
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。資格講座はHPでも多数掲載中

上記以外にも短期間で取得できる資格講座を多数ご用意しております。詳しくはＨＰをご覧ください。

1,500円9/14（金）,9/21（金） 9/12（水）,9/26（水） 2,050円 9/4（火）,9/18（火） 1,000円 2,050円9/14（金）,9/28（金）

9/10（月）,10/8（月）
1,500円（通常2,500円） 600円 9/17（月）13:00～ 2,500円 9/24（月） 9/23（日）,9/30（日） 1,550円 9/27（木）,9/28（金）

1,000円9/13（木）,9/27（木） 500円

9/2（日）,9/16（日） 1,550円
1,550円9/22（土）,9/29（土） 9/28（金） 1,500円（通常2,500円） 9/15（土）,9/29（土） 1,000円

1,296円

9/30（日）10:30～11:30 1,000円（通常2,000円） 1,800円9/11（火）,9/18（火） 9/10（月）,9/24（月） 1,350円
300円 9/10（月）,9/17（月）

9/20（木）◆お花チャーム◆
1,500円（通常3,000円） 2,000円

9/21（金）10:30～11:30
骨格診断〈あなたに似合うネックライン〉1,000円9/28（金）10:15～11:15 （通常3,050円）

1,000円9/28（金）15:15～16:15 （通常3,050円）
1,000円 9/23（日）10:30～11:30 説明会 1,000円

9/19（水）◆花キャンドル◆ 2,500円 1,000円9/28（金） ◆不思議の国のアリスのドレス◆ 1,500円
2,000円

9/18（火）,10/2（火）
唄口代500円1500円（通常2,300円）9/29（土） 1,500円

9/24（月）,10/8（月） 2,000円9/20（木） （通常2,050円）9/24（月）14:00～

9/13（木）,9/27（木）（通常2,000円）9/28（金） 500円（通常1,500円）2,200円

9/30（日） そば打ち、打ちたてそばの試食
1,080円

9/25（火）フォトフレーム
1,500円（通常2,700円）
1,700円9/20（木） 1,000円（通常2,500円）

3,030円（材料と道具代）

9/26（水） 1,500円（通常2,550円） 2,160円

9/26（水）,10/24（水）9/24（月）
2,000円

9/16（日）

1,000円
2,800円

無料説明会

無料体験会

無料体験会

無料体験会

無料説明会

無料説明会
無料体験会

体験セミナー

①破損状態 ②接　着

③欠け埋め ④完　成

フロアマップ

JEUGIA
カルチャーセンター

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（水）
19:15～20:30
月額4,100円(税別)

お勤め帰りのフラダンス

お勤め帰りのひと時、
優しいハワイアンに
乗って楽しく踊りま
しょう。
基礎から丁寧にお稽古
しますので初めての方
もお気軽にどうぞ♪♪

岡本直子 フラインストラクター

第1･3（火）13:30～14:30
月額4,000円(税別)

太極拳

有酸素運動である太極拳のゆっくりとした動きは
血行を促し体を支えるインナーマッスルを鍛えます。
基礎体力が得られ、自律神経の働きや免疫力の向上、
肩こり改善、リラックス効果も得られ集中力アップ。

中馬青吾 春日伝統太極拳会長

第2･4（金）
19:30～20:30
月額4,100円(税別)

アイドル♥ダンス

憧れのアイドルになり
きって元気にダンス♪
人気アイドルグループ、
人気アニメの曲で可愛
く、カッコよく踊りま
しょう★

Suzuka ダンスインストラクター

第2（月）
13:30～15:30
月額2,500円(税別)

クラフトバンドで作る
バッグと雑貨

紙でできているクラフトバンドを使って、
いろいろな形のかごを作ります。
作って楽しい、使え
て楽しいかご作りを
基礎から一緒に作り
ましょう。

中谷孝枝 クラフトバンド講師

第1･3（月）10:15～12:15
月額5,100円(税別)

はじめての朗読
～脳いきいき～

心地好い声とことばでお話ができていますか。美しい日本語
で「心を繋ぐ」朗読を始めましょう。発声は脳活性効果があり
ます。いつまでも若々しい私に‼　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（月）12:00～13:00
全6回15,300円(税別)

小顔矯正
ヘッドセラピスト
養成講座

ご要望の多かった月曜
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。

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（日）10:15～11:30
月額3,100円(税別)

ゆがみ修正ヨガ

身体のゆがみが色々
な病気の原因になる
ことがあります。ま
ず、自分の身体を知
り、ゆがみを整え、気
の流れをよくして自
然 治癒 力を高めま
しょう。

守田里美 ヨガ教室Madame Fuki専属講師

第2･4（木）
第2･4（金）
13:30～15:30
月額3,100円(税別)

