355 (045-681-4545) ￥2000 w1d
"Los Hermanos Valle en Concierto" (20:00-)
赤坂B flat (5563-2563 ) ￥3000
"Latin DJ Night" (20:30-)
日暮里Salud (3807-2150) ￥1500w1d
"なおこLimboダンス & サルサ" Show有 (0:00-)
新宿Latinclub Leon (3204-3337) ￥2500 w1d
"Jimaguaフリーレッスン" (18:30-)
六本木Salsa Sudada (5474-8806)
"G-Box Salsa Friday Night" (20:45-23:00)
恵比寿G-Box (6231-0170) ￥1500 wds
"T.G.I.F. Salsa Cubana!!" Lesson有 (20:00-0:00)
横浜黄金町Night Fire (045-261-1882) ￥1500 w1d
"1コインラテンナイト" (要問)
新宿Latin Bar Linda (3207-2079) ￥1000（エントランス+snack Drink￥500）
"Kozueサルサナイト" Lesson有 (19:00-23:30)
横浜関内3355 (問080-2048−0911) ￥2000,1200 w1d
"サルサ踊れます" Lesson有 (19:30-1:00)
横浜元町Zero (045-663-4884) ￥1000 w1d
"くみっこサルサナイト" (19:00-Mid)
新宿Latinclub Leon (3204-3337) ￥1500 w1d
"オーガニック・サルサ ラテン名曲特集" (18:00-21:40)
下北沢タウンホール12Fスカイサロン (問070-5453-2452) ￥1000
アレキサンダーwith Puros Habanos X Nuevo Viento (20:00-)
原宿Crocodile (3499-5205) ￥2500
"Salud Night" DJ:ゆき (20:30-)
日暮里Salud (3807-2150) ￥1500 w1d
"Reinaの親子サルサ " (12:00-13:00)
銀座ラス・リサス (3541-3303) 親子￥2000 w2d〜
"ラテンジュークボックス〜リクエストしてCDをGetしよう" (20:30-)
銀座ラス・リサス (3541-3303) ￥1500 w1d
"フランクSalsaパーティ" Lesson有 (19:00-Mid)
新宿Latinclub Leon (3204-3337) ￥2000 w1d
"横浜サルサSaturdayナイト" Lesson有 (17:30-23:30)
横浜関内3355 (問080-2048−0911) ￥1200 ￥1500 ￥2000 ￥2500w1d
"Sunday live Chan Chan" (20:30-)
六本木Salsa Sudada (5474-8806) エントランス無料
"サルサde地域コミュニケーション会" (18:00-20:00)
国分寺労政会館 (問090-6003-5410) ￥600
"パーカッションバトル" (19:15-)
荒川沖ラ・クラベ・カサ・デ・マロン (029-841-5417) 前￥2400 当￥2600
"恵比寿サルサ" (14:00-17:00)
恵比寿G-BOX (6231-0170) ￥2000 wds
"Salsa International" DJ: Rafael他 (18:00-)
青山Fiat Space (5771-7660) ￥2500 w1d
"Salsa Fire in Yokohama Vol.7" (18:30-23:00)
横浜黄金町Night Fire (045-261-1882) ￥2000 w1d
"Fiesta En CubaI!! Vol.3＊三度目のショウジキ＊" (18:00-)
松戸Salsa Bar Cuba (047-361-5351) ￥2000 w1d & F
"禁煙サルサクラブ By Mitsue" (18:00-21:00)
千駄ヶ谷区民会館 (問080-5677-7787) ￥500
"新宿Sun Dayサルサ" (13:30-16:30)
新宿Latinclub Leon (3204-3337) ￥1000 w1d Drink￥500
"Noche Latina" (19:00-23:00)
八王子ウエ-ブ (042-626-8774) ￥1500 w1d
"ノーチェ・デル・ソン" ドス・ソネス・デ・コラソネス with 小泉哲夫 (20:00-,21:30-) 表参道プラッサオンゼ (3405-8015) ￥2700 w1d
寿永アリサ・コン・マエストロ・プチ (18:30-)
モーションブルーヨコハマ (054-226-1919)
"Salsoul Night"DJ:Tatsuya (20:30-)
日暮里Salud (3807-2150) ￥1000w1d
寿永アリサ・コン・マエストロ・プチ (20:00-3stages)
桜木町ル・タン・ペルジュ (045-242-9777) 投げ銭
"荻窪サルサレッスン＆フリー" (19:30-)
荻窪Live Bar Bunga (3220-9355) ￥500+1d〜
"Paso a Paso" Latin Selector:NoGA (20:30-)
日暮里Salud (3807-2150) ￥1500 w1d
"The Fort Fussa Salsa Dura Party" DJ:T-Rod (21:00-0:00)
福生Latin America (問090-9243-0189) ￥1500
"DJ★Rodrigo東京ラテンナイト" Lesson有 (19:30-0:00)
六本木Studio Pepe2 (5474-8019) ￥2000 w1d
"隠れ家サルサ・ロマンティカ" Lesson有 (19:00-23:00)
恵比寿Ted Art Studio (問070-5453-2452) ￥1500 Soft Drink飲み放題
"En La駅舎 SALSA 9001 Vol.2" Live:ラスニンジャス (16:30-21:00)
横浜桜木町 創造空間9001 (045-226-5511)前 ￥2500 当 ￥3000 w1d
"DJ★Rodrigo日暮里ラテンナイト" (20:30-)
日暮里Salud (3807-2150) ￥1800 w1d
"2ndサタデー★Cu!Cu!Cuban Night!" Lesson有 (20:00-)
六本木WhiteRoom (5775-2927) ￥2000 w1d
"東京ラテンナイト NY.On2 レッスンBy森若菜" (19:00-0:00)
六本木Studio Pepe2 (5474-8019) ￥2000 w1d
"Salsa Caribe Anniversary "12 Anitos"" (19:00-)
六本木Salsa Caribe (3746-0244) 前￥2000 当￥2500 w1d & Food
Sunday live Puros Habanos (20:30-)
六本木Salsa Sudada (5474-8806) エントランス無料
"Habana Night〜初心者に優しいSalsa Party" DJ:Tsuyoshi (20:30-)
銀座ラス・リサス (3541-3303) ￥1500 w1d
"禁煙サルサ" (17:45-18:45)
麻布区民センター (問080-5677-7787) ￥500
"新宿お昼のサルサ" (13:30-16:30)
新宿Latinclub Leon (3204-3337) ￥1000 w1d Drink￥500
"Crystal Jazz Latino" (18:30-)
横浜 Motion Blue (045-226-1919)
Grupo Cache (20:00-)
神保町エルアルボリート (3295-9609) ￥2000 w1d
"クラブ・デル・ソン" Live:ドス・ソネス・デ・コラソネス (19:30-)
神田多町2-2-3元気ビル3F (なし) ￥2500 w1d
"飲んで踊ってまた飲んで"DJ:Nagare (20:30-)
日暮里Salud(3807-2150) ￥1000 w1d
"Kmicco☆Wonder Night" PF有 (19:30-Late)
新宿Latinclub Leon (問080-3208-6466) ￥3000

