
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。

9/27（水）
･カフェにて撮り方
･アレンジの
テクニック講義

9/18（月）,10/16（月）◆バラの花◆
（通常2,000円）9/19（火）,10/3（火）1,500円（通常2,100円） 1,188円

9/18（月）,10/2（月） 2,050円9/15（金）,10/6（金） 2,000円9/10（日）,9/24（日）三線レンタル無料2,050円 1,000円

9/19（火）,10/3（火） 2,000円 9/6（水）,9/20（水） 2,500円

9/30（土）

9/28（木）13:00～ 9/12（火）,9/26（火） 2,000円

9/13（水）Wood Box 2,200円
2,250円

1,625円9/20（水）,9/27（水）

【Kidsクラス】1,550円 【大人クラス】2,000円
9/16（土）,10/7（土） 1,500円

（通常2,500円）9/15（金）,10/6（金）

【Baby】 9/20（水）10:30～
【 1 歳 】 9/13（水）11:30～
【 2 歳 】 9/13（水）,9/16（土）10:30～
（他クラスの日時はお問合せ下さい）

1,000円9/16（土）,10/7（土） 1,296円

9/17（日）,10/1（日） 1,000円 1,550円9/19（火）,10/3（火） 9/11（月）,9/25（月）

9/27（水）脳をいやす、活性する薬膳
2,800円 800円

9/29（金）◆お花チャーム◆ 1,500円（通常3,000円）
2,000円 9/22（金）11:00～ 9/16（土）,10/7（土） 1,000円

（通常2,300円）

1,000円

9/22（金）,10/6（金） 1,500円

9/11（月）,9/25（月） 1,000円
（通常2,850円） 9/25（月） 2,000円（通常3,000円） 9/7（木）,10/5（木）

（通常2,100円） 1,000円
2,050円9/20（水）,10/4（水） 9/25（月）,10/9（月）

（通常2,050円） 1,000円

9/21（木）かわいいお花・基本レッスン

2,000円
500円

2,800円 2,200円

9/29（金） お花の宝石ボトル
3,240円（税込･材料費込） 9/23（土） 1,000円（通常1,500円） 9/30（土） 1,000円（通常2,000円）

9/26（火） 9/18（月）,10/2（月）
2,500円

9/29（金）13:30～14:30
1,000円（通常3,050円）無料説明会

無料体験会実施！
1,2歳クラス
大募集！

無料説明会

無料説明会

9/30（土）
無料説明会

ブローチ
　又は扇子入れ

フロアマップ

JEUGIA
カルチャーセンター

《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。

第3（月）
13:30～15:30
月額2,100円（税別）

しゅんこうの和紙ちぎり絵教室

「和」の心に触れ
る和紙ちぎり絵。
絵の具では表現で
きない和紙のぬく
もりと美し色彩が
魅力です。

磯村太喜子 しゅんこう認定講師

第1･3（火）10:45～12:45
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1･3（月）13:00～15:00
月額4,100円（税別）

きものリメイク教室

着なくなった着物や
羽織、帯、思い出の
ある古い布で、世界
でたった一つ自分だ
けの物を一緒に作り
ませんか。

谷口和子 手作りの店遊布主宰

第1･3（金）
15:30～17:30
月額4,100円（税別）

～お好きな画材で描く～

はじめての絵画教室

デッサン･油絵･水彩画な
ど好きな技法、画材を
用いて、身近なモチーフ
を使ったやさしい静物
画から始めます。初心者
には基礎から、公募展に
出展希望の方にはノウ
ハウを指導します。

植村隆久 東光会審査員 橿原市展審査員　
奈良県美術人協会会員 日展入選8回

第2･4（日）
13:00～14:00
月額5,500円（税別）

琉球三線 癒しの調べ

メンソーレ！！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 三線講師

第1･3（火）
13:30～14:30
月額4,000円（税別）

数ある武術気功からや
さしく効果の高い伝統
気功をお伝えします。
驚異的な治癒力でかつ
てない美と健康を。

中馬青吾 春日伝統太極拳会長

第1･3（水）13:15～14:15
月額5,000円（税別）

バレティス®～神秘の健美力～

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

ヒロ･クロンドールバレエ認定講師

第2･4（土）20:10～21:40
全6回15,300円（税別）

第2･4（土）19:00～20:00
全6回15,300円（税別）

予防医学リンパセラピスト
養成講座

経路フェイスセラピスト
養成講座

ハンドマッサージテクニックを身につけ、肩こり･便
秘･むくみを解消。開業、資格取得を考えている女
性におすすめ。（ディプロマ発行可。2,000円税別）

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。（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（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（火）11:00～21:00［1回30分］
月額6,100円（税別）

