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■レオネル＆ナタリアプロフィール 
 
Leonel Mendieta & Natalia Hassan are young argentinian tango dancers with a renown trajectory of more than 20 years of experience in Tango 
Salon and Stage.They have worked in different stages through Argentina and Europe, teaching and performing (Mexico, China, Japan, Thailand, 
Germany, Norway, Spain).They performed with Orchestras such as Los Solistas de D'arienzo, Lisandro Adrover, El Afronte and danced with Mora 
Godoy, Claudio Villagra Company.They also performed in tango Houses in Buenos Aires (LA Ventana, Cafe Tortoni, Sabor A Tango and milongas 
like (La viruta, Grisel, La ideal Milonga de Artigas, LOCA, etc...)In Japan they were the directors of El Abrazo Tango Studio from 2005 to 2010, 
where they teach classes and workshops in tango salon and stage. They also tour through out Japan with shows and seminaries. Leonel & Natalia 
have complemented their tango with other dance disciplines - ballet, jazz, modern and Argentinian Folklore.To know more about them, check: 
http://leonelynataliatangoargentino.blogspot.com/Leonel  
Ver todo mi perfil。 
 
 

【レッスン内容】  

【プライベートレッスン】  

50 分…12,000 円  

※プライベートレッスンは予約制になっております。 

※当日のお申し込みはご希望の時間に添えない場合があります。 

※レッスンは日本語で行われます通訳の心配はいりません。 

 

【グループレッスン】 

（当日） １レッスン 75 分  ・・・ 3,000 円 カップル  5,500 円     
     2 レッスン       ・・・ 5,500 円 カップル 10,500 円 

 

※各グループレッスンは店員になり次第、締め切らせて頂きます。 

お早めにごお早めにご予約下さいませ。 

 

 
 
  
 
 

Cafetin de Buenos Aires  
〒530－0047 大阪市北区西天満 4－12－22 第三青山ビル B1F 

★ご予約はこちらまで。お早めに！   
TEL/FAX 06-6365-5708 
または 090-1594-7593 ユカコまで＾＾  
【営業時間】月～木・日   19：00～24:00 / 金・土・祝前日 19：00～26:00 

●mail : osakatango@gmail.com 
●Osakatango:  http://www.osakatango.com/            

ワークショップ＆プライベートレッスン 

只 今 予 約 受 付 中 ！
レ ッ ス ン 参 加 者 は 当 日 の ミ ロ ン ガ 代 １ ０ ０ ０ 円 O F F ！

 

 

前回大好評だったレオネル＆ナタリアがカフェティンを気に

入ってくれたようで、嬉しいことに 

再び大阪にやってきます。わーい。 

もう少ししたら日本を離れてしまう彼らの貴重な 

レッスン＆ミロンガ＆ショー、前回見逃した方は絶対に今回

は見逃さないで下さいね。 

                            Osakatango/yukako 

 

スペシャルゲストによる素晴らしいショー 

 

 
 

日 付 
プライベート 

レッスン 

グループ 

レッスン 
ミロンガ 

４月６日(金) 
17：00～ 

18：00～ 

19：30～20：45 

サロンタンゴ 

ヒーロ＆エンロスケ 

21：00～24：00 

ウェルカムミロンガ＆ショー 

2,500 円（w/1drink） 
※レッスン参加者は 1,000 円引 

４月７日(土) 

15：00～ 

16：00～ 

17：00～ 

18：00～19：15 

ワルツ 

19：30～20：45 

ミロンガのリサ＆トラスピエ 

21：00～24：00 

サンクスミロンガ 

2,５00 円（w/1drink） 

 

■クラスの説明 

 

・ヒーロ＆エンロスケ(４月６日 19：30～) 

サカーダとボレオを使ったヒーロとエンロスケにフォーカスします。 

そして音楽とのハーモニを勉強します。 

・ワルツ(４月７日 18：00～) 

ワルツを踊るときのコネクションと抱擁さらに音楽性 

カフェティンのように狭いフロアや込み合ったフロアでいかに踊るかを勉強します。 

・ミロンガ（４月７日 19:30～） 

ミロンガリサ＆トラスピエ 