ライブイベント
日程

※スケジュールは変更される場合があります。
また、
内容詳細は会場もしくは主催者へお問い合せください。

イベント・ライブ名

会場・問い合わせ先
関

6/19(金)
6/19(金)
6/19(金)
6/19(金)
6/20(土)
6/20(土)
6/20(土)
6/20(土)
6/20(土)
6/20(土)
6/20(土)
6/20(土)
6/21(日)
6/21(日)
6/21(日)
6/21(日)
6/21(日)
6/21(日)
6/21(日)
6/21(日)
6/22(月)
6/23(火)
6/23(火)
6/23(火)
6/25(木)
6/25(木)
6/26(金)
6/26(金)
6/26(金)
6/26(金)
6/27(土)
6/27(土)
6/27(土)
6/27(土)
6/27(土)
6/27(土)
6/27(土)
6/27(土)
6/27(土)
6/28(日)
6/28(日)
6/28(日)
6/28(日)
6/28(日)
6/28(日)
6/28(日)
6/28(日)
6/30(火)
6/30(火)
6/6(土)
6/12(金)
6/13(土)
6/13(土)
6/15(月)
6/20(土)
6/23(火)
6/26(金)
6/5(金)-7/12(日)
6/6(土)
6/6.13,20,27(土)
6/7(日)
6/11(木)
6/19(金)
6/20(土)
6/27(土)
月-日曜日
第1,3月曜日
毎週火曜日
第1,2.3火曜日
第4火曜日
第1,3木曜日
第2,4木曜日
毎週木曜日

