
2日間の受講で環境省が定める動物取扱責
任者(保管と訓練)になれる講座です！
取得後、全国どこでも即開業することがで
きます。

5/12(土)･5/26(土)
10:30～15:30

48,000円(税込)
4,200円（税込）認定料・修了証5,000円（税込）

3/12(月)･3/26(月)
1,000円 300円(税込)

1,000円
1,500円(税込)

1,000円(3月末まで) 1,000円(3月末まで) 1,000円(3月末まで)

3/14(水) 1,000円 4/11(水) 1,000円

3/5(月)･3/19(月) 1,000円

3/23(金) 1,000円

3/8(木)･3/22(木) 1,000円

1からの薬膳講座
～薬膳茶を飲みながら学ぼう～

第4(日)
13:30 ～ 15:30
月額1,000円(税別)

子供お菓子教室
片岡葉子 管理栄養士　JHBS師範 寺尾直樹 気象予報士・気象キャスター

クッキー･ゼリー･マドレーヌ･ケ
ーキ子供だっておいしいお菓
子が作れちゃう｡お菓子作りを
楽しむことはもちろん､片付け
や食べ物の大切さを学びます。

第2・4(月)
14:00 ～ 15:30
月額4,000円(税別)

Ayami 国際中医薬膳師

季節やテーマ別養
生、資料に添って1か
ら楽しく薬膳が丁寧
に学べます。毎回違
う薬膳茶を飲んで頂
けます。

こどもお天気教室 春編

『空を見てみよう！不思議がいっ
ぱいあるよ』空の不思議な現象
について学びます。『夕焼け』を
作る実験も見れるかも・・・

ヴォイストレーニング
声の音域を広げましょう！

大島明子
元東京ディズニーランド専属シンガー＆ダンサー

だれもが音域が広がる、通る声
が出るようになる発声法を学
びます。声のアンチエイジング
にもなります。

第2・4(木)10:30 ～ 12:00
月額2,400円(税別)

スクエアダンス
稲熊伸治 日本フォークダンス連盟４級指導者公認

第1･3(火)
10:30 ～ 12:30
14:00 ～ 16:00
月額4,000円(税別)

火曜絵画教室
丹下敬文 京都造形芸術大学非常勤講師

画家・舞台美術家

第1･3(日)
10:15 ～ 12:15
〔初心者〕
13:00 ～ 15:00
月額4,000円(税別) 3/8(木)

第2(木)
13:30 ～ 15:30
月額2,500円(税別)

絵心なくても大丈夫
癒しのパステルアート
中村仁音 パステル和アートインストラクター

1,000円 500円(税込) 1,000円 500円(税込) 3/22(木)

第2･4(木)19:00 ～ 21:00
月額3,000円(税別)

筆ペン・ペン字・毛筆と写経入門
平松采桂 中部日本書道会理事

1,000円3/8(木)

第2(木)10:30 ～ 12:00
月額2,500円(税別)

メントレ へたうま書
楽筆
中村仁音 楽筆認定講師

軽快なカントリー＆ウエスタン音楽等
に乗って4カップル8人が手を取り合
い､英語のコールにより隊形を変化さ
せながら歩いて踊るアメリカ生まれ
のとても爽やかなウォーキングダン
スです。

月3回(土)※4月開講
17:00 ～ 18:00
月額3,150円(税別)

第1･3(月)
19:30 ～ 21:00
月額3,600円(税別)

～フィリピノ武術～カリ入門 ジークンドー入門
原田昌尚

IUMA日本振藩國術館
中村頼永認定／ダン・イノサント公認
フィリピノ・マーシャルアーツ・アプランティス・インストラクター

IUMA日本振藩國術館ジュンファングンフー
アプランティス・インストラクター

ケイキフラダンス

フラ・オ・マハナ講師

1,050円

映画のアクションシーンや各国の特殊部
隊などでも近年注目されているフィリピ
ン武術、カリ。カリの棒術や武器術、徒手
体術を基本から初心者にもわかりやすく
指導します。

第1･3(火)19:30 ～ 21:00
月額3,600円(税別)

