
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。

12/8（土）,12/22（土）1,500円

12/19（水）,1/16（水）1,550円 12/21（金）,1/11（金）1,550円 12/14（金）,1/11（金）1,550円

12/7（金）,12/21（金）1,550円
12/11（火）,12/18（火）
12/16（日）,1/6（日） 1,800円

12/23（日）11:40～ （通常2,000円）
1,000円 12/8（土）,1/12（土）1,550円 12/10（月）,12/17（月）,1/7（月）1,300円

12/8（土）,12/22（土）2,050円 12/15（土）,1/5（土） 1,000円
1,296円

12/18（火）,1/15（火）
唄口代500円1,500円（通常2,300円） 12/18（火）,1/15（火） 2,000円

1/16（水） 2,500円 1,500円
12/18（火）,1/15（火）
12/13（木）,1/10（木）2,000円

12/11（火）,1/8（火） 2,700円
1,700円

12/26（水）おもてなしイタリアン薬膳
2,800円 1,000円

1/14（月）12:00～13:00無料説明会

12/10（月）,12/17（月）無料体験会

0744-20-3025
JEUGIAカルチャー

http://culture.jeugia.co.jpホームページ

10:00～21:00

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

WEB検索は

お申込みは
店頭・お電話
ホームページ

ご予約OK!
いずれでも

【入会と受講のご案内】●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。

第3（火）20:15～21:45
全3回 15,000円（税別）

お正月太り解消!!! 
ダイエットセミナー

東京拠点のパーソナルトレーナーが実際
に提供しているダイエット法。数多くの
被験者で実験して構築された 3段階のプ
ログラムです。またとないこの機会に、
是非正しいダイエットを学んでください。
一生使える知識になります !!

藪内計太 中野パーソナルトレーニングジム、ボクノジム代表

第2･4（月）13:45～14:45
全6回 15,300円（税別）

小顔矯正ヘッドセラピスト
養成講座

体幹ヨガ
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。
（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）18:00～19:30
月額3,000円（税別）

第1･3（水）
10:15～11:30
月額3,100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。（級取得可）

体幹を鍛えて基礎
代謝をUP！

南 浩司 日本将棋連盟公認将棋指導員

AKKO
IHTAヨガインストラクター 2級
アナトミック骨盤ヨガ指導者
養成講座終了

リラックスヨガ
～骨盤矯正～

第1･3（金）
10:15～11:30
月2回 月額3,100円（税別）

第1･2･3（金）
11:45～13:00
月3回 月額4,650円（税別）

アンチエイジング･ヨガ

第2･4（金）
13:30～14:45

月額3,100円（税別）

maco ヨガインストラクター、アーユルヴェーダプラクティショナー

第1･3（金）15:45～16:35
月額3,100円（税別）

～はじめてのおけいこ～

可愛いバレリーナ

通いやすい月2回
のお稽古。
バレエのごあいさ
つからはじまり、
音楽に合わせて楽
しくステップをふ
みましょう。

中谷千春 Chiharu Ballet Class

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 桧垣琢矢（社）桧垣バレエ団団員

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。

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
當内祥子 リトミック研究センター認定講師

合気道（子供教室）

合気道はあらゆることか
ら身を護る武道として人
気が高く、礼儀作法･体
力作り･精神修養に役立
ちます。

楽しい音楽あそびを通してこどもたちのあらゆ
る可能性を引き出すための教育をしています。
集中力･協調性･感じる心を育てます。

楽しい音楽あそびを通してこどもたちのあらゆ
る可能性を引き出すための教育をしています。
集中力･協調性･感じる心を育てます。

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 奈良県フェンシング協会員

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。

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たの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

大人の鍵盤ハーモニカ

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

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

花アトリエSugarBaby
癒しのお花とキャンドルと

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。

田中昌美 銀座スタジオエス認定講師 
SugarBaby

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。

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

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。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（火）10:15～11:15
月額4,600円(税別)

第1･3（火） 
13:00～15:00
月額4,000円(税別)

女性
限定

第3（水）10:30～12:30 月額2,500円(税別)

第1･3（火）13:00～21:00
第2･4（木）12:00～21:00
月額6,100円(税別)【1回30分】

第2（火）
10:30～13:00
月額2,700円(税別) 第4（水）10:30～12:30 月額2,800円(税別)