東

"Salsa Night" DJ:Masa (20:30-)
"ラテン名曲で踊らナイト♪" Lesson有 (19:30-23:30)
"異業種交流会 & Salsa" (19:00-21:00)
"On2踊らナイト レッスンby Nao/Masa" (19:00-0:00)
Son四郎 (19:15-)
"Miuレッスン&La Ultima Noche" DJ:DOS EQUIS (20:30-)
"98% Cuban Stuff !!" DJ:Shingo̲t. (19:00-23:00)
Pink Bongo (19:30-)
"DJキースNight" DJ:Keith D (20:30-)
"Latin Club Leon3周年パーティ Salsa Live" Lesson有 (18:30-Mid)
仲田美穂 (20:00-2stage)
"横浜De福岡Mambo" DJ:MoMot (19:00-23:30)
"DJパフォーマンスパーティー" (14:00-)
"池袋HappyサルサパーティーBy東京サルサムーブ" (15:15-17:15)
"オーガニック・サルサ Bachata名曲特集" (18:00-21:40)
"Fumiko & AOIお昼のサルサ" Lesson有 (13:30-16:30)
"Salsa Mania" Son Reinas (19:30-)
Sunday live Son Ache (20:30-)
"ライブイベント日銀奏祭" Live:Grupo Cahce (20:00-)
"Salsa Y Sabor" (19:00-23:00)
"Food食べ放題+サルサレッスン2回
（David & Chie）
" (18:00-22:00)
"Noche Latina" (18:00-23:00)
仲田美穂 (20:00-,21:30-)
Pink Bongo (19:30-)
ペドロ梅村 (20:00-)
"Salsoul Night"DJ:Tatsuya (20:30-)
"Noche De Rumba" (20:00-朝)
"Salsa Night" DJ:Masa (20:30-)
"大手町Romantico" (19:00-22:00)
"Salsa International" DJ: Rafael他 (19:30-)
"Tim★Cuba" DJ Kazuru (20:30-0:00)
"Ritmo De Cali Party" Lesson有 (19:00-23:30)
"Salud Night" DJ:ゆき (20:30-)
"ビクトルSalsaパーティ" PF有(1800-Mid)
"第4土曜は厚木でSalsa Party" (18:30-)
"ハーレムサルサダンサーPresents BBナイト" DJ:まつし (20:30-)
Son Ache (19:30-)
"キューバ学校 キューバ映画の魔力" (15:00-18:00)
"サルホナイト★" ADDICT/Eikotropicana他 (18:00-23:20)
"Son De Ginzaほぼ100％ソンのイベント" DJ Tsuyoshi (20:30-)
"サルサ&ワールドダンスフェスタBy東京サルサムーブ" (15:00-18:00)
"立川サルサナイトVol.49" (18:00-)
"パエリアの日 Sunday live" Live:岩村健二郎&カモンカモン (20:30-)
"Groove Salsa"DJ:Masa (19:00-)
"タッキー＆Manonのサルサビギナーズ天国 中高年初心者大歓迎!" (13:00-16:00)
"新宿お昼のサルサ" (13:30-16:30)
"アルゼンチンタンゴミロンガ" (19:00-22:00)
Ken Dance Factory Present's Mini×2 Salsa Party" (19:00-)
Combonitos定額給付金配付記念ライヴ! (19:30-)
関 西
"★Salsa Y Sabor ★By Wilson" (20:00-5:00)
"Happy Salsa ビギナーズ
（はぴサパ！）
" (21:00-23:00)
"Tim★Cuba" (15:00-20:00)
"Afro-Latin Party" DJ有 (22:00-5:00)
"★赤穂サルサ＆ラテンパーティー★" (19:00-22:00)
"Salsa Power Play" DJ:Andy & Kozo (19:00-1:00)
"★太子町キャンドルサルサ★" Lesson有 (19:30-21:30)
"★Bachata Night★" DJ:Rochard (21:00-)
中 部