武術家であり国際的映画俳優であるブルー
ス・リーが創始した格闘芸術を基本より学び
ます。道場やジムとは異なり激しい稽古で
はない文化としての武術､格闘技術を学び､
ミット打ち等の練習では体を動かし､フィッ
トネス･シェイプアップ効果､映画のワンシー
ンの様な護身のテクニックも指導します｡

初心者クラスです。基本からしっ
かりとレッスンしていきます。
男の子も参加可能です。

1,000円(3月末まで)

第2･4(月)
17:30 ～ 19:00
月額2,600円(税別)

月3回（金）10:30 ～ 11:45
月額3,900円(税別)

心と身体にやさしいヨガ こども書道
YOKO Laxmi yoga認定インストラクター・JAAアロマコーディネーター

3/22(木) 1,000円

身体も心もスッキリ！気持ちのいい
1日を過ごしませんか？身体と呼吸
を整えると自然と心が落ちついて
きます｡
普段外側に向けている意識を内側
に向けて行きましょう｡

学校の教科書に沿って､正しい
姿勢､鉛筆の持ち方から丁寧
に指導します。級､段の取得や
展覧会への出品も可能です。

第2･4(木)
17:00 ～ 19:00
月額3,000円(税別)

平松采桂 中部日本書道会理事

書道は墨や筆に慣れる事か
ら始め､ふだんのお稽古や学
校の課題を習う中で､書けた
喜びや書道の楽しさをお伝
えします。

3/8(木)･3/22(木) 1,000円
1,200円

第2･4(水)
14:00 ～ 16:00
月額3,700円(税別)

レディース麻雀教室
水野雅彦 レッスンプロ雀士

人気講座につき増設!! 親切丁寧に指導いた
しますので､初心者の方も大歓迎！友達作り
にも最適です｡

3/9(金)･3/23(金) 1,000円

月2回(金）
15:00 ～ 20:00〔1回30分〕
月額7,100円(税別)

楽しく声楽レッスン
伊藤恵倫 声楽家・ボイストレーナー

解放感を味わいながら好
きな歌を歌ってみません
か。初心者でも大丈夫。
体全身を響かせながら歌
いましょう！

第2・4(水)
14:30 ～ 15:30
月額3,000円(税別)

心と体を整えるヨガ
ジョンストン正愛 全米ヨガアライアンス認定RYT

体がかたくても、初心者の
方でも大丈夫！深い呼吸と共
に少しずつ心と体を解して
いきましょう。
体質改善、代謝アップ。

3/1(木)･3/15(木)

第1･3(木)
10:30 ～ 11:30
月額3,000円(税別)

アラフォーからの楽しく健康的なダイエット
やせ体質トレーニング
奈良やすよ ダイエットアドバイザー

肥満予防健康管理士

1,000円

誰でもできる簡単な運動で、体幹・太もも・肩甲骨ま
わりを中心に筋肉を動かし、代謝の良い｢やせ体質｣
を目指します。血行促進、美姿勢にも効果あり！ 
若々しく魅力的な身体を
つくりましょう。

月4回(月)
11:00 ～ 12:00
月額6,000円(税別)

医療体操ラフィーラ
石川淳子 ラフィーラインストラクター

全身を手当てするように体
操します。呼吸を深め歪み
を整ええて体液や気の流れ
を促しコリや痛みを解消し
ます。

月3～ 4回(日)18:00 ～ 19:30
月額3,600円～(税別)

こども空手(綜合空手道)
矢形章憲 国際沖縄剛柔流空手道連盟 四段

真善美綜合空手道協会 四段 師範代

礼儀・勇気･元気・
道徳を、空手道の
厳しくも楽しい
稽古を通じて一
緒に学んで行き
ましょう。月2回(火)

13:30 ～ 15:00
月額3,000円(税別)

身体を内側から健康に！
はじめてのジャイロキネシス®

杉山絵理 GYROKINESIS® 認定トレーナー

負担の少ない動きで背骨周り
の筋肉をゆるやかに動かし、正
しい姿勢やバランスの良い身
体にしていきましょう。

第2･4(木)
16:30 ～ 18:00
月額3,400円(税別)

