
9/25(火)時間はお問い合わせ下さい
体験料1,000円(通常3,050円)

第2･4(火)
18:00～20:30の間[1回30分]
月額6,100円(税別)

『新しいバイオリン教本』を
使って1人1人のレベルに合
わせてレッスンします。体験
時はヴァイオリンのレンタル
は無料です。まずは体験に♪。

9/26(水) 1,000円（通常1,500円）1,000円(通常2,000円)9/18(火)

第2･4(水)15:00～16:00
月額3,000円(税別)

ママとベビーのヨガ教室

ヨガ初心者大歓迎！産後
ママとベビーを対象にした、
子連れでヨガを楽しめる
ママとベビーのヨガクラス。
『まずはママが癒される事』
産後の心と身体をヨガで
癒しましょう♪ママが笑顔
になれば子 供も 笑 顔に
なります♪ベビーマッサージ
の時間もありますよ！気軽
にお越しください。

Lei ママヨガインストラクター

第1・3(火)
13:00～14:00
月額4,000円(税別)

美ボディピラティス

筋肉を伸ばして強くする
ボディメイクです。軸を使う
ことでバランス良いしなや
かなラインを作ります。
食事が美味しく行動力が増し
自然な思考に整えます。

hiro マシーンンピラティス
インストラクター

1,000円(通常1,800円)9/18(火)

かけっこ教室

腕の振り方やスタート
の姿勢など、かけっこ
が速くなるフォームを
身に付けて走る事が楽
しくなります。

別府真樹 Beeスポーツ代表

第1・3（火）17:00～18:30の間[1回1時間]
月額3,600円(税別)

楽しく作文を書いてみま
せんか?40年以上の実績
を持つ「言葉の森」の教材
で学年ごとの課題に取り
組みます。書く前の指導を
大切にした、書くことが好
きになる教室です。

安藤友里 高校国語科講師
「作文教室　言葉の森」講師

9/25(火) 1,000円(通常2,500円)
1,000円(税込)

第4(火)
14:00～16:00
月額2,500円(税別)

はじめてのパッチワーク

小物からバッグ・ミニタペ
ストリーまで、いろいろな
作品を作りましょう。初め
ての方から経験者まで、
丁寧に指導します。

前川えりか 文部科学省設立許可(財)
日本手芸普及協会　パッチワーク指導員

9/17(月) 1,000円(通常1,500円)
1,500円(税込)

第1・3(月)
10:15～12:45
月額5,000円(税別)

戸塚刺しゅう

色々な物に図案を書いて、数百色
の糸を使い刺繍をします。初心者
の方には糸針の使い方から始め、
毎回新しいステッチにチャレンジ
して作品作りを楽しみましょう。

谷口佐代子 戸塚刺しゅう研究所師範1級

9/21(金) 1,000円(通常2,000円)1,000円(通常2,500円)9/28(金)

第1・3(金)
10:30～11:30
月額4,000円(税別)

大人からはじめる美容バレエ

初心者の大人の方
からどなたでも楽し
くレッスンできます。
美容と健康、運動
不足の解消にも!!

武田さおり ヒロ・クロンドールバレエ講師

第2･4(金)13:30～14:30
月額5,000円(税別)

～魅力的なボディラインづくり～
ベリーダンス

人気講座につき増設!!

中高年から始めるらくらくピアノ®

身体に無理のない動きで女性の
身体にはとても良いベリーダンス。
その上女子力UPしてキラキラし
ていく・・・そんなベリーダンスを
始めてみましょう♪。初心者大歓
迎です。

紫音 オリエンタルダンサー

第1・3(土)10:30～12:00 月額4,000円(税別)

中高年の方を対象とするキー
ボードを使ったグループレッ
スンです。初めてでも楽譜が
読めなくても大丈夫です。
指を動かすことで脳をいきいき
健康に!!音楽を生涯の趣味と
してともに楽しみませんか?