楽しく始める

ヴォイストレーニング

自信を持って人前で歌
えるようになりたい。
デビューを目指したい！
あなただけのレッスン
を組み立てます。
※限定ペアレッスン（親子、

友達）もあります。

showgenz アーティスト/クリエーター

第2（水）10:30～12:30
全6回13,200円（税別）

DIY･クラフト講座

インテリアやガーデニ
ングに活かせる『雑貨作
り』がメインの 講 座 で
す。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。

砂野あずさ 1級建築士 
インテリアコーディネーター

（水）17:00～17:50 月額6,500円（税別）

2歳からの

クラシックバレエ

音楽に合わせて楽しく
レッスンをしてもらう
事を目的としておりま
す。プレバレエとして
情操教育として、正
しい姿勢や柔軟性、
音楽性を学べます。可愛いレオタードを着
て一緒にレッスンしましょう。

ヒロ･クロンドールバレエ講師

第1･3（日）10:30～11:10
第1･3（日）11:20～12:00

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。

上垣かなえ リトピュアリトミック認定講師

ダンスインストラクター アプリ開発インストラクター

第1･3（火）
10:30～11:30
月額3,100円（税別）

ベビーマッサージ＆ヨーガ教室

オイルマッサージで赤
ちゃんの身体をほぐし、
お歌や絵本なども取り
入れて楽しくレッスン。
ママもリフレッシュ。

喜多恵都子 日本メディカルレガメント協会認定講師

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

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4（火）
10:30
　～12:00
月額3,500円

（税別･材料費込）

花咲くボトル ハーバリウム

3時間で資格取得

ハーバリウム
講師育成レッスン

インテリア雑貨として注目を集めているハーバリウム。
お花たちがみずみずしく華やかに揺れ動く新しいフラ
ワーギフトボトル。季節の花を、好みの色で選びオリ
ジナルのインテリアボトルを作ります。

一輪挿し、ランダムフラワー、ドライフルーツ
入りの3種類の課題が魅力的。
ディプロマ到着後からフリーレッスンの教室
開設、販売をして頂けます。

中川さよ
kokorohouse主宰

第2･4（土）
18:00～19:30
月額3,000円（税別）

ジュニア将棋入門

将棋の強い子供はかっこいい!!
将棋のマナー･ルールを基礎から学び
メンタルの強さも身につける事ができ
ます。（級取得相談可）

南 浩司 日本将棋連盟公認将棋指導員

3歳から脳トレ＆音楽基礎を楽しんで学ぶ新
しいリトミック♬ 
右脳開発して楽器演奏に直結♬ 
大阪教育大学幼児教育専攻で採用中♬

岡本智美 仲辻久美子 新口直子
リトミックソルフェ認定講師

第2（火）
10:30～12:30
全6回 24,600円（税別）

お肌が喜ぶナチュラル石けん
ホームソーパー検定取得講座

材料からこだわったナチュラルな石けん作り。約40個の石けんを
作成しもれなく検定資格を取得できる講座です。本格石けんの作
り方を系統立てて学び、超基本からバリエーションまで丁寧に指
導します。上質の石けんをご自身で作れるようになります。
初めての方もOKです。

手づくり石けんの店ツクツク主宰　（一社）ハンドメイド石けん協会マスターソーパー　
（公社）アロマ環境協会アロマテラピーインストラクター

第1･3（月）10:15～12:15
月額5,100円（税別）

～脳いきいき～はじめての朗読

某N局、秋の人気ドラマの舞台は“朗読教室”。
今、朗読がブームです！
心地良い声とことばで「心を繋ぐ」朗読を始
めましょう。発声から表現を判り易く丁寧に
お伝えします。脳活性効果で若々しい「私」
になりませんか。
初めての方、経験はあるけれど基礎から学び
たい方。童話、民話、詩、そして文学作品等
朗読にチャレンジしましょう。

おうえ さちこ 一般社団法人日本朗読検定協会プロフェッサー常任本部認定講師

第2･4（金）13:30～15:00 
月額6,100円（税別）

基礎から学ぶ実践手相学

「よくわかる手相の見方」の著者が基礎から実践的な
手相の見方までを実例をまじえて直接伝授します。
イラストではない、実際の手相をみることで本当の
鑑定力が身につきます。

山田凰聖 甲斐四柱推命学院学院長

第3（金）15:15～17:15
全6回18,000円（税別）

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（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
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1･3（土）10:30～11:30
月額4,600円（税別）