考える力をのばす
学研 科学実験教室
学研科学実験教室専任講師

春の入会キャンペーン実施中！
バターを作ったりエジソン電球を再現したりワ
クワク・ドキドキの実験がいっぱい！
体験を通して知的好奇心を育みます。

1日講座・認定講座は他にもございます。詳しくはお問い合わせ下さい。入会金不要

鉛筆デッサンを基
本にした絵画教室
です。デッサンで深
めた造形感覚を自
由に選ぶ画材、画法
で更に展開します。

パステルという画材
を使用し描いていき
ます。絵心なくてOK！
個性が魅力になる。
描くことで癒されて
いきます。

日本画(初心者可)
古田年寿 日本美術院　院友

初心者から中級者を対象としたコースです。
各自のペースに合わせ素描から画材の扱い
方、基礎技法まで
わかりやすく指導
します。

ボールペン・筆ペ
ン・漢字仮名の
基礎から丁寧に
御指導致します。
写経の手ほどき
と制作までお手
伝い致します。

楽筆にはお手本が
なく、いろいろな技
法を使って自由に
心の趣くままに書
きます。へたうまで
いい！メンタルトレ
ーニングもかねた
アート書道です。

第2(水)10:15 ～ 13:00
月額1,000円(税別)

男性料理教室
片岡葉子 管理栄養士･JHBS師範

1,000円 2,000円(税込) ※時間はお問い合わせ下さい。

第4(木)13:30 ～ 15:30
月額2,000円(税別)

つまみ細工を楽しもう
矢野由子 日本つまみ細工コーディネート協会認定講師

ウェットティッシュケース
カバーリングレッスン
三輪真美 クラスマリエ認定講師

kikiribbon認定講師初めての方で
も美味しく作れ
る家庭料理教
室です。和食・
洋食・中華から
デザートまで
色々作ります。

有松店初開催 SNSで話題！
ルルベちゃん™を作ろう
河合直美 ルルベちゃん™認定講師

今、大人気のドールクラフ
ト。針や糸を使わないので、
裁縫が苦手な方でも大丈夫
です!自分だけのお気に入
りルルベちゃん™を作りま
しょう｡

コミュニケーション心理
アドバイザー認定講座

NPO法人IATH認定講師
職場でのコミュニケーションをスムーズにしたい、職
場で悩む人の相談相手をしてあげたい、人間関係を
楽しんでネットワークを拡げた
い、もっと素敵に輝きたい。コミ
ュニケーションのコツを掴んで、
まわりの人のために､自分のた
めに､楽しく学べる心理学です。

日本の伝統工芸を現
代風にアレンジし、普
段使いできるアクセサ
リーなどを針や糸を使
わず楽しく簡単に作り
ます。

第2･4(月)13:00 ～ 21:00〔1回30分〕
第1･3(木)13:00 ～ 14:00〔1回30分〕
月額7,100円(税別)

～現役声楽家による～ 歌塾
黒野啓介 オペラ歌手・合唱指揮者

ボイストレーナー

声楽家がピアノ
で！ギターで！カラ
オケで歌を教え
ます！声楽はもち
ろん、ポップスや
ロック演歌でも
なんでもどうぞ！

CMでもおなじみのウェ
ットティッシュケースをお
洒落にデコレーションし
てみませんか？
※デコレーション(リボン)
を追加される場合は別途
材料費がかかります。 第1･3(木)※4月開講

13:00 ～ 15:00
月額4,000円(税別)

第1(土)
14:30 ～ 16:30
月額2,500円(税別)

石鹸カービング
君塚さゆり カービングコーディネーター

専用のナイフを使って石鹸に
お花や模様を彫刻するタイの
伝統工芸です。初めての方で
もかわいく彫ることができま
す。お道具はナイフ1本だけ。
石鹸が素敵な作品に変身しま
すよ。

4/18(水)・5/16(水)10:30～12:30
1,500円(税別) 4,320円（税込）

3/10(土)･4/8(日)･5/30(水)･6/9(土)　
10:30～17:00

29,000円(税込)
8,500円（税込）(認定料･発行事務手数料込)