川畑律子 一般社団法人らくらくピアノ®

協会2級認定講師

時間はお問合せください 1,500円

第2･4(水)
13:00～17:00の間[1回30分]
月額5,000円(税別)

長唄三味線教室

江戸時代より続く伝統音楽
「長唄」の三味線をイロハか
ら身に付けてみませんか。
気軽にお越し下さい。

杵屋寿哉 一般財団法人杵勝会 評議委員

9/25(火) 1,000円(通常2,000円)

第2･4(火)13:00～14:15 月額4,000円(税別)

骨盤ゆらぎ体操

大阪で行列が出来る体操教
室が新登場!寝たまま骨盤
を揺するだけ。力を入れるこ
となく骨盤のゆがみを直し
痛みや不調改善に効果的
です。あなたも熟睡できる体
を取り戻してみませんか。

森まゆみ 日本ゆらぎ体操セラピー協会
認定インストラクター

第2･4(土)
13:30～15:30
全6回18,000円(税別)

株の学校～入門クラス～

株は決して難しいものでは
ありません。全くの初心者対象
の株の教室です。まずは株の
ことを知っていただき基礎技
術を勉強していきます。「安全・
安心」をモットーとしています
ので安心して勉強できます。

藤枝龍子 堺・株式教室代表

第1･3(土)19:00～20:30
全6回12,300円(税別)

ストレスの多い現代社会で
は血行不良により病気にな
りがち。そこで健康、美容、
癒しの3つを一気に提供でき
るリンパメソッドは、今、最も
必要なセラピーです。

西村麻衣子 日本リンパテラピー協会
公認エグゼクティヴインストラクター

リンパセラピスト養成 姿勢と動きの質を高める
股関節トレーニング

猫背、開脚が硬い、ドタドタ動くという
人が増えています.筋力でも柔軟性でも
なく股関節の「使い方」を覚える事で、
不可能を可能に、可能なことはもっと磨
けるように一緒に鍛えましょう。学んだ
事を習慣にしてただきたいので、身近な
方とのペアでの参加をおススメします。
もちろんお一人での参加も歓迎です!

東膳勇士 柔道整復師・パーソナルトレーナー

ハンドトリートメント検定講座

2 日で 資格が 取れるハンド
トリートメント講座です。介護
現場、医療、ボランティア、サロン
メニューなど赤ちゃんからご高齢
の方までの施術・対応が身につ
きます。希望者は講師と共にボラ
ンティア活動に参加できます。

下井由美子 JAA日本アロマコーディネーター協会 インストラクター
アロマセラピースクール あしたのチカラ

整理収納アドバイザー
2級認定講座

テレビや雑誌など、メディアで注目の
片付け講座。整理収納は家庭内の5Sです。
安全、快適、幸せな暮らしのため、散らか
らない仕組み作りで理想の住まいに
しましょう。女性顧客様への販促にも
一役買います。

中島亜季 整理収納アドバイザー
ハウスキーピング協会認定講師

2,000円

第2･4(金)
10:30～11:30
月額4,000円(税別)

クラシックバレエ
の基礎レッスンを
用いて、呼吸と動き
を同期させ、体幹の
あるしなやかな身体
作 り を 目 指 し た
トレーニング法です。
年齢、性別問わず
どなたでもOK!

武田さおり ヒロ・クロンドールバレエ認定講師
バレティス®トレーナー

2,500円9/20(木)

9/15(土)

2,000円(税込) 2,000円 55円(税込)

第3(木)13:00～15:00 月額2,500円(税別)

葉ちっく つまみ細工教室
相楽郁子 つまみ細工　葉ちっく主宰

藤田葉子監修　当認定講師

1,550円

第2･4(火)
10:30～11:40
月額3,100円(税別)

季節のヨガ

季 節ごとの 体 調 の
変 化に対応 できる
身体づくりを目指し
ます。元気で長生きに。
健 康 寿 命を 伸ばし
ましょう！どなたでも
出来るやさしい動き
を中心に行います。

佐藤幸子 ヨガ教室　マダムフキ認定講師

第4(月)10:30～12:30 月額2,000円(税別)

俳句教室

俳句とは五・七・五からな
る世界最短の詩です。日本
ならではの四季折々の
美しい景色やそれによって
引き起こされる感情を表現
します。自分の心を純粋に
することで物事の真実が
見えてきます。そのために
人生修養で自分を磨くこと
を大切にしています。

谷下一玄 関西現代俳句協会 大阪地区副会長

第2･4(月)
14:00～15:00
月額5,100円(税別)

