
9/24（土） 9/29（木）13:30～,19:00～ 1,000円 9/15（木）,10/6（木） 2,550円

9/13（火）,10/11（火）
1,500円（通常2,100円） 1,500円

9/16（金）,10/7（金） 2,000円2,000円9/20（火）,9/22（木） 9/21（水）,10/5（水） 1,000円 9/7（水）,9/21（水） 1,500円

9/12（月）,9/19（月） 1,500円 9/10（土）,9/24（土） 2,050円 9/17（土）,10/1（土） 1,550円
300円～

9/13（火）,9/17（土）,9/27（火）,10/1（土）
1,550円 9/11（日）13:00,10/2（日）10:15 1,800円

9/13（火）,9/20（火） 1,800円

9/17（土）,10/1（土） 1,700円
1,296円

9/29（木） 1,000円（通常3,000円） 9/29（木）,10/13（木） 2,850円 9/30（金）,10/14（金） 2,000円
三線レンタル無料9/11（日）,9/25（日） 2,000円 9/28（水） 1,000円（通常2,100円）

500円

9/29（木） 1,000円（通常3,000円） 9/14（水） 2,200円 1,800円
2,700円 1,620円9/29（木） 1,000円（通常2,500円） 2,300円9/20（火）,10/4（火） 9/21（水） 2,100円 2,000円

10/1（土）,10/15（土） 2,000円 9/14（水）,9/26（月） 1,550円 9/9（金）,9/23（金） 1,000円

無料説明会

9/8（木）,10/13（木）

10/16（日）10:30～12:00

9/23（金）,10/14（金）
（通常2,050円） 500円500円

10/2（日）,10/16（日） 1,000円
（通常1,750円）

9/29（木）
1,000円（通常2,800円）
800円 9/27（火） 1,000円 2,160円

レンタル料 500円

9/27（火） 9/16（金）

ブックカバー

女性に人気No1講座

ⓒFW&Co,.2016

フロアマップ

JEUGIA
カルチャーセンター

1日で資格取得!! ※平日の受講もOK! ご希望の日時ご相談ください。

【2ヶ月～3歳】

【10歳～】

【3才～】 【2歳～6歳】 【4歳～小6】

【15才～】

【6ヶ月～年長】

【小学生～】 【小学生～】 【4歳～】

【3歳～小6】
【3歳～】 【年長～小6】

【2歳～小3】

3級取得コース
【整理収納編】

・自分の整理整頓レベルを知ろう
・お部屋の正しい片付け方法
・不必要な物の見極め方
・収納上手の法則
・本当の収納方法

・掃除の目的は何？
・洗浄の3要素
・掃除の基本動作
・道具の選び方･使い方
・洗剤の基礎知識

【清掃編】

第1･3（日）11:20～12:00

3歳～

英語のシャワーをあびよう～★

●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。

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。

第2･4（土）19:00～20:00
全6回15,300円（税別）

～脱ストレス･脳疲労解消～

リフレッシュヘッドマッサージ

ご要望の多かった
土曜日に開講決定!!
顔のトラブルの7割
は頭の歪みが原因。
頭の歪みを改善す
る技術と理論を学
び、小顔･たるみ等を改善します。
（ディプロマ発行可。2,000円税別）

髙井里香 予防医学リンパセラピスト、
モンテ学院 学院長

（金）19:00～21:00
全8回38,241円（税別）

調剤薬局事務短期集中講座

女性に人気の資格「調剤
事務管理士」。調剤薬局で
薬剤師をサポートし、受付
や会計などを行います。
キャリア形成はもちろん、
薬の知識が身に付くので
家族や自身の健康管理に
も役立ちます。
修了後は就業サポートも。

