
1,550円
3/23（木）,3/30（木）

1,550円
3/29（水）,4/12（水）

1,550円
3/24（金）,4/7（金） 2,000円3/19（日）,3/26（日） 3/9（木）,3/23（木） 3,000円

3/13（月）,3/20（月） 3/18（土）,4/1（土） 1,000円
1,260円 3/29（水） 2,000円 500円

（通常2,100円）
3/18（土）,4/1（土） 2,900円

3/27（月）
2,000円

3/30（木）
無料説明会無料説明会

3/31（金）
無料説明会

3/25（土） 3/29（水）11:00～ 1,000円

3/22（水）病から遠のく「免疫力アップの薬膳」 2,800円
800円

2,800円
800円3/16（木）オレンジ酵素ジュース,4/20（木）

1,550円3/19（日）,4/2（日） 3/15（水）,3/22（水）
3歳～6歳1,500円, 小学生1,750円

1,500円
1,500円

3/30（木） 2,050円 1,500円 3/22（水）,4/19（水） 1,600円
600円

3/30（木） 2,000円（通常3,000円） 3/20（月）,4/3（月） 2,000円 3/21（火）,4/18（火）
1,500円（通常2,600円） 1,200円

3/31（金）ハートのフラワーケーキ
1,000円（通常2,000円） 3,500円 3/18（土）,4/1（土） 2,050円

4/4（火） 3/14（火）,3/28（火） 1,550円（通常2,000円）

3/31（金）◆お花チャーム◆
1,500円（通常3,000円） 2,000円

3/17（金）,3/31（金）
1,000円（通常2,500円）

3/24（金）,3/31（金）10:30～12:30

三線レンタル無料

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。

フロアマップ

JEUGIA
カルチャーセンター

【年長～小6】

【小2～】

【2歳～】 【3歳～】 【小学生～中学生】

【18歳～】

【3歳～小6】 【6ヶ月～年長】

【年長～小6】【2歳～小1】

定員10名につきご予約お早めに

Pic
kUpPickU
p

Pic
kUpPickU
p

1.いつものスマホカメラで学ぶ「カメラ基本のき」
ちょっとしたコツで写真が変わる！

2.写真加工アプリで撮った写真をアレンジ
コラージュも簡単にできる！

3.人物の魅力的な「撮り方」と「撮られ方」
人を素敵に撮るときのポイント！
流行の「自撮り」のテクニック！

カリキュラム例

 

★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

第4（水）10:30～12:30
月額2,800円（税別）

さぁ、薬膳をはじめましょう

今すぐ実践できる薬膳。毎日の暮らしに役立
つ中医学を学び2品プラスお茶の実演、楽し
い会食タイムと盛りだくさんの講座です。レ
シピをお持ち帰り頂きます。〈途中入会可〉

長谷真由美 薬膳療法士、健康生活指導士、カフェ薬膳スタジオ美身主宰、
旬薬zenみんカフェオーナー

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”

「ほめ達！」検定3級

全ての経営者･リーダー･親たちが「ほめ
達」となり、全ての人の可能性と成長を
信じ、人材育成から子育てまで、あらゆ
る人の才能を伸ばす“達人”となるプロ
ジェクトです。認定付き、履歴書にも資
格として記載できます。上司、就活を控
えている方、子育て中のママ、全ての人
に役立つ資格です！

小林康子 元CA、ほめ達特別認定講師

はちみつマイスター
資格認定講座

写真やイラストを満載したテキス
トと最新情報を盛り込んだ資料
を使って、今まで知らなかった正
しいはちみつについての知識を
身につけていただきます。
はちみつの健康効果やミツバチ
についての基本的な知識、衣食住
のどんなシーンでもすぐに活用で
きるはちみつ利用法を学びます。