歌声サロン
～心に響く、世界・日本の歌～

バレティス®

バレエダンサーと医療従事者
監修によるトレーニング法

～魔法のパテとスワロフスキーで作る～
セレブな大人のアクセサリー

～羊毛フェルト～
胸キュンポースのリアル動物講座

簡単な体操、ボイス
トレーニングの後は
世界の愛唱名歌集など、
一緒に楽しく歌いま
しょう。美容と健康
にもバツグンです。

Chika 関西歌劇団正団員　日本ドイツリート協会会員
堺シティオペラ運営委員

1,500円
(通常3,900円)時間はお問い合わせ下さい

第1･3(木)
18:00～20:30の間[1回30分] 
月額7,800円(税別)

サックスレッスン

初めてサックスに触れる
初心者の方から経験者の方
まで、一人ひとりのご希望に
合わせてレッスンします。
数ある楽器の中でも比較的
音が出しやすいと言われて
いるサックスで新たな自分
を見つけてみませんか♪

山下　楓 サクソフォンインストラクター

1,500円

(月)17:00～18:00
月額6,000円(税別)

キッズチア教室

チアは、皆さんに「 元気、勇気、笑
顔 」 を伝えるスポーツです。さ
ぁ 始めてみましょう！ポンポン
を持って  大きな声で演技しま
す。 楽しみながら、表現力や運
動機能を伸ばす教室です。

飯塚英里 こどもダンス研究会
専任講師

9/15(土)

2,000円【教材費込】9/23(日)

第2･4(日)13:00～14:30
月額8,000円(税別)※教材費込

学研城戸真亜子
アートスクール

絵画や工作をバランスよく取り入れた独
自のカリキュラムで、才能を引き出し、感
性を磨きます。豊富な画材を使って本格
的な作品を作ります。筆や画用紙など画
材の持参は不要で、気軽に通えます♪

アートスクール専任講師

2,100円
3,000円(税込)

第2･4(金)
10:30～12:30
月額4,100円(税別)

おとなのイラスト教室

デッサン、色彩、構図
の基礎練習を通して、
人物、静物、風景、イラ
ストまで、様々な水彩
画表現を学びます。

maru. イラストレーター

9/24(月)

第4(月)
13:00～16:00
月額4,630円(税別)
教材費別途

チョークアート 資格取得基礎コース

美しいグラデーションと
発 色 の よ さ が 特 徴 の
チョークアート。基礎の
資格がとれる10回完結の
コースです。受講後は、
修了証を発行します。

鳴海愛子 ＣＡＡチョークアーティスト協会認定講師

第2(土)13:30～15:00
月額2,100円(税別)

混 ぜるだけで固
まる魔法のパテと
スワロフスキーで
デコるだけで高級
ジュエリーのよう
な自分だけの作品
が作れます。

佐藤佳奈恵 JLL公益財団法人日本生涯学習協議会公認
インストラクター(所管:内閣府)

9/17(月)

第1･3(月)10:30～12:30、13:30～15:30
月額4,100円(税別)

上質なビーズジュエリー&
おしゃれなニット小物

70歳80歳になっても楽しめる
ビーズ。作ったものはご自身で
楽しまれるのはもちろんお友
達やご家族へのプレゼントに
しても大変喜ばれます。針で
ビーズを拾ったり、かぎ針で
編んだりしますので、細かい
作業がしんどい方でも楽に
お作りいただけます。

飛田雅子 楽習フォーラム所属
アヴァンセプロ育成講座担当講師「アトリエ・えん」主宰

コードとネットで作る
おとなの2Wayバッグ

今、流行のコードを通す
だけで作れるミニバッグ
を作ってみませんか?
チェーンをつけてポシェ
ットとして、チェーンを外せ
ばクラッチバッグとしても
使えます。ご一緒に手作
りを楽しみましょう!

飛田雅子 楽習フォーラム所属
アヴァンセプロ育成講座担当講師「アトリエ・えん」主宰

1,000円

第1･3(火)
10:30～13:00
月額5,300円(税別)

パピエ・コレ 押し花

レースやリボンなどで
押し花のコラージュを
楽しんでみませんか。
美しい花の押し方から
オリジナル作品まで
丁寧に指導致します。

Mary MARY'sWORKS主宰

2,600円

第2・4(水)
10:30～12:30
月額5,200円(税別)

カリグラフィー
専用のペンとインク
を使用して基礎
から学び、季節に
あわせたカード
などの作品作りを
していきます。

宮内久代 カリグラファーズ・ギルド会員

第1･3(月)
13:30～15:30
月額4,100円(税別)  