日暮里Salud (3807-2150) ￥1500 w1d
新宿NPO Impacto Latino (6303-3638) ￥2000 w1d
新宿スタジオLeon (3204-3340) ￥3000 2人〜/人 飲み放題+軽食+ラテンクラブレオン入場無料
六本木Studio Pepe2 (5474-8019) ￥3500-￥2500-￥1500 w1d
荒川沖ラ・クラベ・カサ・デ・マロン (029-841-5417) 前￥2500 当￥2700
日暮里Salud(3807-2150) ￥1500 w1d〜
国分寺 Rubber Soul (042-328-4421) ￥2000 w1d
日立市George-House (0294-35-2780) ￥
銀座ラス・リサス (3541-3303) ￥1500 w1d
新宿Latinclub Leon (3204-3337) 前￥2000 当￥2500 w1d
横浜野毛ジャンク (045-242-1433) 要問
関内LT-1 (問090-8087-4680) ￥2000 w1d
日暮里Salud (3807-2150) ￥2000 w1d
池袋スタジオOWL (問090-6003-5410) ￥1200 wフリーソフトドリンク
下北沢タウンホール12Fスカイサロン (問070-5453-2452) ￥1000
新宿Latinclub Leon (3204-3337) ￥2000 w1d Drink￥500
江古田Buddy (問090-7715-3676) 前￥2700 当￥3000
六本木Salsa Sudada (5474-8806) エントランス無料
銀座ラス・リサス (3541-3303) 前￥2500 当￥3000 w1d
橋本Bar Salji (042-770-0530) ￥1500 w1d
大手町サンケイビルB2Fマンハッタンブルー (問5771-7046) ￥3500
八王子ウエ-ブ (042-626-8774) ￥1500 w1d
荻窪ルースター (5347-7369) ￥2500
赤坂 B-flat (5563-2563)
六本木All of me club (3403-1947) ￥3000
日暮里Salud (3807-2150) ￥1000w1d
本厚木アワス (046-294-4712) ￥1500 w1d
日暮里Salud (3807-2150) ￥1500w1d
大手町東京サンケイビルメトロスクエアB2Fガーデン (問5771-7046) ￥2000〜
六本木Studio Pepe2 (5474-8019) ￥2500-2000 w1d
六本木Salsa Copacabana (5785-3627) ￥2000 w1d
新宿Ritmo De Cali (6805-7090) ￥2000 w1d& snack
日暮里Salud (3807-2150) ￥1500 w1d
新宿Latinclub Leon (3204-3337) ￥2000 w1d
本厚木Awaz (問090-2301-4662) ￥1000
銀座ラス・リサス (3541-3303) ￥1500 w1d
北松戸Salsa Bar Cuba (047-361-5351) ￥2500
代官山ヒルサイド・アネックス (3461-5032) 要問
青山 Max Climax (問5411-4818) ￥1500〜
銀座ラス・リサス (3541-3303) ￥1500 w1d
新大久保スペースDo (問090-6003-5410) ￥3000フリーソフトドリンク
立川Sheep (042-522-6080) ￥2000 w1d
六本木Salsa Sudada (5474-8806) エントランス無料
日暮里Salud (3807-2150) ￥2500 w1d
銀座ラス・リサス (3541-3303) ￥1500 w1d
新宿Latinclub Leon (3204-3337) ￥1000 w1d
吉祥寺カリブ (0422-21-2330) ￥2500 w1d & Snack
日暮里Salud (3807-2150) ￥2000 w1d
渋谷JZ Brat (5728-0168) ￥4500

"Fiesta Cuba" Live: D'amore(From Cuba) (19:00-21:00)
"金沢百万石まつり Salsa Night" (19:00-)
"Saturday Night Salsa" (19:00-)
"Numazu Salsa Party" Lesson有 (18:00-0:00)
寿永アリサ (20:00-3stages)
"Salsa Night" (20:00-)
"Doctor Salsa Vol.72" (21:00-)
"Salsa Caliente " Live: Mantequilla Perro (19:00-)
"アルゼンチンタンゴ &サルサ&社交" (要予約)
"アルゼンチンタンゴ & サルサ" (18:00-19:30)
"Salsa Fuego" Lesson有 (20:00-)
"アルゼンチンタンゴ&社交&サルサ" (10:30-11:45)
"Salsa Night" Lesson有 (19:00-0:00)
"サルサ&社交" (13:00-14:15)
"アルゼンチンタンゴ & サルサ" (13:00-14:15)
"サルサの日" (21:00-0:00)

静岡朝霧ジャンボリーゴルフクラブ (0544-52-0246) 前￥5000 当￥6500
金沢Salsa mama (076-234-2744) ￥1500 w2ds
金沢Salsa mama (076-234-2744) ￥1500 w2ds
Club Zenith Numazu (問090-2349-2872) ￥1500 w1d
名古屋Mamboland (052-733-6004) ￥3000
沼津 Speak EZ (055-964-5131) ￥1000
福井Salsa Lab (問090-2090-9090) ￥1000 w1d
清水Gobal Taste (0543-45-5511) ￥4000 w1d
金沢米泉3米泉アートスペース(問090-2093-8771) ￥1000 wd
金沢西泉1.開進堂楽器ヤマハセンター (076-247-1264) ￥2000
浜松Emporio Cafe (問090-2680-6839) ￥1000 w1d
金沢森戸1.ひろ田美術アートサークル蘭 (076-240-0007) ￥1300 wd
名古屋伏見Club Jmax (052-223-5100) ￥2000 w1d
金沢大額2.シダックスカラルチャークラブ (問090-2093-8771) ￥1470 wd
金沢大額2.シダックスカルチャークラブ (問090-2093-8771) ￥1995 wd
静岡Stile Libero (054-274-2730) 無料