平野のり子 日本はちみつマイスター協会代表理事

第2･4（木）18:15～19:30
月額3,100円（税別）

ソフトヨガ
ヨガ教室 マダム・フキの人気ヨガ

鈴木なぎさ
ヨガ教室マダム･フキ専属講師

第2･4（水）15:00～16:15
月額3,100円（税別）

癒しのヨガ
近藤志保

ヨガ教室マダム･フキ専属講師

第2･4（金）10:30～11:45
月額3,100円（税別）

季節のヨガ
鎌田真代

ヨガ教室マダム･フキ専属講師

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。

与那嶺 勇 でいご三線教室

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

月額5,000円（税別）
16:00～17:00
10:30～11:30

月3～4回（月）

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

第1･3（土）
10:30～12:00
月額3,400円（税別）

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

春休み

1日鉄棒マスター教室

みんなで苦手を克服
しよう！
逆上がりや前回りの、
基礎とコツを学びます。
また、いろんな運動遊
びを体験することで、
運動する楽しさや喜
びを感じて下さい！

カワイ体育教室専属専任講師

第3（水）10:30～12:30 全3回9,000円（税別）

～SNSで差がつく写真の撮り方～

女子カメラ講座

今のスマホカメラはとても高機能！
カメラの基本的な知識やコツを知
るとすぐに素敵な写真が撮れるよ
うになります。

栗本恵里 魅力発掘フォトグラファー

第1or第3（土）
13:30～15:00
月額2,100円（税別）

NFDインドアガーデニング

観葉･多肉植物･寄せ植え等の植物の生長や移り変
わりを屋内（インドア）で感じて頂ける趣味の
コース。
※NFDが設定、発行するデュプロマを取得できる
資格コースもあります。（受講料月額 3,100 円）

森中早苗 日本フラワーデザイン協会

第4（月）10:30～12:00
全3回9,000円（税別）

ほうれい線とさよならする方法

さとう式リンパケア初級講座

5年前の自分に変身しましょう。
さとう式セルフケアでほうれい
線の原因とさよならする方法を
覚えて3ヶ月後には若々しくリフ
トUP、ハリ艶のある小顔に！

大本富美代 さとう式リンパケア
公認インストラクター

第2･4（木）13:30～15:00
全6回15,300円（税別）

腸セラピー

第2の脳とも言われ
る腸を正常な状態に
戻して代謝アップ、免
疫力アップ、魅せ痩せ
体質、美肌効果も期
待できる腸セラピー
についてを学びます。ご自身･ご家族の健康管
理や美肌効果を高めましょう。
（ディプロマ発行可。2,000円税別）

前田恵子 モンテ学院モンテセラピスト
腸セラピスト

第2･4（金）10:15～11:15
全6回15,300円（税別）

経路フェイスセラピスト養成講座

ツボや経路を刺激し気血
水の流れをよくするフェイ
ステクニック。しわ、たる
み、小顔改善効果のとて
も高い技術。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

第2･4（土）19:00～20:30
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

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

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

第3（金）13:00～15:00
全6回 18,000円（税別）

つまみ細工葉ちっく主宰･葉子先生のレッスンが
奈良で受講できます。

葉ちっくオリジナル つまみ細工

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！《縫う》作業がなく
裁縫が苦手な方でも簡単綺麗に
仕上がります。着物に使う髪飾り
や帯どめ、洋服でも使えるアクセ
サリーも作っていきます。

藤田葉子 つまみ細工 葉ちっく主宰

第1･3（金）18:00～19:30
月額5,000円（税別）･親子8,000円（税別）

プログラミング教育が小学校で必修化！
話題の講座がスタート！

スクラッチで始めよう！
キッズプログラミング

楽しく簡単に始められる「スクラッ
チ」で、プログラミングの基本と論
理的思考法を身につけよう。
ゲームプログラミング、WEBアプリ
やスマートフォンアプリのプログラ
ミングにも対応いたします。