遊墨～筆ペンで書く実用書道美しい手書き文字 カリグラフィー

個性ある美しい
文字はあなたの
人格 の 表 現で
す。冠婚葬祭、年
賀状を書く時は
毛筆の醍醐味が
表現出来ます。

木下三峯 日本文化書道協会会長

第4(火)
13:30～16:00
月額3,000円(税別)

みるここフェルト 羊毛フェルト動物造形作家

文章力をつける国語教室 【小学生】 【年長～小学生】

9/22(土)
10:30～11:30

2,160円(税込)

2,160円(税込)　親子他ペア3,780円(税込)

こどもヴァイオリン
大塚ちひろ ヴァイオリン講師

【4歳～】

全6回 全6回

9/20(木)10:20～約40分
1,000円(通常2,550円)

9/29(土)19:00～約40分
1,000円 300円(税込)

第1・3(木)10:20～11:50
月額5,100円(税別)

やさしい二胡

初心者対象のクラスです。二胡
の柔らかく優美で流れるような
音色は心を癒してくれます。
楽器の持ち方、姿勢、運弓、音階の
取り方など丁寧に指導します。

片岡　恵 二胡講師

9/15(土) 1,000円(通常2,000円)
9/20(木)時間はお問い合わせ下さい

体験料1,000円(通常3,500円)

～楽しく上達!～
カラオケ個人レッスン

第1・3(木)
10：15～16：15の間[1回45分]
月額7,000円(税別)

独自教材とお一人お一人の特徴を瞬時
に見抜き、的確なアドバイスを施す
ことにより、感動の歌唱へ導きます。
まさに究極の上達法がここに有り!

舞勇二 作詞家／舞姫ミュージック　代表

第1(土)10:30～12:00
全6回15,000円(税別)

手相を見れば、長所・生き
方・才能、全て読み取れ
ます。経験豊富な講師の
直接指導と、書き込み式
専用テキストで勉強しな
がら幸せになりましょう。

東明学院専任講師

初めての手相講座 全6回

9/15(土) 1,000円9/29(土)
9/22(土)19:30～20:30

10/30(火)10:30～17:45
17,280円(税込)

5,820円(税込)テキスト・認定料

初級ベビーマッサージ講座

赤ちゃんのお肌の事、使用オイル、ベ
ビーマッサージの目的・効果・歴史な
どの基礎知識から、ご家庭やお仕事
ですぐに実践して頂けるテクニック
を1日でお教えします。試験は無く、
履歴書にも書いて頂けるので大注目
の資格講座です。(認定修了証発行)

中原由賀里 ロイヤルセラピスト協会認定講師

9/20(木)13:00～16:00
11,600円(税込)

22

9/23(日)・9/30(日)13:00～17:00
16,200円(税込)
17,200円(税込)※検定料含む教材費 5,400円(税込)※修了証代含む教材費

ハーバリウム資格認定講座

ハーバリウムとは「植物標本」の
技術をベースとした新感覚のインテ
リアフラワーです。日本ハーバリウム
協会認定講師が、初歩的なことから
ハーバリウムの素材に至るまで、
認定証の発行だけでなく、開講に
至るまでのサポートや事業化まで
の様々なことを、サポートします。

中尾よしえ 一般社団法人日本ハーバリウム協会
認定講師

9/29(土)13:00～16:00
5,400円(税込) 10,800円(税込)教材費

英国式リフレクソロジー初級講座

足裏を刺激することで、足の
むくみや疲れがスッキリ!癒
しやデトックス効果、免疫力
のアップ、疲労の改善をはか
ります。ご家族や身近な方
の健康維持、お仕事のスキル
アップに!(認定修了証発行)

中原由賀里 ロイヤルセラピスト協会認定講師

9/16(日) 13:00～16:00
11,600円(税込)
5,400円(税込)※修了証代含む教材費

【年中～小学生】

【小4～大人】

【5歳～】

2,050円

第1･2･3(土)
15:00～16:00
月額6,150円(税別)

バトントワーリング

バトントワーリングの
基本を正しく、また楽
しく指導します。くる
くる回る1本の棒がよ
りpureな輝きになり
ますように！（バトン
トワーリング選手権
大会にも多数参加し
ています。）

山門沙哉佳 深田博子バトンスクール主宰
世界バトントワリング連合公認審査

【4歳～】

2,050円
(火)17:00～18:00
月額6,150円(税別)

こどものフラダンス

「すべてのものに感謝しましょう」をモットーに
子供らしいフラを楽しく学びましょう!!