着付け教室きものを楽しもう

着付けを基本から学び
ます。一人で簡単に着
られ、苦しくない、着
崩れしない着付けを楽
しく学びませんか。

村田紀美子 師範講師

第2･4（木）17:00～19:00
第2･4（金）17:00～19:00
月額4,100円(税別)

こども絵画造形教室

一人一人の個性を大
切に。のびにびと絵
を描くこと、もの作
りの楽しさを体験す
ることでこども達が
持つ創造力、表現力
をのばします。

上田寛子 こども造形絵画教室 
おえかきひろば講師

Brandleyのキッズ英語

小さな時期に、外国人
講師の生の英語の発
音に触れることで英
語脳を鍛えることが
できます！

Akinyele Brandley 公立学校ALT講師

第1･2･4（土）
19:00～20:00
月額3,100円(税別)

kid
,
s cheer peaches!

チアダンス

浅野陽子
kid's cheer peaches! 
JCDAチアダンスライセンス取得
ならチアダンスの会

第2･4（金）
18:00～19:30
月額5,000円(税別)
 親子8,000円(税別)

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」でゲーム
をつくりながら、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 アプリ開発インストラクター

第1･3（土）10:30～12:00
月額3,400円(税別)

磁石から静電気の実験まで、
体感することで、子どもたち
の自ら考える力を伸ばします。

学研科学実験教室専任講師

第4（日）10:30～11:30 全3回6,000円(税別)

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
つけて走る事が楽しくなります。

別府真樹 Beeスポーツ代表

月額7,200円(税別)

バレエ･アン･ドゥ･トロワ
桧垣バレエ団プリマ小西裕紀子監修

桧垣バレエ団プリマバレ
リーナ、小西裕紀子が指
導致します。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。

小西裕紀子（社）桧垣バレエ団主宰

（月）16:30～17:30
月額5,400円(税別)

そろばん･あんざん教室

算数の算、珠算の算を
合わせて「さんさん教
育」といいます。そろ
ばんを使って数や計算
の意味と仕組みを学習
します。

金野明美（一社）日本珠算連盟　正会員　
（一社）奈良県珠算協会　正会員

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3（木）13:30～15:30
全6回18,000円(税別)

つまみ細工
葉ちっくオリジナル

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。

小笹葉子 つまみ細工 葉ちっく主宰

第3（金）10:30～12:00
全3回9,000円(税別)

骨格診断講座

骨格診断で体の特徴から似合う洋
服のファッションイメージを知り
ましょう。講師が参加者一人一人
の骨格スタイルを分析し、スタイ
ルアップのファッションアイテム
や着こなしのポイント、おすすめ
の素材や形をアドバイスします。
《途中入会可》

原田さゆり ICPAマスター講師

第4（金）11:00～12:30
全6回18,300円(税別)

現役鑑定士の鑑定秘話や実
践テクニックなど面白おか
しく講義。人生のお悩み解
決を紐解くタロットカード占
いで未来設計、進むべき方
向の目安を。《途中入会可》

第2･4（金）13:30～15:00
月額6,100円(税別)

実践手相学
基礎から学ぶ

「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。《途中入会OK》

山田凰聖 甲斐四柱推命学院学院長

タロット占い
よくわかる

甲月あさ美 甲斐四柱推命学院助教授

第2（日）10:30～12:00
全3回6,000円(税別)

魔法のセミナー
こどもの強みがぐんぐん伸びる

「どうしてうちの子は･･？」と
思う事はありませんか。子供の
強みや個性を活かして自尊心を
育て、のびのび子育てをしてみ
ませんか。≪途中入会 OK≫

カトchan 強み発掘講師

第3（水）10:30～12:30
月額2,500円(税別)

ワンランク上、大人上品なお花の雑貨を毎月1作品作って
頂ける教室です。※資格取得可

第3（火）10:30～12:30
全3回6,300円(税別)

前回大人気プリンセスシリーズ第3弾！
今回は白雪姫の作品を作りましょう。

第1･3（火）10:15～11:15
月額4,600円(税別)

大人のケンハモ（鍵盤ハーモニカ）

解りやすく･楽しく･カッコ良く！ 
今からはじめられる大人のケン
ハモ（鍵盤ハーモニカ）の教室で
す。楽譜が読めなくても大丈夫！
今、プロミュージシャンや音楽
愛好者などの「大人」が楽しむ楽
器として愛されています。