㈱ソラスト講師

第1･3（木）
10:30～11:30
月額5,100円（税別）

美しい姿勢と歩き方

肩こり･腰痛･生理痛･O
脚･X脚･外反母趾など
のトラブルは姿勢と歩
行を正すことで解消し
ます。

奥 智子 REDUO Beauty School主宰、
健康美姿勢アドバイザー

第2（火）10:30～12:30
月額2,100円（税別）

アイシングクッキー

オリジナルの可
愛いクッキーが
作れちゃう♪プ
レゼントにも喜
ばれるアイシン
グクッキーを楽
しく作りましょ
う。

ほりたさよ 日本アイシングクッキー協会認定講師
kestit

第1･3（金）
15:30～21:00［1回40分］
月額4,900円（税別）

ギター教室

楽譜が読めなくても大丈
夫！初心者用テキストを使
用して、基本からゆっくりと
練習します。
≪ギターレンタル可≫

岩本政仁 読売日本ギターコンクール1位

［1回30分］月額6,100円（税別）

ボイストレーニング

ジャンルを問わず呼吸法や発
声法を基礎から学びます。安
定した声を出したい、高音が
出るようになりたい等ご要望
に基づいてレッスン致します。

西口佳宏 大阪音大声楽科専攻卒業、
関西二期会準会員

ピラティス＆リンパ

ゆっくりとした動きと呼吸
で深層筋を鍛えながら体の
歪みを改善。腰痛、膝痛、
肩こり、便秘などを解消し
体質改善していきます。
初心者の為のクラス。

noriko FTPピラティスインストラクター

第1･3（水）
12:00～13:00
月額3,000円（税別）

ハワイアン･フラ 入門

ハワイアンミュージックに
合わせて一緒にフラを始
めませんか。心も身体も
癒され楽しい時間を過ご
しましょう。

森下美香 フラ ハラウ オ アロヒラニ所属
インストラクター

（月）18:45～19:45
月額5,500円（税別）

Kid'sHIPHOP

初めてでも基礎からしっかり
教えていきます！皆にダンスを
好きになってもらえるような
時間にします！！
初心者、経験者大歓迎！
音を感じて楽しむ事を
忘れずに一緒に完全燃
焼しましょう。

＄hione ピースクラブインストラクター

第2･4（土）16:30～18:30
月額4,100円（税別）

フェンシング

オリンピックで
注目されたフェ
ンシングをやっ
てみたいあな
た！基本から指
導いたします。

村田敬史 ロサンゼルスオリンピック選手

第1･3（土）16:30～18:30 月額3,100円（税別）

ファミリー書道

満席につきクラ
ス増設しました。
家族揃ってご受講頂
けます！小さなお子さ
まから大人の方まで、
同じ空間で楽しくゆっ
くりお稽古しましょう。
4歳児より各年齢に応
じて鉛筆の持ち方か
ら50音の読み書き、
漢字の筆順等を正し
く指導します。

峯本泉霞 暁書法学院講師

赤ちゃんに背景
や小物をつけて
撮影するアート
写真「おひるね
アート」。
今だけの可愛く
キュートな写真
を撮ってみませ
んか

北條由起子 日本おひるねアート協会認定講師

知育教室キッズガーデン
キッズガーデン講師 Akinyele Brandley 公立学校ALT講師

月額7,200円（税別）

月額3,600円（税別）
第1･3（日）10:15～11:15

桧垣バレエ団プリマ小西裕紀子監修
バレエ･アン･ドゥ･トロワBrandleyのキッズ英語

お子様の情緒を豊かに、
集中力と、精神力を身に
つけることができます。

前田 翼（社）桧垣バレエ団団員

子どもの時にこそ良い科学と
の出会いが必要です。実験や教
材を通して楽しく科学に親しむ
ことで、理科への興味･関心が
湧き、学習意欲が高まります！

学研科学実験教室専任講師

カワイ体育教室

楽しい運動遊びのレッスン！マッ
ト･とび箱･鉄棒･ボール･なわとび
などを使い、多種多様な運動を体験します。

カワイ体育教室専属専任講師

日本ペットシッター協会講師

フラワーゼリー認定講座

南米ペルーが発祥の
今大人気のデコレー
ションスイーツ！透明
なゼリーにカラフル
な花を咲かせていき
ます。4時間でお道具
･技術などを学び、認
定講師として開講す
ることもできます。