パーソナルカラーレッスン
なつ美 NPO日本パーソナルカラー協会認定講師

「赤」が似合う「青」が似合うという色
の違いではなく、こんな赤が似合う、
こんな青が似合う、自分を輝かせる
『わたし色』を見つけましょう♪

3/24(土)10:30～12:00

３/24(土)13:00～14:30
5/19(土)10:30～12:00

4/21(土)･5/19(土)･6/17(日)13:00～14:30
3,000円(税別)

3,000円(税別)

200円（税込）

200円（税込）

男性のためのパーソナルカラー

この春 すぐに使える
ストールコーデ術
なつ美 カラーアドバイザー

ストールの巻き方、ワン
パターンになっていませ
んか？アレンジ方法や配
色によって雰囲気の違う
コーディネートが楽しめ
ることをぜひ体感してく
ださい。

３/17(土)･4/21(土)
10:30～12:00

2,500円(税別) 500円（税込）

練り切りアート
若松香緒里 日本サロネーゼ協会

練り切りアート認定講師

日本の伝統文化、和菓子の中でも特に細工の美しい
練り切りに特化した練り切りアート®を、手軽に体験
して頂ける講座です。講師準備の練り切り餡を使用
し、美しい細工を学んでいただけます。

【春の講座】
3/12(月)10:30～12:00

【節句の講座】
4/13(金)10:30～12:00

1,500円(税別) 2,000円（税込）

飾り巻き寿司を作ろう
城殿ミキ JSIA認定飾り巻き寿司マスターインストラクター

【お雛祭り】
お雛祭りパーティーにもぴった
りな可愛い飾り巻き寿司です。

3/1(木)
10:30～12:30
【端午の節句】
赤と緑の鯉のぼり1本､ニコニ
コ顔1本の合計2本作ります。

4/21(土)
10:30～12:30

2,000円(税別) 2,000円（税別）

3/13(火)･4/28(土)
10:30～12:30

1,500円(税別) 2,000円（税込）

カラータイプアドバイザー
認定講座(初級レベル)

さかい有美 一般社団法人カラータイプ協会認定講師

ビジネスでもプライベート
でも使える色彩心理の基本
を知り、コミュニケーション
術発展のためのツールとし
て活用していただけます。

ワンセルフカードセラピスト
認定講座

林 真佐子 ワンセルフカードシニアトレーナー

メッセージ・色・一文字で作られた３０枚の言
葉から成り立つ心のレッスンカードの基礎を
学びます。自分自身や周りの方を癒すことが
できるツールとし
てカードセラピー
が初めての方で
も簡単にお使い頂
けます。

3/29(木)･5/29(火)10:30～16:30
11,000円(税別) 4,800円（税込）(認定料込)

TCカラーセラピスト
認定講座

林 真佐子 TCプラチナトレーナー

誰でも簡単にカラーセラピーができるマニュ
アルと14本のカラーボトル付きの講座です｡
サロンなどすぐにメ
ニューにも加えて頂
け､終了後カラーセラ
ピストとして活動で
きます｡

3/4(日)･4/30(月･祝)･6/24(日)
10:30～16:30

10,000円(税込) 9,000円（税込）（認定料込）

カラーを使ってストレス解消・パワー補給！
カラーセラピーソムリエベーシック講座

吉田梨桜 (一社) 梨桜フラワー
カラーセラピー協会代表理事

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、ま
たご自身やご家族を見つ
めなおすきっかけとして、
ご家庭でも役立てることが
できます。　

3/17(土)10:30～16:30
8,500円(税別)
3,500円（税込）(テキスト・修了証代込)

有松店初開催

片づけ遊び指導士認定講座
魚林佐起子 他 整理収納教育士

子供の興味は遊び！
発達目安年齢を意識した
遊びの中から片づけを学
びます。何才で何が成長す
るのか､その成長に合わせ
た遊びから片づけに繋げ
ることなど。授業中に一時間、知育玩具トランプ
を使って遊びから片づけを学ぶ実習があります。

