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■マルセロ＆エンヘーニャプロフィール 

Marcelo ‘El Chino’ is one of the new talents of tango. For the past 10 years he has become ever more popular teaching and performing in Buenos Aires, Europe 
and North America. Since 2004 Marcelo has been teaching at TANGO BRUJO and COPELLO TANGO. His speciality is the ability to transmit complicated body 
sensation in an accessible way. Marcelo magnetizes the attention of the Buenos Aires tango scene and is elected by young professional dancers to help them 
enhance their creativity. He was part of the first BAJOFONDO shows in Buenos Aires and has performed in many tango shows such as SABOR A TANGO, 
ESQUINA HOMERO MANZI and in theatres including the famous TEATRO COLON. 

Marcelo has studied tango since 1998 with the Dinzels, Nito and Elba, the Rivarolas, Teresa Fernández (Todaro system) and Victor Arne. He studied Dance and 

Choreography at IUNA (Intituto Universitario Nacional de Arte – Buenos Aires) where he received professional training in choreography, Russian and French 

classical dance, modern dance, jazz and yoga 

 

【スケジュール】  

【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】 
 

◆３月２３日(金)、３月２４日(土) 

（当日） １レッスン ７５分   …3,500 円 カップル 6,000 円 

    ２レッスン          …6,500 円 カップル 12,000 円 

（前売りチケット） 

１レッスン   …3,000 円 前日までにお支払の場合 
※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。      

お早めにご予約下さいませ。     

 

◆３月２５日(日) 

（当日） 初心者レッスン       …2,000 円 

        レッスン+ミロンガ   …3,000 円 

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/  
●Facebook    cafetindebuenosaires,yukakohayashi       
 
 

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 ！

 

場所 ： Cafetin de Buenos Aires 

日 付 
プライベート 

レッスン 
グループレッスン ミロンガ 

３月２３日 

(金) 

17：00～ 

18：00～ 

19：30～20：45 

リード＆フォロー 

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 

３月２４日 

(土) 

16：00～ 

17：00～ 

18：00～19：15 

男性、女性テクニック 

19：30～20：45 

ミロンガ 

21：00～24：00 

2,500 円（w/1drink） 

 

場所 ： Easy Dance Cafe 

日 付 ― グループレッスン ミロンガ 

3 月２５日 

(日) 
― 

19：30～20：30 

初心者レッスン 

20：30～23：30 

1,500 円（w/1drink） 

 

★ 西天満の老松通りにカフェティンがある理由は？？ 

ブエノスアイレスのサンテルモ地区（骨董街）にあるタンゴバーをイメージしたユカコのこだわりと、大阪の美と文化の薫る老松通りは沢山の骨董屋さんと

ギャラリーと美味しいお店がある素敵な街だから。  是非レッスンやミロンガ前に一度散策してみてくださいね！        ― Osakatango/yukako ― 

Easy Dance 
Cafe 