美しいBody
ガールズ･キックムエタイ

美しく脂肪燃焼、体幹力、
ストレスを一気に発散さ
せたい。ダイエットを目的
とした女性のボディメイ
クに特化したムエタイメ
ソッドで優美な姿に。モデ
ルや有名芸能人がやって
いる大人気の運動。

Satoo タイムエタイスポーツトレーナー

第1･2･3（金）10:30～12:00
月額4,500円（税別）

大人から始めるバレエ

大人になって、やりたかった
バレエを基礎から丁寧に学
べるクラスです。バレエの立
ち方や姿勢を意識しながら
バーレッスンへ!!その後、フロ
アで大きく踊ります。50代
60代の方も楽しんでレッス
ンを受けて頂けます。

中谷千春 Chiharu's Ballet Class

第2･4（月）20:00～21:00
月額5,700円（税別）

イチから始める韓国語

韓国語の基本であるハ
ングルから文法まで分
かりやすく丁寧に解説
します。旅行に使える
フレーズも交えて実践
的韓国語も取り入れた
レッスン。韓国ドラマ
好きの方も楽しく学べ
ます。

金 美廷（キム･ミジョン）韓国語講師

第4（月）
13:00～14:30
全3回9,000円（税別）

魔法のリフトアップ術
～たるみのない肌に～

簡単に覚えられるセ
ルフリンパケア。毎日3
分のケアで、若々しい
ハリ艶顔をキープ！

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1（木）13:30～15:30
月額2,100円（税別）

草月流いけばな教室

テキストを使用していけ
ばなの基礎から自由型ま
で楽しく学びましょう。
草月のお花は自由な発想
で楽しくいけていただけ
ます。基礎型から自由型ま
で一緒に勉強しましょう。

吉澤星玲 1級師範 理事

第1･3（水）19:30～21:00
月額4,100円（税別）

楽しい詩吟

漢詩や和歌、俳句に節をつ
けて詠います。詩や語句の
意味を楽しく学びながら腹
式呼吸で大きな声を出すこ
とでストレス解消！健康づく
りに効果的です。初心者歓
迎します。

苑鈴 公益社団法人関西吟詩文化協会認定八段師範

第2･4（月）13:30～15:30
月額4,100円（税別）

かんたん＆かわいい

はじめての手あみ

かぎ針編みまたは棒針編みの基本
の模様をレッスン。その模様を使っ
た簡単なニット小物を編みます。
初心者の方も基礎を1からしっかり
ご自分のペースで基礎をきっちり
学べます。
カリキュラム修了後、希望により修
了証が発行されます（有料）。

中本絹代 編み物講師

第3（水）10:30～12:30
月額2,800円（税別）

ワンランク上のアイシング

お花絞りレッスン

アイシングのワン
ランクアップの口
金を使いかわいい
お花を絞るレッス
ンです。手作りの
クッキーやお菓子
に立体的な絞った
お花を飾ることでより素敵なスイーツに。

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

第3（月）10:30～12:30
全3回9,000円（税別）

SNSライフを楽しむ

カメラ女子講座
思わずいいね!!したくなるSNS向きの写真
講座。あなたの日常のひとつひとつが

『インスタジェニック』に!!

栗本恵里 魅力発掘フォトグラファー

タイ木槌伝統療法トークセン
資格講座（初級編）

タイ古来の木槌を使った
振動療法により体の深部
まで活性。全身のコリや歪
みを整える心地よいリズ
ムと刺激でリラックス効果
が高く施術効果改善率も
高い特徴があります。施術のプラスメニューや
健康施設で注目されている資格講座です。

Satoo タイ政府公認　
タイ木槌伝統療法トークセン教員

イオンモール橿原 3F

● 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
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1dayファーチャームリボン ロマンドール

アイシングクッキー 癒しのインテリアフラワー

JEUGIAカルチャー

●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。

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。

イオンモール橿原
〒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59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!
ご入会受付中ご予約

承ります

講師募集

0744-20-302510:00～21:00

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中

ホームページからもお申し込み承ります。

10/10（火）開講 10/16（月）
開 講

10/13（金）開講
途中入会ＯＫ

全6回

10/5（木）開講

10/14（土）開講

10/14（土）開講 10/12（木）開講

全6回

10/23（月）開講

10/16（月）開講

入門クラス
開講！

リトルキッズ
残席2

全3回

全2回

10/20（金）開講全6回

佃 麻由美

関西で人気の石けん教室“ツクツク”佃先生のレッスンです。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