みきこうじ アプリ開発インストラクター

温泉ソムリエ認定講座

1回の温泉旅行分の費用で温泉の資格が取れ、温
泉の楽しみが10倍に！･･･それが温泉ソムリエです。
多くの芸能人や旅行関係者のプロの方にも支持
されるメディア的にも有名な資格講座です。
●温泉の基礎知識講座
●入浴法の基礎知識講座
●温泉分析書の読み方、まとめ 質疑応答
●終了後認定式

遠間和広 温泉ソムリエ家元

5/20（土）,6/3（土）,6/17（土） 
10:15～11:45 全3回 6,000円（税別）

自分のことばで
自分史をつくろう！

キッズ
作文教室

自分が生まれてから今日までの歴史
を楽しく振り返りながら指定のプリン
トを使って、「自分史」を作成していき
ます。「伝える楽しさ」や「つくりあげる
楽しさ」を体験できる講座です！

一般社団法人 教育コミュニケーション協会
キッズ作文トレーナー

第4（金）10:30～15:30 全6回 36,000円（税別）

日本ヴォーグ社
クレイクチュール
インストラクター養成講座

今一番旬で注目の新クラフト。ク
ラフト用樹脂粘土「ポリマークレイ
Premo（プレモ）」を主な材料とし
てつくる新しいクレイクラフト。
（株）日本ヴォーグ社認定ディプロ
マ取得講座を奈良でいち早く開
講！サロンに興味のある方に最適
です。多くのクレイテクニックの基
礎を6回の講座に凝縮。

栢森友紀子 ㈱日本ヴォーグ社クレイクチュール講師

第1･3（日）
14:00～14:30
月額3,100円（税別）

第1･3（日）
14:00～14:30
月額3,100円（税別）

2･3歳児の為の英語教室開講!!

Baby英語（2～3歳クラス）

人の一生の中で、言葉
を覚える能力が一番
高いのは乳幼児期。
早いスタートで
メリットがいっぱい！

Akinyele Brandley 公立学校ALT講師

小学生

3歳～6歳（水）16:45～17:35 月額6,000円（税別）
（水）17:35～18:35 月額7,000円（税別）

田村弘子バレエ研究所

プティ･バレリーナ

バレエは健康な身体と心を育
て、情操教育として最適です。
ご挨拶･協調性などもレッスン
を通して大切に育てます。
創立61年の歴史あるスタ
ジオで楽しくバレエを始
めてみませんか。

久保貴子 田村弘子バレエ研究所主宰
公益社団法人 日本バレエ協会正会員

 第2･4（木）17:00～19:30
月額4,100円（税別）

こども陶芸くらぶ

基礎からしっか
り学んで、カッ
プやお皿を自由
に作ろう！こど
もの豊かな想像
力が大切なかた
ちになります。

森本昌利 もりも陶芸アートクラブ

第3（水）16:00～17:00
月額1,600円（税別/ペア料金）

池坊親子いけばな教室

お花を生けるこ
とで、生命の大
切さと、美しい
ものを見る心
を育てましょ
う。親子ご一緒
に楽しんでみま
せんか。

本岡玉香 池坊華道家元特別会員

知育教室キッズガーデン
キッズガーデン講師

第1･3（木）
10:30～12:00
全6回 18,000円（税別）

美色コーディネイト講座
ファッション･メイク･インテリ
アのセンスUPする色選びや、
生活に活かせる色の知識が
身につくカラー講座（ベースカ
ラー診断あり）。
色彩検定3級程度の知識を身
近な例を通して、楽しく身に
つけて頂ます。〈途中入会可〉

植田幸代 NPO法人色彩生涯教育協会認定
パーソナルカラー診断士･インストラクター

第1･3（月）18:30～19:30
月額5,000円（税別）

ウクレレひこう♪

ウクレレソロを楽しんで
みませんか？歌謡曲や
抒情歌お好きな歌を弾
きながら上達していきま
しょう。ウクレレを使っ
て、メロディとコードを同
時に弾いていく“ウクレ
レソロ”を指導します。