小谷千代子 ケアラオカプアコタニ主宰

【4歳～】

2,050円 2,650円

1,000円(通常1,850円)

第1･3(土)
10:30～11:30
月額3,700円(税別)

ハワイアンフラ

アロハ!世界中で親し
まれているこの言葉。
ハワイの舞踊をアロハ
の心を持って楽しく
踊りましょう。年齢は
問いません。

ハウオリポリネシアンスタジオ専任講師

2,000円
第2･4(水)10:30～11:30
月額4,000円(税別)

セルフ整体ヨガ
鈴木美奈子 全米ヨガアライアンス

認定インストラクター 柔道整復師

2,000円

第1･3(月)
10:30～11:30
月額4,000円(税別)

視力向上ヨガ

小学生から高齢者
まで誰にでもできて
効果も大きく、目の
不調を改善!近視、乱視、
老眼、ドライアイ、
飛蚊症、目の眩しさ、
眼精疲労などお悩み
の方に。

MISAKO 視力向上ヨガ協会認定
視力向上ヨガインストラクター

1,000円
(通常2,550円)時間はお問い合わせ下さい

2,550円

第1･3(土)
10:30～17:00の間[1回30分]
月額5,100円～(税別)

ジョイフルピアノ

思い立った時が始め時!
音楽は日常に潤いを与
えます。ピアノが初めて
の方も再開される方も、
憧れの曲をピアノで弾
ける喜びを優しく丁寧
に伝授致します♪

佐々木美絵 ヤマハピアノ教室講師

【3歳～】

伝統技法にアレンジ
を加えた新しいつま
み細工です。針も糸も
使いません !まずは
基本から学び、季節に
合わせた、花をモチーフ
にした作品を中心に初級を学びます。伝統
工芸とは違うので、はじめやすく、どなた
でも楽しんで頂けます。

1,000円(通常2,050円)
2,200円(税込)

1,620円(税込)
3,000円(税込)

9/6(木)13:00～16:00

教材費

全10回

1,000円 1,500円(税込)

840円(税込)

第4(金)13:30～15:30
月額2,100円(税別)

積穂俳画

季節感のある自
然の姿や情感を
題材とした手本
を参考にしつつ、
楽しく描けるよう
に、わかりやすく
指導いたします。

見て楽しい !食べて
美味しい !デコ巻き
ずし !酢飯と具材を
組み合わせて、花・動物・
季節の絵柄・キャラ
クター等を毎月1回
2種類巻きます。大人
から子どもまで楽し
めるデコ巻きずし !
初めての方にも丁寧
に指導します。

元吉一世(佳寿穂) 全日本積穂俳画協会

2,100円 1,300円(税込)

2,300円
1,620円(税込)

1,500円
1,000円(税込)

第3(火)
13:30～15:30
月額2,000円(税別)

デコ巻きずし教室
細　巻子 日本デコずし協会 認定インストラクター

2,000円 2,000円(税込)

第2･4(火)
10:30～12:30
月額4,100円(税別)

デジカメ写真教室
柏尾浩司 写真家

2,050円

第1･3(月)
第2･4(月)18:00～21:00
月額5,100円(税別)

仏像彫刻

初心者を対象に
基 本 か ら 応 用
までを指導します。
地蔵、観音像を
彫り上げる喜びを
味 わ っ て み て
下さい。

これから写真を
始めたい初心者
の方も大歓迎で
す!花の接写か
ら花のある風景
などを、あなた
の感性で撮影し
て下さい。屋外
撮影の実習もあ
ります。

加藤臣成

第1･3(金)
13:00～16:30(内2時間)
月額4,100円(税別)

基礎から始める手編み

かぎ針編みまたは棒針
編みの基本の模様をレ
ッスンしながら、その模
様を使った簡単なニット
小物を編みます。初心者
の方をはじめ、基礎を1
からしっかり学びたい方
におすすめの講座です。
ご自分のペースで基礎を
きっちり学びます。

岩切密子 ニットデザイナー

第1(水)
10:30～12:30
月額2,300円(税別)

ポーセラーツ教室

今、大人気のポー
セラーツ。午前
クラス増設です!
基本3作品作成
後は自由にお作り
いただけます。
資 格 を 取 得 し
サロン開設への
道も可能です。

岩渕優香里 日本ヴォーグ社
ポーセラーツインストラクター

骨 格・筋 肉 を
意識したベース
作りで、お好み
のポーズのリア
ルな動物を作り
ます。初心者で
も大丈夫!作りたい動物をマイペースで製作
していただけます。

代表者による講座! カルチャー初! 関西初! 特別カリキュラム!