年会費認定料 5,400円（税込）

・10/9㈰・11/13㈰ 10:30～14:30

4,200円（税込）

21,852円（税別） 6,424円（税込）

竹本明香 JLAフラワーゼリー認定講師

1日でアロマハンドトリー
トメントの実技を取得でき
ます。
アロマの香りとあなたの手
のぬくもりが極上のリラッ
クスタイムを作り出します。
サロンのプラスメニュー、
自宅での施術や開業に。

大塚美智代 サロンドフルールアカデミー非常勤講師
JAAアロマインストラクター

生年月日から導き出
す数秘の算出方法を
色とコラボしながら
学びます。修了後は数
秘＆カラージュニア
プレゼンターとして
活動が可能です。

松田佳代 数秘＆カラートレーナー 大塚裕美 ハウスキーピング協会
整理収納アドバイザー認定講師

人気の資格を1日で取得！習っ
たそばから自宅や職場ですぐ役
に立つ。皆が注目の講座をこの
機会にぜひどうぞ。

「クラフトワークセラピスト®」と
は、温かい手作りの癒しの力･脳
活性化力UP･笑顔になるヒント
をお届けする指導者の資格です。
医療や福祉･教育の現場でも活用
できる「工芸作業療法士資格」ご
自身のスキルUPに繋がります。

協会認定講師

リトルキッズ 1歳半～3歳
第1･3（日）10:30～11:10
ベビー 2 ヶ月～1歳半

月額3,500円（税別）

リトピュアリトミック

音楽の持つ力を活かしてお子様の才能を引きだしていく
乳幼児教育です。0歳（生後2ヶ月）から始められます。
音楽の持つ力を活かしてお子様の才能を引きだしていく
乳幼児教育です。0歳（生後2ヶ月）から始められます。

上垣かなえ

楽しくて成果の早いリトピュアのレッスンは
“初めての習い事”に最適です♪

リトピュアリトミック認定講師

第3（木）13:30～15:00 月額2,800円（税別）

季節の発酵食作り

人気の手作り発酵食、きちんと基礎から
学びます！
腸内環境を整える発酵食が今、話題です。
伝統的なものから話題のものまで、手作り
方法をお伝えします。 ≪途中入会可≫

竹村享子 野菜ソムリエ、醸しにすと”極”

第4（火）10:30～12:30 月額2,100円（税別）

キャラクター♥アイシングクッキー

今人気のアイシング
クッキー♪
美味しくて可愛いキャラ
クタークッキーを作って、
みんなを驚かせちゃい
ましょう♡

竹本明香 JSAアイシングクッキー認定講師 JSAデコカップケーキ認定講師

デコもち認定講座

団子粉を使って断面に可愛い絵柄がでてくる
デコもち。基本から応用まで10種類の作品を
2日間のレッスンで資格取得。

山中絵里「和菓子サロン一絵」主宰、デコもち講師

整理収納清掃 
3Sコーディネーター講座

2016秋　絶対に取りたい!!　最新・人気の資格講座

飛鳥美幸
整理収納清掃
コーディネーター
認定講師

【3級取得コース】

ファスティングマイスター
初級認定講座

ファスティングとはズバリ！断食の
こと。思い込みで行う間違った
ファスティングを正しく学ぶこと
で、新陳代謝の乱れを正し、肌細
胞を健康に保つ知識と、デトック
ス効果で腸内環境が整うメカニズ
ムを身につけられます。ご家族の
健康維持とご自身の新しいライフ
スタイルを手に入れましょう。