松本有加 SUZUKIケンハモ講師
プリンセスシリーズ･第3弾
fluer misakiの

鍵谷治美 プリザーブドフラワー講師

癒しのお花とキャンドルと
花アトリエSugarBaby

田中昌美 銀座スタジオエス認定講師 SugarBaby

第2･4（土）19:30～21:00
月額3,000円(税別)

将棋道場

楽しく将棋を指したい方、憧れの棋士と対局したい
方、脳の活性化に最適の講座です。
小学生（中級･上級対象）～大人まで楽しめるクラス
です。（級取得相談可）

南 浩司 日本将棋連盟公認将棋指導員

第2･4（月）10:30～15:00【1回30分】
月額4,500円(税別)

中高年から始める
らくらくピアノ®

カナ付き楽譜と鍵盤シール
で音符が読めなくても簡単
にピアノが弾けるようになり
ます。楽しみながらの指運動
は脳の活性化にもつながり
ます。

友清佳子 全日本らくらくピアノ®協会

第1･3（木）12:00～13:00
月額4,100円(税別)

思い出の青春ソングを歌おう♪

歌謡曲、フォークソング、ポップ
スなど60年代～80年代のヒット
ソングを一緒に歌いましょう。懐
かしいあの頃に戻って楽しく歌
いましょう。楽譜が読めなくても
大丈夫です。初心者大歓迎！

長谷川恵美 ボストン音楽院留学、プロ歌手

第1･3（月）14:00～16:00
月額6,200円(税別)

手作り犬服教室 入門講座

「愛犬に手作りの服を着せたい！」
「犬服作りの基礎を学びたい！」
「犬服を作っているけど、自己流でなんとなく自信が無い！」
そんな方のお手伝いをさせて頂きます。
入門講座ですので洋裁初心者の方でも安心して学べます。
　≪途中入会可≫

秋山美佐枝（社）日本ペット服手作り協会　ドッグウェアクリエイター認定講師　
手作り犬服教室　「Miesa」

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

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

インスタ映えするスマホカメラ講座Pic
kUpPickU
pベビーダンス リボンウオッチ

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58会場有り
［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

講師募集●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。

2018

秋期号
講座案内

保存版

第2･4（木）10:30～11:30
月額4,000円(税別)

今日から一緒に『社交ダンス』

素敵な音楽･楽しいステップと共に
美しい姿勢、しなやかな身体を創り
ましょう。
最も大切な立ち方･男女の組み方を
中心に。スタンダードはブルース、
ワルツ、タンゴを、ラテンアメリカ
ンはジルバ、ルンバ、チャチャチャ
を中心に。楽しく分かり易くレベル
アップを計っていきます。

浜崎正道 JDSF-PD資格指導員

第4（金）10:30～11:30
月額1,500円(税別)

親子でベビーダンス

ママも赤ちゃんも、たち
まち笑顔！親子でハッ
ピー抱っこ☆ハッピー
ダンス始めましょう♪
夜泣きの赤ちゃん、お母
さんの産後ダイエット
にも効果的!!

相馬明奈 日本ベビーダンス協会
ベビーダンスインストラクター

第4（日）10:30～12:30　全5回 11,000円(税別)

そばうち講座《入門》

蕎麦打ちが初めての方は基本を5回で学びます。
毎回打ち立てのお蕎麦をその場で試食！
講師の作る蕎麦粉を使った絶品アレンジスイーツ（蕎麦粉のガ
レットやミルフィーユ、蕎麦ぼーろなど）も順次堪能ください。
ご自身で打った3人前のお蕎麦をお土産としてお持ち帰り頂
けます。
※インバウンド英語OK。日本の思い出に蕎麦打ちを経験し

たい方。御相談下さい。

西 龍治 信濃屋そば製粉株式会社認定講師

第2（火）10:30～13:00　月額2,700円(税別)

ナチュラル木工 DIY

作品はすべて国産杉を使用します。カラーも20種
類から選ぶことができます。気軽にできるナチュ

ラルな木のものづくりを始めませんか。楽しくワク
ワクした気持ちを共有し、木のものづくりを全力で

サポートします。初心者の方も大歓迎。
≪女性対象≫

横山代志子 スマイルウッド認定講師

第1･3（木）13:00～14:30
月額5,000円(税別)

セルフリンパケア体操
カトchan 一般社団法人日本マタニティフィットネス認定メノポーズケアインストラクター

第2･4（水）10:30～12:30　月額5,100円(税別)

ステンドグラス

自分のペースで楽しく！これからの趣味として始めてみませんか。
大人気のステンドグラス･サーナ教室。初心者の為のクラス新設。

林田さなえ
ステンドグラス1級技能工芸士、
ステンドグラスアート1級技能工芸士、
ステンドグラスサーナ代表

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2･4（月）13:15～14:45
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3（日）10:15～13:00
月額3,300円(税別)