山田直樹 ウクレレ講師

第3（火）13:30～15:30
月額2,600円（税別）

スペインタイル

カラフルで暖か
い風合いのス
ペインタイルを
お部屋に飾っ
てみませんか。
楽しく素敵な
作品が出来あ
がります。

林田明美 スペインタイルアート工房認定講師 Atelier Mille-Fleur主宰

第1（金）
13:30～15:30
月額2,000円（税別）

癒しのインテリアフラワー
～オランダスタイル～

オランダで花は“人生を彩る
パートナー”となる存在です。
生花にプリザーブド、ポット
苗など様々な素材を使って
ホームフラワーを楽しみま
しょう。

櫻井千華

第1･2･3（土）
13:30～15:00
月額6,150円（税別）

サタデーハワイアンフラ入門サタデーハワイアンフラ入門サタデーハワイアンフラ入門

癒しのハワイアンソ
ングに合わせて、楽
しく踊りましょう。
初歩から基本ステッ
プ、歌詞の説明を理
解して表現しよう。

藤井輝子 KA LEI HŌKŪ LINO、
Dance Company TIARE 代表

第1･3（火）10:30～12:30
月額4,000円（税別）

脳トレに最適！知的趣味として楽しむ

女性マージャン教室

麻雀は最高に面白く、脳
トレや友達作りにも効果
的なコミュニケーション
ゲームです。
初めての方でもすぐに楽
しめるようにわかりやす
く指導します。
経験のある方には手作り
のコツや点数計算を指導
します。

堀 良三 ニューロン麻雀スクール講師

第2･4（火）
10:30～11:30
月額3,100円（税別）

簡化24式 太極拳

ストレッチ運動から
始まり、24式太極
拳の1～24式迄の
動作を説明しなが
ら、丁寧に指導致し
ます。

福島質彦 日本武術太極拳連盟公認
技能4段、指導員A級、審判員1級 ダイパーケーキマイスター養成講座

出産祝いに、ベビーシャワーに大人気のお
むつケーキ。自宅教室をしたい方や販売を
目指したい方に最適な資格！

畑中理恵子 ベビーシャワージャパン認定講師

レクリエーション介護士2級講座

介護の現場ではレクリエーションサービスが重要
視されています。当資格は介護や高齢者に対する
基礎知識を学び、自分の趣味や特技を活かした
介護レクリエーションを企画･提案･実施できるよ
うになる事を目的とした資格です。介護に携わっ
ている方,ボランティアをしたい方におススメです。

一般社団法人日本アクティブコミュニティ協会認定講師

● 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

2017
春期号

保存版

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2017.3.1

ポーセラーツ DFAダッチフラワーアレンジメント

陶芸教室 つまみ細工

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。

〒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

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

0744-20-302510:00～21:00

●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。

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

イオンモール橿原

体験・見学も承ります!
《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。

ご入会受付中ご予約
承ります

JEUGIAカルチャー

4/21（金）開講

4/1（土）開講

TVでも話題の人気の資格

温泉愛好家の皆様へ

3/26㈰13:00～17:00
24,840円（税込･教材費･認定料込）

1日
講座

奈良県初

第4（火）
10:15～12:15

全6回21,000円(税別)

ビーズモチーフ
キラキラ輝くビーズ
ひと粒ひと粒に丁寧
に針で糸を通すと、
お気に入りのディズ
ニーキャラクターが
現れます！

全6回

全6回8,597円(税込)
［4/25（火）開講予定］

©Disney

第2（月）
13:30～15:30

全6回21,000円(税別)

魔法のタワシ
食事の後片付けが
楽しくなる、洗剤
なしで汚れが落と
せるディズニーキ
ャラクターのタワ
シを作ります。

全6回5,000円(税込)
［4/10（月）開講予定］

©Disney

第1（木）
13:30～15:30

全6回21,000円(税別)