ファスティングマイスター
学院認定講師

第2･4（木）
18:00～19:30
月額6,000円（税別）

旅行が楽しめる韓国語講座

韓国旅行でお買い物、食
事の注文などに使える、
日常会話中心のレッスン
です。
レッスンに慣れてきた頃
には鶴橋などでの課外
授業も予定しております。

李 惠賢（イ･ヘヒョン）韓国語講師

第2･4（木）
18:00～20:00［1回30分］
月額5,700円（税別）

タイ語講座

どんな目的でタイ語を学
びたいですか。旅行、ビ
ジネス、ロングステイな
ど、目的に応じた使える
タイ語のレッスンを行い
ます。

中村スタシィニー タイ語講師

第2･4（金）
18:00～21:00［1回30分］

【入門】月額6,100円(税別)
【上級】月額7,500円(税別)

トロンボーン教室

学生さんから大人まで、
もっと楽しくトロンボーン
を吹けるようになりたい！
という方にオススメです。
初心者から上級者まで幅
広く対応します。

森 悠翔 ウインドアンサンブル奏団員

第2･4（日）
13:00～14:00
月額5,500円（税別）

琉球三線 癒しの調べ

古の琉球王朝より伝わる
伝統楽器三線を弾きな
がら、沖縄ポップスや琉
球 民謡を楽しく唄いま
しょう。初めての方もご
安心ください。

星野章仁 三線講師

第4（水）10:30～12:30
月額2,100円（税別）

はじめての彫紙アート

アートナイフ1
本で幾重にも
重ねた紙を“彫
り”紙本来の色
や質感を生か
して、色彩の美
しい、奥行きのある作品を作り出します。
日本発祥の新しいアートです。

佐伯 愛 JCAA彫紙アート協会認定
上級インストラクター

第3（月）13:30～15:30 月額3,000円（税別）

お香を楽しむ･
手づくりお香教室

高級香木の白壇や沈香、
丁子など15種類の天然
香料を調合し、お香を手
作りする講座です。

浜村早苗 お香文化研究家

第2（水）
10:30～12:30
全6回13,200円（税別）

DIY･クラフト講座

初心者の方も、のこぎ
りや電動工具が使え
る様丁寧に指導しま
す。講習会は連日満席
状態の人気講師です。

【先着順】

砂野あずさ 1級建築士
インテリアコーディネーター

第2（木）13:30～16:30
月額5,000円(税別)

福を呼ぶ 韓国民画

日本で唯一、本場韓
国の民画作家であ
る李先生に韓国民
画を習いませんか。
縁起の良いものと
して用いられ、韓国
時代劇などでよく
見られるあの絵が
自分で描けます。

李惠賢（イ･ヘヒョン）韓国民画 李彩ichae 主宰

第1･3（火）13:00～14:30
月額4600円（税別）

タイ舞踊

タイ舞踊は、女性らしい
繊細な指の動きでしなや
かさを表現します。タイ
舞踊の基本のポー
ズから学びますので
どなたでも楽しく美しく
踊れるようになります。

中村スタシィニー タイ舞踊ダンサー

第3（水）19:30～21:30 月額2,100円（税別）

インテリア･デコナージュ

デコナージュとはカ
ルトン（厚紙）を使
用しない簡単なカ
ルトナージュ。布や
リボンで卓上ボック
ス、ティッシュポッ
ト、日常に使える小
物をデコレーション。
オリジナルインテリ
ア作品が1回で完成
します。
※PSコース･ディプロマ取得可、ご相談ください。

藪内芳子 デコナージュ PSコースディプロマ

第1･3（土）15:30～21:00［1回30分］
月額5,100円（税別）

土曜ピアノ教室

音楽を通して人
生を豊かに♪
1人1人に合った
レッスンを心がけ
ております。
目標に向かって楽
しみながらレッス
ンしましょう♪

竹本明香 大阪音大器楽学科ピアノ専攻

月3～4回（月）15:40～16:30　月3～4回（月）16:40～17:30
月3～4回（水）15:40～16:30　月額4,650円（税別）

笑顔が最高！
チアダンス

リズム感、
バランス感覚、
身体能力UP!
イベント出演
も可能!