～壊れた器が蘇る～「金継ぎ」

破損してしまった大事な器、陶磁
器や漆器、硝子器が蘇ります。
「金繕い」や「金直し」ともいい、
割れた部分を継ぎ、欠けた部分を
成形し、その部分に金銀の化粧を
施し器を修繕する技法です。

栗原蘇秀
大広元子･花村邦子

監 修 漆芸伝承の会主宰
認定関西地区講師

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2018.8.23

0744-20-3025 体験・見学も承ります!
ご入会受付中ご予約

承ります10:00～21:00

ホームページからもお申し込み承ります。《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。

JEUGIAカルチャー

定員5名
先着順

あの青春の歌をもう一度～
憧れのピアノを弾ける喜びと楽しさで人気の講座が登場！

英語のシャワーをあびよう～★

インバウンド
英語OK

【3ヶ月～2才】

【20歳～】

無料体験会
実施

期 待 で き る 効 果期 待 で き る 効 果

全3回全6回

全5回

10/12（金）
開講

10/12（金）
開講

全3回

10/19（金）
開講

10/14（日）
開講

全3回

10/16（火）
開講

全6回

10/18（木）
開講

つまみ細工葉ちっくのレッスンが
奈良で受講できるのはここだけ！

満席につき

（木）クラス新設

Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ

白雪姫の魔法の鏡
白雪姫のリンゴのXmasアレンジ
白雪姫のドレス 花キャンドル

ハーバリウム
クリスマスリース
しめ縄飾り

9月

10月

11月

12月

10/8（月）開講 全6回

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！

･ 12月 おもてなしイタリアン薬膳
･ 11月 不定愁訴から身を守る薬膳

･  9月 脳を活性する薬膳
･ 10月 秋の養生薬膳

カリキュラム例

待望の朝クラスを新設しました!!
《先着6名》

〈イメージ写真〉〈イメージ写真〉

全3回
10/28（日）開講

全6回10/8（月）開講

10/28（日）開講

【年長～小6】

【4歳～小6】 【2歳～】 【年長～小6】 【年長～小6】

【年長～中学生】

かけっこが速く
なりたい子の為の 秋の特別教室

【3歳～】 【3歳～】

（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

【2歳～小6】

【18歳～】

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

年中～年長

16:15～17:15小1～小6

月額3,100円(税別)

第1･3（日）

15:25～15:55Baby
14:00～14:303～4歳

※他の年齢のクラスはお問合せ下さい。

2020年、プログラミング教育が小学校で必修化！

10 振動のおもしろ実験月

11 磁石と電気のふしぎ実験月

9 回転パワー実験月

秋の体験セミナー 9/17（月）実施

プロバスケット
ハーフタイムに
出演してみよう！
元気！笑顔！
心はひとつ！

（ディプロマ発行可。2,000円税別）

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》

パワーストーンマスターインストラクター藤本喜美子

2級と3級が1日で資格取得できる！

パワーストーン検定2級･3級

パワーストーン検定1級

パワーストーンって何という基礎的な
知識から、実際の身につけ方、付き合
い方を学びます。（無料鑑定付き）

2,000円（税別）10:30～12:0010:30～12:00
5,000円（税別）

なし

5,400円（税込/修了証込み）

15,000円（税別） 33,480円（税込/修了証込み）

13:00～14:3013:00～14:30
3級3級
2級2級

・8/31㈮ ・9/21㈮ 
・10/8㈪ ・11/16㈮
・8/31㈮ ・9/21㈮ 
・10/8㈪ ・11/16㈮

・8/31㈮ 14:45～18:15 ・10/29㈪ 10:30～14:30・8/31㈮ 14:45～18:15 ・10/29㈪ 10:30～14:30

申込締切:7日前

申込締切:7日前

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―大塚美智代

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。

ハウスキーピング協会
整理収納アドバイザー認定講師大塚裕美

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）

16,000円（税別）

・ 9 / 9 ㈰ 
・10/14㈰ 
・11/25㈰ 
 10:30～17:30

・ 9 / 9 ㈰ 
・10/14㈰ 
・11/25㈰ 
 10:30～17:30

M-Style Luxe Ribbon認定講師川口恭子

1日で資格取得！

M-Style Luxeリボン
認定講師ディプロマ講座

・9/30㈰ ・10/31㈬ 
・11/11㈰ 
 10:30～19:00

・9/30㈰ ・10/31㈬ 
・11/11㈰ 
 10:30～19:00

一般社団法人　
日本ハーバリウム協会JHA認定講師
kokorohouse主宰

中川さよ

3時間で資格取得！

ハーバリウム講師育成レッスン

人気のディプロマ！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。

15,000円（材料費込･税別）

・ 8 /29㈬ 13:00～16:00
・ 9 /17㈪ 10:30～13:30
・10/19㈮ 10:30～13:30
・11/19㈪ 12:30～15:30