キラキラデコ
混ぜるだけで固まる
樹脂粘土（デコレパ
テ）に、キラキラビジ
ューを乗せて作るデ
ィズニーキャラクタ
ー講座です！

全6回7,540円(税込)
［4/6（木）開講予定］

©Disney

金井美紀
吉谷麻子

ディズニーハンドメイドインストラクター

全3回

4/6（木）開講全6回

4/28（金）開講
全6回

全6回

全2回 全2回

作文が苦手な子も大丈夫。

・7/29（土） 夏休み開催
2,000円（税別）

先着順

10:15～11:45

大人気Brandly先生のクラス

月額3,600円（税別），4,500円（税別）（1歳～）
無料体験
実施中

3/8（水）,3/15（水）,3/18（土）
※時間はお問合せ下さい。

自ら学ぶ力を育みな
がら思考力、算国の
基礎土台を乳幼児期
に作りましょう。
※日時はお問合せ下さい

※資格取得コース
『DFAダッチフラワーアレンジメント』
もあります。［第1（金）14:00～］

朝クラス
増設募集！

こんな資格があったんだ！JEUGIAいち押し！
2日で資格取得！ 2日で資格取得！

36,500円（税別）
・4/16㈰10:30～17:30,4/23㈰10:30～13:30

21,060円（税込） 10,800円（税込）試験料 12,960円（税込）認定料 37,800円（税込/教材費･認定料込）
・4/23㈰,4/29㈯

･2段螺旋型ケーキ制作

･1段筒型ケーキ制作

･ダイパーケーキとは

･ガイダンス

･梱包、発送、タグ等のノウハウ

･三輪車ケーキの制作講
座
内
容

10:30～18:00［申込締切：10日前 定員：20名］

介護レクリエーションの意義と役割、
高齢期のこころとからだの変化･症状、
グループワークでの企画書作成

1
日
目

講師によるの介護レクリエー
ションの実践、ークショップ企
画書発表、認定試験

2
日
目

大好評につき
第4弾開催
先着順

新聞･雑誌･テレビで広く紹介されている
薬膳療法士･長谷真由美先生による人気講座！
新聞･雑誌･テレビで広く紹介されている
薬膳療法士･長谷真由美先生による人気講座！

･6月 不調から抜け出す 「梅雨時の薬膳」
･5月 中医学からみる「からだバランス薬膳」

･7月 体をサビから守る「抗酸化の薬膳」

･4月 内から輝く「美肌のための薬膳」
カリキュラム例

･6月 梅干し～日本古来の万能食品～
･5月 夏の漬物 糠床づくり

･7月 自家製酵母でパン作り

･4月 麦麹づくりともろみ味噌
カリキュラム例

TV番組「羽鳥慎一のモーニングショー」で
特集されました！
ほめる達人！略して「ほめ達！」

5/28㈰ 
10:30～13:30 5,000円（税別）（認定料込）

1日
講座

4/2㈰
1,600円（税別）

1日
講座

奈良県初

3/25㈯・3/26㈰ 
10:30～17:00

32,000円
24,840円（税込）

2日
講座

4/24（月）開講全3回 4/13（木）開講全6回 4/14（金）開講全6回 4/8（土）開講全6回

4/19（火）開講
全3回

4/6（木）開講全6回

1日で資格取得！ （認定証付）

・3/15㈬・4/23㈰・5/14㈰
9,260円（税別） 5,000円（税込）教材費･認定料

13:00
～15:30

腸セラピーの驚くべき効果！腸セラピーの驚くべき効果！
毎回大人気!
春の新クラス

開講！

定員10名

毎回大人気!
春の新クラス

開講！

定員10名

2･3歳児クラス

年長～小1

表面張力おもしろ実験月4
回転運動でびっくり実験月5
視覚のふしぎ実験月6 新･年中、年長

新･小1～3
13:00～14:00
14:00～15:00

≪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。

※日時はご相談下さい。

※日時はご相談下さい。

パーソナルカラー診断とメイク術

ルームスタイリスト
2級認定講座

この1日集中講座では、「自分らしくステキな部
屋」を作るコツ、好みの色の活かし方や家具配置
などワークを通して学びます。1日でルームスタ
イリスト2級の資格を取得することができます。