日根野ちよこ なでしこリーグ伊賀FCくノ一チアダンススクール
FGPダンススタジオ主宰

第2･4（金）17:00～19:00 月額4,100円（税別）

こども
絵画造形教室

創造力、表現力をのばす！

上田寛子 こども造形絵画教室
おえかきひろば講師

第2･4（木）
13:30～15:30
月額3,100円（税別）

きものを楽しもう 
着付け教室

着付けを基本から学びま
す。小紋から、訪問着、留
袖まで、一人で着付けで
きる様に、帯は半巾帯か
ら名古屋帯まで、手結び
での方法で指導致します。

村田紀美子 師範講師

第2･4（金）
13:30～15:30
月額4,100円（税別）

楽しい絵手紙

どなたでも気軽に楽し
めるのが絵手紙の魅
力です。”ヘタでいい ヘ
タがいい”をモットーに
始めてみませんか。

村上里美 日本絵手紙協会公認講師

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ● ジャンル豊富に250講座以上が集う 総合カルチャーセンター

0744-20-302510:00～21:00

〒634-0837  奈良県橿原市曲川町7丁目20番1号 イオンモール橿原3Fご予約
承ります

お申込み
お問い合わせ ホームページからもお申し込み承ります。パソコン・スマホ・携帯電話で➡ JEUGIAカルチャー

2016
秋期号

保存版

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2016.9.1

デコもち認定講座 アイドル♥ダンス

チョークアート 小さなバレリーナ

JEUGIAカルチャー

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。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］

講師募集

10:00～21:00

《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。

体験・見学も承ります!
ご入会受付中ご予約

承ります

ホームページからもお申し込み承ります。

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中

イオンモール橿原 3F

0744-20-3025
〒634-0837  奈良県橿原市曲川町7丁目20番1号 イオンモール橿原3F

イオンモール橿原

6
5
4
3
2
1

美と健康は“酵素”にあり！レモン酵素ジュース
腸内フローラを整え免疫力をつける味噌
乳酸菌たっぷり、人気韓国白菜キムチ
意外に簡単、白菜のあっさり塩漬け
大根の最強保存方法･沢庵の仕込み
日本の食文化を培った麹の利用法いろいろ

雪だるま作ろう～♪雪の結晶がキラキラ輝く中で☆

夢の国の人魚姫と海のなかまたち☆

赤いお家と黄色い親友も一緒にハイチーズ☆Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

2,000円（税込）

2,000円（税込）

・9/29㈭・10/24㈪
 10:30～12:30

★1日特別体験レッスンのご案内★★1日特別体験レッスンのご案内★
「切ったら絵が出るデコもち体験レッスン」バラとキャンディの 2 種類。

お子さまのおやつに！
素敵なお土産にしても！

1,500円（税込）

4
3
2
1

塗香（ずこう）･･･邪気を祓うお香
オリジナルお線香作り
練香（ねりこう）･･･源氏物語の香
豪華な金襴匂ひ袋

全6回

全6回

人気ブロガー講師が指導！
女性の憧れを実現する　DIY･クラフト教室

キャンセル待ちの為、待望の
増設クラスができました！！

～姿勢改善で美しく健康に～

～1日で取得できる指導者コース～

11/26（土）の試験合格に向けて！

残席5名!!