《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。

…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。

ご予約
承ります

体験・見学も承ります!
ご入会受付中

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］

フロアマップ

JEUGIA
カルチャーセンター

おすすめヨガレッスン 1/15（火）開講
全3回

1/21（月）開講 全6回

前回大好評
第 2弾

こ ど も 講 座

大人クラスも受付中
19:30～

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 学研科学実験教室専任講師

カワイ体育教室
【2歳～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

年中～年長
16:15～17:15小1～小6

【年長～小6】

1 光の不思議実験月

2 飛ぶものおもしろ実験月

3 振り子とバランス
　　びっくり実験

月

静電気びっくり実験月12

全3回

1/27（日）
開講

【3ヵ月～4歳】

【小学生～】

かけっこが速く
なりたい子の為の 冬の特別教室

月額3,100円（税別）

第2･4（土）
11:45～12:30
10:15～11:00
11:00～11:45

4～5歳

2～3歳
3～4歳

親子リトミック

竹中裕香 奈良合気会指導員、三段

窪田育弘 全日本合気道連盟理事、
奈良県合気道連盟会長、八段

月額5,200円（税別）
（月）18:30～19:20
（月）17:30～18:20初級

中級

アロマワックスサシェ
コサージュ、フラワーバッグチャーム
フォトフレームアレンジ

1月
2月
3月

【3歳～】

【3歳～】

【5歳～小6】

【小学生～】

【年長～小6】

火曜クラス 日曜クラス

中学生～ 19:00～20:00
小学生 18:00～19:00
3歳～幼児 17:00～17:55

月額7,200円（税別）

第1･3（日）
10:15～11:15
11:15～12:15
月額3,600円（税別）

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！

･ 3月 デトックス解毒の薬膳

･ 1月 年始 健康チェック薬膳で体のバランスを調える
･ 2月 自然治癒力アップの薬膳

カリキュラム例

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）

・ 1 /13㈰ 
・ 2 /10㈰ 
・ 3 /10㈰ 
 10:30～17:30

・ 1 /13㈰ 
・ 2 /10㈰ 
・ 3 /10㈰ 
 10:30～17:30

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。

自分の好みや心地良いポイントが発見できる1日講座
新築･リフォーム･引越し･模様替え あらゆる部屋づく
りに役立つ講座
お部屋づくりに欠かせない色や使
いやすくて見た目もステキにでき
る家具配置のコツなどを中心にお
部屋づくりに必要なインテリア知
識が学べます
部屋のセンスアップに欠かせない
自分の好みを知る方法が学べる今
までになかった講座･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）

・12/16㈰ ・1/23㈬
・ 2 /13㈬ 13:00～17:00
・12/16㈰ ・1/23㈬
・ 2 /13㈬ 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

ルームスタイリスト･プロ中村真里子

1日で資格取得！

ルームスタイリスト2級認定講座

16,000円（税別）

・12/27㈭ ・2/3㈰
  10:30～17:30
・12/27㈭ ・2/3㈰
  10:30～17:30

7,020円（税込）（テキスト、認定料込）

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）

・12/13㈭ 
・ 1 / 9 ㈬ 
・ 2 / 3 ㈰ 
 13:00～16:00

・12/13㈭ 
・ 1 / 9 ㈬ 
・ 2 / 3 ㈰ 
 13:00～16:00

ディプロマカード代 1,000円（税別）
5,000円（税別）ディプロマ

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）※修了証当日お渡し

2,000円（税別）11:30～13:0011:30～13:00
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）

14:00～15:3014:00～15:30
3級3級
2級2級

・12/22㈯ ・1/26㈯・12/22㈯ ・1/26㈯

・2/2㈯ 10:30～15:30・2/2㈯ 10:30～15:30

申込締切:7日前

申込締切:7日前

（浄化シート、クレンジングミスト、水晶クラスター付）

1日で資格取得！

スカーフ
コーディネーター
ベーシック認定講座

日本スカーフコーディネーター協会認定講師
髙井ゆかり

・12/23㈰ ・ 1 /27㈰ 
・ 2 /24㈰ 13:00～17:00

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

13,500円（税別）
5,400円（税込）認定料
1,620円（税込）テキスト代

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
・12/26㈬ ・1/25㈮ ・2/22㈮ 10:30～12:30

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

・1/16㈬ ・3/3㈰ 
 10:30～19:00
・1/16㈬ ・3/3㈰ 
 10:30～19:00

バレッタやカチューシャ
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

・12/17㈪  ・1 /24㈭
・ 2 /27㈬ 13:00～16:00
・12/17㈪  ・1 /24㈭
・ 2 /27㈬ 13:00～16:00

13:30～16:3013:30～16:30
・12/20㈭  ・1 /17㈭ 
・ 2 /21㈭
・12/20㈭  ・1 /17㈭ 
・ 2 /21㈭

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

温泉ソムリエ認定講座
遠間和広 温泉ソムリエ家元

24,840円（税込･教材費･認定料込）
・3/24㈰ 12:00～16:00

TVでも話題の人気の資格

温泉愛好家の皆様へ

●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
奈良県産業会館にて開催決定（詳細はHP）

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指
示されるメディア的にも
有名な資格講座です。

初心者も
、

体の硬い
人も

大歓迎！

※資格取得はご相談下さい。