姫路Latin Bar Tropicana (079-222-5837) ￥1500 w1d
姫路Latin Bar Tropicana (079-222-5837) ￥500
北堀江カフェ・アブサン (06-6534-6635) ￥1500 w1d
大阪Covent Garden (06-4391-3177) ￥2000 w2ds
赤穂加里屋まちづくり会館 (問090-1486-4921) ￥1000
神戸三宮CopaCabana (問090-4653-5834) ￥2000 w1d
太子町ダンスホール キャンドル (079-277-3111) ￥1000
姫路Latin Bar Tropicana (079-222-5837) ￥1000 w1d
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日程

イベント・ライブ名

会場・問い合わせ先
中

毎週木曜日
最終木曜日
毎週金曜日
毎週金曜日
毎週金曜日
第1,3金曜日
第2,4金曜日
毎週金土曜日
毎週金土曜日
毎週土曜日
第1土曜日
第1土曜日
第2土曜日
第4土曜日
毎週日曜日
第1日曜日
第1,3日曜日
最終日曜日

"サルサナイト" Lesson有 (20:30-23:30)
"Big Salsa Party" DJ:Louis他 (21:00-)
"Fiesta Latina" Lesson有 (20:00-)
"Salsa Night" (22:00-Mid)
"サルサ&社交&アルゼンチンタンゴ" (14:40-15:50)
"♪もっとラテン踊りましょう♪" Lesson有 (21:00-0:00)
"♪もっとラテン踊りましょう♪" Lesson有 (21:00-0:00)
"Tropical Club Night"
"マコンドサルサナイトクラブ" (金21:30-,土20:30-)
"Salsa Night" (20:30-)
"レディースナイト" (20:30-)
"!Viva El Sabado!" (20:00-0:30)
"御殿場サルサパーティ" (22:00-5:00)
"Salsa Con Sabor" DJ有 (18:30-0:00)
"マコンド★プリメーラサルサParty" (19:30-)
サルサナイト Lesson有 (18:30-23:00)
"アルゼンチンタンゴ & サルサ" (19:30-20:30)
"Caribbean Dance Party" (18:00-Mid)

6/13(土)
6/27(土)
毎週火-金曜日
毎週土曜日

"オールジャンルパーティー Noche Brava" DJ:Andy (22:00-)
"Salsa Party" Lesson有 (21:30-1:00 )
"Salsa Night" Lesson有 (19:00-)
"Latin Night" Lesson有 (19:00-)

6/6(土)
6/20(土)
6/20(土)
毎週火水曜日
毎週月-土曜日
毎週水曜日
第2水曜日
毎週金曜日
毎週金曜日
第2金曜日
毎週金土曜日
毎週金土曜日
毎週金土曜日
毎週金土曜日
毎週土曜日
毎週土曜日
最終土曜日
毎週第1,3,4土曜日
毎週第1土曜日
毎週第2土曜日
毎週第4土曜日
第1日曜日

"Loco Loca Latin Party" (20:00˜2:00)
"ラテンナイト" (20:00-1:00)
"Loco Loca Latin Party" (20:00-2:00)
"わいわい倶楽部" Lesson有 (19:30-21:30)
"Salsa Night"Lesson有 (20:00-2:00)
"Blue Moon Night" (21:00-0:00)
"老いも若きも折尾で踊りんしゃい!" (19:30-)
"Disco Latino" (2:00-)
"Salsa & Rueda Night" (19:30-)
"Latin Night" (20:00-23:30)
"Bailemos Salsa En Bomba Latina"
"Salsa&Merengue Night" DJ:Edwin (19:30-3:00)
"Fiesta Latina" DJ有 (21:00-MId)
"NochDe Ritmos Latinos" DJ有 (21:00-)
"Salsa Party" (23:00-)
"Tropical Night" (20:00-5:00)
"ラテンダンスナイト" (20:00-)
"Salson" (20:00-)
"El Chevere Night" Lesson有 (19:30-3:00)
"Pachanga" (20:00-)
"サルサナイト" (21:00-0:00)
"Viva Mexico Dance Party" Lesson有 (18:00-22:30)