午前2クラスとも満席につき、
更に増設クラスできました。

クラス増設･先着順！

※NPO日本ハウスクリーニング協会より「認定証」発行。※3級取得後は2級取得コースも実施しております。

満席につき
増設クラス

満席につき
増設クラス

奈良県初

・10/29㈯,10/30㈰10:30～16:30

・ 9 /18㈰13:00～16:00 
・10/ 5 ㈬13:00～16:00

・9/25㈰10:30～13:30 ,10/30㈰13:30～16:30 ・10/23㈰10:30～16:30（1H休憩含）

15,000円（税別）

11,556円（テキスト代･道具代込）

2,000円（税別）
9,000円（税別）

58,500円
（税込･テキスト代、ライセンス発行料、年会費込）1,800円（税込）

10,800円（税込）認定料

7,560円（税込）認定料
【2級取得コース】・11/13㈰10:30～15:30

13,000円（税別） 9,720円（税込）認定料

3,240円（税込）入会金

月額3,600円（税別），4,500円（税別）（1歳～）

【先着順】

9/14（水）,9/17（土）
9/21（水）
※お時間はお問合せ下さい。

第1・3（土）
【3～4歳】
16:30～17:15

【4～5歳】
17:30～18:15

【小1～6】
18:30～19:15

第2･4（火）
【4～5歳】17:30～18:15
月額3,100円（税別）

（火）19:00～20:00
（火）18:00～19:00
（火）17:00～17:55幼稚園

小1～小4

小5～中学

食べ物びっくり実験月

大気圧の不思議実験月
11
10

電池･電気おもしろ実験月12

冷え冷え大実験月9

第1･3（土）10:30～12:00 月額3,400円（税別）

無料体験
実施中

10:30～11:30（月）
月3～4回

（金）
月3～4回

16:00～17:00

16:15～17:15

17:15～18:15

2・3歳児クラス

年長～小1クラス

幼児クラス

児童クラス（小1～3）

月額
5,000円
（税別）

9/12（月）
9/26（月）

9/  9（金）
9/23（金）

ピーターラビット™の
デコカップケーキ

満席につき
増設クラス

満席につき
増設クラス

初心者の為
の

入門クラス増設

【2歳までの赤ちゃん】
秋のスペシャル撮影会
おひるねアート

・10/7㈮
  13:30～15:30 

2,000円（税別）

≪1日1名様120分･完全予約制≫

1回 6,000円（税別）

個人レッスンのお知らせ

中山由美子
フリーアナウンサー、カラーアナリスト
日本カラーコーディネーター協会認定講師

あなただけのカラーと
メイク診断。

完全予約制（120分） 5,000円（税別）

話し方レッスン
マンツーマンであなたの声を磨きます!
就活、面接、接客に活用ください。

パーソナルカラー診断とメイク術

※日時はご相談下さい。

※日時はご相談下さい。

第1･3（火）
13:00～21:00

火曜クラス 木曜クラス
第2･4（木）

12:00～15:30
月額4,100円（税別）

第1･3（水）
14:30～15:45

昼クラス 夜クラス
第1･3（水）

19:15～20:30

10/8（土）開講

第2･4（火）10:30～12:00
全6回15,300円（税別）

予防医学リンパセラピスト
養成講座

身体の歪みを整え、経路･ツ
ボの位置を正しい位置に戻す
事により、リンパ･血行の流
れを良くします。ハンドマッ
サージテクニックを身につけ、
肩こり･便秘･むくみ等の症状
を解消。家族の健康や、開業、
資格取得を考えている女性に
おすすめの講座です。
（資格認定2,000円税別）

髙井里香 予防医学リンパセラピスト、
モンテ学院 学院長

全6回10/11（火）開講

リンパボディケア
～自分も人も癒せるデトックスセラピー

伊沢夏子 NPO法人日本セラピスト認定協会公認準教職員兼セラピスト,
（社）日本アロマ環境協会認定アロマインストラクター

全6回10/6（木）開講
全8回9/30（金）開講

10/17（月）開講

 

★最後のレッスンでアロマブレンドオイルを手作りします。

お顔のリンパケア
小顔、すっきりフェイスラインに導く
下腹部～ウエスト～腰のまわりのリンパケア
便秘、冷え性、下腹部のもたつきに効果的
首～肩～デコルテのリンパケア
肩こり、頭痛、眼精疲労に効果的
手の平～前腕～二の腕のリンパケア　
すっきりシャープな腕に導く
膝上～太もも～ヒップのリンパケア　　　
女性の大敵セルライトに効果的
足裏～ふくらはぎ～膝上までのリンパケア　