・ 8 /29㈬ 13:00～16:00
・ 9 /17㈪ 10:30～13:30
・10/19㈮ 10:30～13:30
・11/19㈪ 12:30～15:30

整理収納教育士代表魚林佐紀子

1日で資格取得！

実践保育力検定 
Basic Class 認定講座

乳幼児の成長と援助に関す
る基礎知識と、実践力を1日
の講義で集中的に学びます。
教材には実践保育力検定
Basic Class 公式教材を使
用します。「実践保育力検定 
Basic Class」の認定証を発行いたします。

・10/30㈫ ・11/4㈰ 10:30～18:30・10/30㈫ ・11/4㈰ 10:30～18:30

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中川美知

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。

8,500円（税別）

・ 9 /16㈰ 12:30～18:30
・10/ 6 ㈯ 10:30～16:30
・11/11㈰ 10:30～16:30

・ 9 /16㈰ 12:30～18:30
・10/ 6 ㈯ 10:30～16:30
・11/11㈰ 10:30～16:30

（浄化シート、クレンジングミスト、水晶クラスター付）

ディプロマカード代 1,000円（税別）
5,000円（税別）ディプロマ

カラーセラピーソムリエベーシック講座

3,500円（税込）テキスト･修了証代

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）

・9/30㈰,10/14㈰
・11/25㈰,12/9㈰
・9/30㈰,10/14㈰
・11/25㈰,12/9㈰

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

12:00～16:00
10:30～15:30

･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

11,112円（税別）

・ 8 /26㈰ ・ 9 /30㈰
・10/21㈰ ・11/25㈰
 13:00～17:00

・ 8 /26㈰ ・ 9 /30㈰
・10/21㈰ ・11/25㈰
 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）認定料

バレッタやカチャーシャなど
10アイテムのリボンを作成。
サ ロ ン 開 校 、人 気 ネ ット
ショップもOPENできます。

リボンのプロを目指す！

15,000円（税別）
5,400円（税込） 30,000円認定料

申込締切：1週間前

23,000円（税別）
7,560円（税込）検定料

4,320円（税込）テキスト代
3,240円（税込）認定手数料

日本肥満予防健康協会名誉講師
美肌食マイスター講師、健康美導塾代表廣瀬千秋

1日で資格取得！

12,454円（税別）

・9/16㈰ ・10/7㈰ ・11/4㈰
 12:30～18:30
・9/16㈰ ・10/7㈰ ・11/4㈰
 12:30～18:30

11,660円（税込）

12,454円（税別）

・9/23㈰・10/14㈰
・11/29㈭
・9/23㈰・10/14㈰
・11/29㈭

11,660円（税込）

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

10:15～17:15

・9/12㈬ ・10/24㈬
・11/22㈭ 13:00～16:00
・9/12㈬ ・10/24㈬
・11/22㈭ 13:00～16:00

12:30～15:3012:30～15:30
・9/7㈮ ・10/5㈮ 
・11/5㈪
・9/7㈮ ・10/5㈮ 
・11/5㈪

10,741円（税別）

5,400円（税込）

11,000円（税別） 4,320円（税込）

中原由賀里 ロイヤルセラピスト協会認定講師

中原由賀里 シャルール主宰AEAJアロマセラアピスト　
ヘッドスパセラピスト

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！

ボタニカルヘッドスパベーシック資格講座
1日（3時間）で資格取得！

シャルールの修了証発行

体の固い方、体力のない方にも
頑張らずに続けられる体操です。
更年期、頻尿の改善、
表情筋の体操で若返りましょう。 ・全身の血流をUPし新陳代謝を活発に。

・更年期症状を予防･改善。
・骨祖しょう症や尿失禁などの予防。

・表情筋トレーニングで二重あご、
　深い法令線を改善

・メタボリックシンドロームの予防

※小学生入門クラスも
9/29 体験会 18:00～

満席につき
新設

無料
体験会

ジュエリーバッグPic
kUpPickU
p

習
い
ご
と

は
じ
め
ま
せ
ん
か
。

習
い
ご
と

は
じ
め
ま
せ
ん
か
。

体
験
・
見
学
・
新
規
入
会

お
申
し
込
み
受
付
中
で
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）お得な

割引!