※受講料・テキスト・レシピ・協会登録料・認定料込み

細胞美Ⓡ協会認定細胞美食Ⓡ

アドバイザーコース

細胞美のために必要な基礎栄養学、不調の原因とそれに対応す
る栄養摂取の仕方、さらにはハーブの持つポリフェノールなど
のフィトケミカル成分が細胞にどう働きかけるか、食事として
の簡単な取り入れ方をシンプルに解りやすく学べます。

柳樂いづみ 細胞美Ⓡ協会泉メディカルハーブアカデミー代表

11/11(日)・12/23(日)10:30～18:00(休憩1時間) 全1回65,200円(税込)

全1回

●健康を意識されている方　●美容に関心のある方
●仕事で美容食の知識を活かしたい方におすすめの資格です。

かんたん1日英会話

あなたの知っている
かんたんな単語でも
充分コミュニケー
ションができます。
挨拶から日常会話ま
で、まずは英語を話
してみませんか？
楽しく学びましょう♪

中野敬子 英会話講師

2,160円(税込)
10/5(金)
13:30～15:00

ヨガは自分で出来る
最高の整体法です。
体が固い方、運動が
苦手な方に絶対お
すすめのヨガです。

～心の元気は体から～

2,050円

9/13(木) 1,000円（通常2,500円）
1,000円(税込)

第1(木)
13:00～15:00
月額2,500円(税別)

樹脂ねんどで季節の飾り物
やスイーツなど、可愛い小物
を作りましょう。初めての方
でも楽しみながらお作りい
ただけます。

鉢呂真由美 クレイアート認定講師

～樹脂ねんどで作る～
クレイアート教室

♪入会金不要のオススメ資格講座♪

【初心者大歓迎:
  発表会2～3回/年】

JEUGIA
カルチャーセンター
イオンモール堺北花田

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に200講座以上が集う 総合カルチャーセンター

072-246-667710:00～20:00

〒591-8008 堺市北区東浅香山町4-1-12 イオンモール堺北花田3F

お申込み
お問い合わせ

ご予約承ります

ホームページからも
お申し込み承ります。
JEUGIAカルチャー

上質なビーズジュエリー&おしゃれなニット小物 ～樹脂ねんどで作る～クレイアート教室 キッズJAZZ FUNK ～魅力的なボディラインづくり～ベリーダンス

JEUGIAカルチャー

《お客様へ》当社から、教室の出席確認や講座情報や
各種サービスの告知、イベント案内のご案内を差し
上げる場合がございますので、ご了承ください。

イオンモール堺北花田
〒591-8008 堺市北区東浅香山町4-1-12 イオンモール堺北花田3F

JEUGIAカルチャーセンターは全国58会場有り
［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

体験・見学も承ります!
ご入会受付中072-246-667710:00～20:00

ご予約
承ります

ホームページ からもお申し込み承ります。

2018
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●入会金は5,000円(税別)で何講座でも受講でき
ます。●ご家族の方は入会金が半額になります。●満
65歳以上の方は、入会金が無料になります。（年齢
確認のできる身分証明書等のご提示をお願いしま
す）●受講料は3ヵ月前納制です。●受講料には特に
明記した他は、教材費・材料費・運営費・試験料・認定
料・その他費用は含まれておりません。●消費税は別
途要します。●参加人数が一定に満たない場合、体験
や講座開講を延期または中止することがあります。

色々なジャンルで
ご活躍されている
講師の方々を随時
募集しています。
詳細は、JEUGIA
カルチャーセンタ
ーホームページ
「講師募集」ページ
をご覧下さい。

講師募集入会と受講のご案内

…消費税は別途要します。（税別表記）
…税別表記ですが、講座により税込
　の場合もあります。

早割 2018年

9/30㈰
期間

ま
で

入会金1,000 割引（税別）

円

※一部、割引対象外の講座あり。 ※他の割引との併用は出来ません。

体験当日にご入会の方は（または体験なしでご入会の方）早割お得な

割引!