“冷え性・むくみ”に絶大な効果

第6回

第5回

第4回

第3回

第2回

第1回

毎回大人気!
秋の新クラス開

講！

定員10名

毎回大人気!
秋の新クラス開

講！

定員10名第1（木）
11:00～12:30
13:30～15:00
19:00～20:30
全6回12,600円（税別）

5,700円（税込）

奈良県初
1日で資格取得！1日で資格取得！

アロマハンドトリートメント養成講座

11,112円（税別）

・9/30㈮・10/31㈪・11/27㈰13:00～17:00

2,500円（税込）（テキスト･オイル代）

10,800円（税込）（希望者のみ）

･トリートメント手技の説明
･トリートメント実技練習
･アロマの基礎知識･法令

レッスン内容

修了証

1日で資格取得！

数秘＆カラー･プレゼンター
認定コース〔Basic編〕

13,889円（税別）
4,500円（税込）（教材費、修了証込）

9/11㈰13:00～19:30
9/30㈮・10/30㈰・11/20㈰10:30～17:30

1日で資格取得！

整理収納アドバイザー
2級認定講座

16,000円（税別）

・  9/22㈭
・10/30㈰
・11/29㈫
 10:30～17:30

5,820円（税込）（テキスト、ライセンス発行料）

日本ペーパーアート協会®監修

クラフトワークセラピスト®認定講座

1日で資格取得！

20,000円（税別）

・9/18㈰・10/29㈯・11/29㈫
 10:30～17:30

27,000円（税別）

30,000円（税別）（認定試験料含む）認定料

2日で資格取得!

ペットシッター士資格認定講座

★2日間の受講で環境省が
定める動物取扱責任者（保
管、訓練）になることがで
きます！

★取得後、全国どこでも即
開業することができます。

44,445円（税別）

9,200円（税込）（認定料、修了証込）

・10/16㈰,10/23㈰
  13:00～17:00

～開業への近道～
TVで紹介‼ 主婦の副業、高収入№1

11,660円（税込）12,454円（税別）

・9/18㈰・10/30㈰
・11/27㈰ 10:15～17:15

・9/20㈫・10/21㈮・11/18㈮
 13:00～18:00

廣瀬千秋
日本肥満予防健康協会名誉講師
美肌食マイスター講師　健康美導塾代表

JOPHダイエット
アドバイザー取得講座

1日で資格取得!

美肌食マイスター
資格講座

1日で資格取得!

今･話題の講座！骨盤底筋群をトレーニング。
下記の症状にお困りの方にお勧めです
・尿失禁、尿もれ・妊活中・生理不順・生理痛・冷え症

6,000円（税別）

野間里美 さとう式リンパケア
公認インストラクター

・  9/29㈭13:00～15:30
・10/23㈰14:30～17:00

・  9/29㈭10:30～12:30
・10/23㈰12:00～14:00

9,260円（税別） 5,000円（税込）教材費・認定料

さとう式リンパケア
初級講座

1日で資格取得! （認定証付）

おまたぢから®（経血トレーニング）講座 初級リフレクソロジスト
養成講座

辰巳真名美 ロイヤルセラピスト協会認定講師

1日（3時間）で資格取得!

1日（3時間）で資格取得!
初級ベビーマッサージ
セラピスト養成講座

11,482円（税別） 4,600円（税込）

・9/30㈮・10/2㈰
・11/20㈰ 13:00～16:00

・  9/29㈭10:10～13:10
・10/25㈫13:00～16:00
・11/18㈮10:10～13:10

9,260円（税別） 9,000円（税込）

11,482円（税別） 4,600円（税込）

yasuho ポコアポコ･ルミナス

・9/29㈭・10/30㈰・11/4㈮
 10:15～13:15

ポコアポコカード･リード
インストラクター養成講座

9,260円（税別） 6,000円（税込）

TCマスターカラーセラピスト
TCマスタートレーナー

yasuho

1日で資格取得!
TCカラーセラピスト講座

・9/19㈪・10/21㈮
・11/29㈫
10:15～15:15

1日で資格取得!

Pic
kUpPickU
p

Pic
kUpPickU
p

Pic
kUpPickU
p

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。

2016年

9/30㈮
期間

ま
で体験当日にご入会の方は

（または体験なしでご入会の方）こども割
★対象年齢★

0歳～12歳

奈良県初