第1,3月曜日
毎週火曜日
毎週水木曜日
第1土曜日
第2土曜日
第3土曜日
最終土曜日
毎週第1,3日曜日

"Monday Salsa!!" Lesson有 (20:00-)
"Salsa Meeting" (19:00-0:00)
"Salsa EL・Barrio" Lesson有 (19:30-)
"Sabor Latino" Lesson有 (20:00-)
"小樽ビールプレゼンツSalsa Mix" (19:00-)
"Para Bailar" (19:00-)
"De La Salsa" Lesson有 (19:00-)
"Dance Party" (18:00-3:00)

部
四日市Full House (059-352-4977) ￥1500 w1d
名古屋Club Mago (052-243-1818) ￥4000 wd&f
名古屋K2 Music House Cafe (052-269-2929) ￥1500 w1d
岐阜Bar Leon (058-266-5622) Charge ￥500
金沢武蔵名鉄エムザカルチャー (問090-2093-8771) ￥1160
新潟市東堀６・Hotspot (025-226-5077) ￥500
新潟市万代１・Shame (025-245-0181) ￥500
名古屋Salsoteca El Coco (052-963-5066) ￥2000 w2d
名古屋栄Cafe Macondo (052-252-5303) 女￥1500 男￥2000 w1d
名古屋La Habana (052-220-3213) ￥1500 w2d
名古屋La Habana (052-220-3213) 女性￥1000 w1d
両替町クエスチョンマーク (054-251-1076) ￥1000
御殿場Casual (問09023492872) ￥1500 w1d
Bar Azul3F (053-456-2513) ￥1500 w1d
名古屋栄Cafe Macondo (052-252-5303) 女￥1500 男￥2000 w1d
四日市Full House (059-352-4977) ￥1000 w1d
金沢諸江泉1.開進堂楽器カルチャーセンター (問090-2093-8771) ￥2205
Sound Bar Jap (問052-971-5400) ￥3500 w2d&f

中国四国
岡山Matador (090-4653-5834) 男￥2000 女￥1500 w1d
岡山Matador (問090-6432-0725) ￥2000
広島EL Barco Toropical (082-246-5800) ￥1000 w1d
広島El Barco (082-246-5800) ￥1000 w1d
九州沖縄
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長崎Body II Soul(095-827-8930) ￥1500 w1d
大分音楽館 (問080-1789-1234) ￥1500 w1d
長崎Body II Soul(095-827-8930) ￥1500 w1d
Salsa Barパルティーダ (098-898-4851) ￥1000 w3ds
福岡舞鶴Oneway Off Broadway (092-722-2565) Lesson ￥2300 w1d
福岡DJ Bar Soul (092-714-3339) ￥1000
おりを村 (093-601-0237) ￥2000 w1dバイキング
Hasta Cuba Club (092-283-0606) ￥1000
沖縄宜野湾Salsa Bar EL Chevere!! (098-898-0205)
福岡Sam & Dave (092-713-2223) 女￥1000 w1d 男￥2000 w2ds
那覇Bomba Latina (098-863-5028) Charge￥300
宜野湾市Latin Soul (098-890-0938) ￥500
沖縄宜野湾Salsa Bar EL Chevere!! (098-898-0205) 無料
沖縄Sabor Latino (098-936-0999) 無料
熊本Tapas (問096-322-0540) 無料
福岡舞鶴Oneway Off Broadway (092-722-2565) ￥1500 w2d
大分Tropicoco Cafe (0979-22-5552)
福岡サンチョ・パンサ (092-762-4100) Charge￥500
沖縄宜野湾Salsa Bar EL Chevere!! (098-898-0205) ￥1000 w1d
福岡サンチョ・パンサ (092-762-4100) Charge￥500
鹿児島Casa Danza (099-223-8687) ￥2000 w1d
福岡天神Arena (092-739-1313) ￥1500 w1d&f
北海道東北
山形Free Style Cafe (0234-25-7565) ￥500
札幌Habana (011-219-8870)
秋田EL・Barrio (0185-53-2167) Charge￥500
札幌El Mango (011-512-0195) ￥2000 w1d&f
札幌El Mango (011-512-0195) ￥1500 w2ds
El mango (011-512-0195) ￥1500 w2ds
札幌El Mango (011-512-0195) ￥2000 w1d
札幌Habana (011-219-8870）