手相の基礎

手のひらの丘、
　 三大線の見方

五大線の見方

十大線の見方

その他の線の見方

特殊な線の見方

運気の見方、流年法

適性、適職占い

恋愛、結婚占い

健康、病気占い

手相でプチ占い

記号の見方

・9/29㈮・10/24㈫・11/20㈪
 13:00～16:00

15,000円（材料費込･税別）
ディプロマ 別途5,000円（税別）

【小学生～】

【2歳～】 【2ヶ月～未就園児】 【2ヵ月～1歳半】 【2歳～小6】

【12歳～】

【3歳～6歳】

カルチャー初 魔法の脳トレリトミック

第2･4（日）10:30～11:15
第2･4（日）11:30～12:15

月額4,000円（税別）

5･6歳
3･4歳

おんがくだいすき
ちびっこ　あつまれ！

おんがくだいすき
ちびっこ　あつまれ！

成績アップ
運動能力アップ
楽器演奏力アップ

満席につき
増設クラス
開講決定!!

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。

～自分も人も癒せるデトックスセラピー

 

★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

女性限定

待望の入門クラスができました！！

・10/1㈰ ・12/3㈰ 13:30～17:301日
講座 35,640円（終了証･教材費込、税込）

最新!1日で取れる資格! 
1日で資格取得

カラーを使ってストレス解消･パワー補給！
カラーソムリエベーシック講座

カラーセラピーとは、
色 彩の持つ心 理的効
果を利用して、心と身
体のバランスを整えて
いくヒーリングシステ
ムで、様々な業界で注目されています。
看護、介護、美容、ファッション、フラワーなど

様々な職場で役立てることができます。

中川美知 一般社団法人  梨桜フラワー
カラーセラピー協会本部講師

・10/15㈰ ・12/17㈰ 
  10:30～16:30 ［申込締切：1週間前 定員：20名］

1日
講座

8,500円テキスト･修了証代3,500円（税込）

1日で資格取得

リトルキッズ

ベビー

1歳半～未就園児

2ヶ月～1歳半

HIPHOP･Free Style

初心者も大歓迎!!。
音楽に合わせて、みんなで
楽しくカッコ良く踊りま
しょう。

Nachika

【3歳～】

第1･3（金）
18:00～19:30
月額5,000円（税別） 

  親子8,000円（税別）

月額3,600円（税別）
 4,500円（税別）1歳～

こどもプログラミング

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。

みきこうじ

【年長～小6】

【18歳～】

【15歳以上】

知育教室キッズガーデン

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

キッズガーデン講師

【6ヶ月～年長】

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

【年長～小6】

月額5,000円（税別）

15:00～16:00
10:30～11:30

月3～4回（月）
2･3歳児クラス

年少～年長
16:15～17:15小1～小6

小学生クラス

開講

こ ど も 講 座

第1･3（土）17:00～18:00
月額3,100円（税別）

第1･3（土）18:00～19:30
月額4,000円（税別）

Kidsクラス

大人クラス

2020年、プログラミング教育が小学校で必修化！

朝日放送「キャストー CAST」
「主婦にオススメ最新おケイコ！」でテレビ放送
 クローズアップ「今年始めたいエクササイズ」

腸セラピーの驚くべき効果！

10 空気でびっくり実験月

11 磁石のひみつ実験 月

12 音のふしぎ実験月

9 振子とバランスびっくり実験月

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！

人気DIY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

･12月 クリスマス☆フレンチ薬膳
･11月 生活習慣病予防の薬膳
･10月 ホルモンバランスを調える薬膳
カリキュラム例

10/11（水）開講
全6回

全6回

※途中入会可

資格講座はHPでも多数掲載中

ローフードマイスター
2級講座

スムージーや酵素で話題の
ローフード。ローフードの背景
になっているナチュラルハイ
ジーンの哲学や生活の中に取り
入れるための基本理論を学び、
毎日生活に取り入れられるロー
フード料理14品目を学びます。

スムージーや酵素で話題の
ローフード。ローフードの背景
になっているナチュラルハイ
ジーンの哲学や生活の中に取り
入れるための基本理論を学び、
毎日生活に取り入れられるロー
フード料理14品目を学びます。