・3/26㈰・5/28㈰ 12:00～18:00
15,000円（税別）
7,560円（税込/テキスト、認定料込）

中村まり ルームスタイリスト

1日で資格取得！

JOPHダイエット
アドバイザー取得講座

・3/12㈰・4/9㈰・5/3㈬ 
10:15～17:15

12,454円（税別） 11,660円（税込）

・3/30㈭・4/30㈰・5/31㈬ 
10:30～16:30

12,454円（税別） 11,660円（税込）

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

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！

整理収納アドバイザー
2級認定講座

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。

5,820円（税込/テキスト、ライセンス発行料）

・3/31㈮・4/30㈰
・5/28㈰ 
10:30～17:30

16,000円（税別）

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

1日で資格取得！

初級リフレクソロジスト
養成講座

・3/24㈮10:10～13:10
・4/23㈰14:00～17:00

・3/12㈰ ・4/20㈭

11,482円（税別） 4,600円（税込）

11,482円（税別） 4,600円（税込）

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!

初級ベビーマッサージ
セラピスト養成講座

1日（3時間）で資格取得!

アロマハンドトリートメント養成講座

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。

認定料 10,800円（税込）（希望者のみ）

・3/20㈪・4/16㈰
・5/23㈫ 13:00～17:00

11,112円（税別）
2,500円（税込/テキスト･オイル代）

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

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〕

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。

・3/29㈬・4/29㈯・5/14㈰ 
10:30～17:30

23,500円（修了証、教材費、税込）

松田佳代 数秘＆カラートレーナー

1日で資格取得！

生前整理アドバイザー
2級認定講座

生前整理とは、物･心･情報
を整理して、今よりもっと幸
せに生きるための究極の片
付け。最高の人生を送るた
めに･･･

・3/12㈰・4/21㈮
・5/14㈰
 10:15～16:15

9,000円（税別） 11,340円（税込）

大野保代 生前整理アドバイザー2級認定講師

1日で資格取得！

TCカラーセラピスト講座

カラーセラピーの歴史や色
彩心理、セッションの進め方
など、丁寧な解説書と14本
のカラーボトル付の講座で
す。受講後すぐにセラピスト
として、お家や職場･サロン等で活用できます。
※マスターコース希望の方、ご希望の日程受講で
きます。ご相談ください

・3/22㈬12:00～17:00
・4/9㈰・5/21㈰ 10:15～15:15

9,260円（税別） 9,000円（税込）

yasuho/岸本享世
TCマスターカラーセラピスト，TCマスタートレーナー

1日で資格取得！

ペットシッター士資格認定講座

44,445円（税別）
9,200円（税込/認定料、修了証込）

日本ペットシッター協会講師

2日で資格取得!

整理収納清掃3S
コーディネーター講座3級

プロのノウハウを学ぶことが
出来、お仕事に活かせます。

認定料 7,560円（税込）
・4/2㈰・5/7㈰・6/11㈰ 13:00～16:00

9,000円（税別）

飛鳥美幸
整理収納清掃コーディネーター認定講師

※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。

1日で資格取得！

･使いやすく見た目もよい部屋のレイアウト
･好みの色を知ってインテリアに活かす方法
･模様替えの手順と効果
講座内容 ･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

★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。

～開業への近道～
TVで紹介‼ 主婦の副業、高収入№1

・6/4㈰・6/11㈰10:30～15:30

10:10
～13:10

12:00
～15:00

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

お得な

割引! 入会金1,000 割引（税別）

円早割
※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。

2017年

3/31㈮
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）