・10/8㈰,10/29㈰
・11/9㈭,11/30㈭ 10:30～15:30
・10/8㈰,10/29㈰
・11/9㈭,11/30㈭ 10:30～15:30

25,000円（税別） 10,800円（税込）

樋口まり子 日本リビングビューティー協会認定
ローフードマイスター奈良香芝校

・9 /29㈮10:30～15:30（ランチ付）

・10/10㈫13:30～16:30
・11/26㈰13:30～16:30

・9 /29㈮10:30～15:30（ランチ付）

・10/10㈫13:30～16:30
・11/26㈰13:30～16:30

・9 /10㈰10:30～15:00（ランチ付）

・10/ 6 ㈮13:30～16:30
・11/12㈰10:30～15:00（ランチ付）

・9 /10㈰10:30～15:00（ランチ付）

・10/ 6 ㈮13:30～16:30
・11/12㈰10:30～15:00（ランチ付）

10,741円（税別） 5,400円（税込）

10,741円（税別） 5,400円（税込）

中原由賀里 ロイヤルセラピスト協会認定講師

2日で資格取得！

初級リフレクソロジスト養成講座
1日（3時間）で資格取得!

・9 /12㈫10:10～12:40
・10/29㈰13:30～16:00
・11/17㈮13:30～16:00

・9 /12㈫10:10～12:40
・10/29㈰13:30～16:00
・11/17㈮13:30～16:00

9,260円（税別）

5,000円（税込）

大本富美代 さとう式リンパケア
公認インストラクター

さとう式リンパケア初級講座
1日で資格取得！

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!

・9/26㈫・10/16㈪・11/28㈫12:30～17:00・9/26㈫・10/16㈪・11/28㈫12:30～17:00

・9/23㈯・10/5㈭・11/21㈫10:10～12:10・9/23㈯・10/5㈭・11/21㈫10:10～12:10

13,500円（税別）

髙井ゆかり 日本スカーフコーディネーター
協会認定講師

スカーフコーディネーター
ベーシック認定講座

1日で資格取得！

ストールコーディネーター
ベーシック認定講座

1日で資格取得！

検定を受ける方は別途5,400円（税込）

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。

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。

4時間で約35種類のスカーフの折り方、結び方
を体系的に学べる認定講座。ベーシック講座を
修了後スカーフレッスンを開催できます。

2時間で23種類のストールの巻き方を学べます。
講座終了後は、協会認定のストールコーディネーターに！

・9 /24㈰
・10/22㈰・11/26㈰
 10:30～17:30

・9 /24㈰
・10/22㈰・11/26㈰
 10:30～17:30

16,000円（税別）

5,820円（税込）（テキスト、ライセンス発行料）

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！

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。

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。

・9/30㈯・10/30㈪・11/12㈰・12/3㈰
 10:30～17:30
・9/30㈯・10/30㈪・11/12㈰・12/3㈰
 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！

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。

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。

・9/23㈯・10/30㈪
・11/19㈰
 13:00～17:00

・9/23㈯・10/30㈪
・11/19㈰
 13:00～17:00

11,112円（税別） 2,500円（税込･テキスト･オイル代）

大塚裕美 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―

1日で資格取得！

･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

10,800円（税込）（希望者のみ）認定料

教材費･認定料

・9 /16㈯10:10～12:40
・10/15㈰12:30～15:00・11/26㈰12:30～15:00
・9 /16㈯10:10～12:40
・10/15㈰12:30～15:00・11/26㈰12:30～15:00

9,260円（税別） 5,000円（税込）教材費･認定料

5,400円（税込）認定料 1,620円（税込）テキスト代

8,500円（税別） 3,240円（税込）認定料 1,620円（税込）テキスト代

JOPHダイエット
アドバイザー取得講座

・10/15㈰13:00～19:00
・11/29㈬10:15～17:15

12,454円（税別） 11,660円（税込）

・9/29㈮・10/30㈪・11/19㈰
 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！

（認定証付）

筋肉をゆるめる
MRT基礎講座

1日で資格取得！

（認定証付）

日本ペットシッター協会講師

2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）

・9/24㈰,10/1㈰
  10:30～15:30

9,200円（税込）（認定料、修了証込）

★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

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。

話し方レッスン

※日時はご相談下さい。

完全予約制（120分） 5,000円（税別）

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。

パーソナルカラー診断とメイク術

1日1名様120分
完全予約制

❻バリエーション石けん3
❺バリエーション石けん2
❹バリエーション石けん1
❸講義&検定テスト
❷石けん作りデモンストレーション&講義
❶ペットボトルでお肌に優しい石けん作り体験

インスタ映えまちがいなしのスイーツ
をオールドイングリッシュ調の内装の素

敵なcafe「アルカイック森の工房」にて女
子会フォトレッスン。

会員様限定
1日5名

講座
おしゃれカフェ

おでかけフォトレッスン
へ

・10/13㈮ 
・11/ 7 ㈫
  10:00～13:00

1日
講座

3,000円（当日別途cafe代1,500円程度）

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

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）