3/10(土)･4/15(日)10:30～17:30
16,000円(税別) 7,000円（税別）（認定料込）

整理収納教育士
認定講座

下村桂子 整理収納教育士

子どものお片づけに
ポイントをしぼり子
どもの自立心を促進
させるための整理
収納教育方法を学
べる認定講座です。

3/8(木)･4/4(水)･6/3(日)
10:30～17:30

21,276円(税込)

整理収納アドバイザー
2級認定講座

高原智子 他 整理収納アドバイザー 2級認定講師
インテリアコーディネーター

整理収納の法則を知り､スッキリ暮らしませ
んか｡一生モノのノウハウを楽しく学びまし
ょう｡講座内のテストはしっかり学んで頂け
ればほぼ100％合
格できます｡ＮＰＯ
法人ハウスキーピ
ング協会認定資格｡

2/25(日)･3/25(日)･4/29(日)･5/20(日)･6/17(日)
10:30～17:45

16,000円(税別) 5,820円（税込）(認定料込）

生前整理アドバイザー
２級認定講座

祖父江みゆき 生前整理アドバイザー 2級認定講師

生前整理とは･･･究極
のお片付けです！今まで
の人生を見つめ直し、
これからより豊かに生
きるために「物･心･情
報」をスッキリ片づけて
いきましょう。

3/18(日)･4/14(土)･5/12(土)･6/10(日)
10:30～16:30

9,000円(税別) 10,500円（税別）(認定料込)

和式ハンドリラクゼーション
3級認定講座(旧手もみ検定)

小池一也 日本手もみ福祉協会理事長

ツボ押し、手圧、ストレッチ
等のあらゆる手段で手の
ツボを刺激します。健康に
導き血行を促進し、筋肉を
ほぐす、日本で唯一の和の
ハンドリフレ資格です。

3/26(月)･4/23(月)･5/28(月)･6/25(月)
10:30～13:30

日本ペットシッター協会講師
レクリエーション介護士2級講座
林 雅子 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

介護レクリエーショ
ンに必要な知識・能
力を習得し､自らの
趣味･職歴を活かし
ながら､介護現場や
ボランティアなどの
場で活躍できます。

5/13(日)･5/27(日)
10:30～18:00

全2回35,000円(税別/教材費・認定料込)

一般社団法人日本ハンドケア協会

ハンドケアセラピスト認定講座
藤本由美子 ソフィアフィトセラピーカレッジ

ハンドケアインストラクター

ハンドケア（ハンドマッサージ）は、最もシンプルな癒
しの技です。 親しい人はもちろん、医療や介護の現
場、子供へのスキンシップ等々
において自然と相手と触れ合
うことができます。 １日で資格
が取得でき、誰でもその日から
すぐに行えます！

3/31(土)･4/14(土)･5/11(金)
10:30～17:30

全1回限定特別価格22,140円（税込）
（※受講料・認定料・教材費込み）

こだわりの国産原料使用
愛知県発祥調味料「しろたまり」づくり

日東醸造株式会社
琥珀色の醤油「しろたまり」は、素材の風味を引き立
て料理をきれいに仕上げます。醤油の種類や歴史、
白醤油との違い、どんな料理に合うかなど、ここでし
か聞けない話と、国産原材料を使用し、ご自身
の手で「しろたまり」の仕込を行います。
すぐに使えるしろたまりと季節の料理レシピ付。

【受講料】3,296円(税込/材料費込)
JEUGIAカルチャーセンターリソラ大府

3/26(月) 
13:00～15:00

愛知JEUGIA人気シリーズ全国ご当地講座
　　明治12年創業 「中定商店」の
伝統あるみそ蔵で「みそ玉みそ」づくり

合名会社中定商店
味噌・たまり醤油の醸造一
筋「中定商店」。昔ながら
の木桶を使う蔵を見学し、
こだわりの味噌で簡単な
インスタント味噌汁の素
（みそ玉）作り。特製「米糀
由来ノンアルコールあま
ざけ」もご賞味頂けます。

【受講料】3,200円(税込/保険料･材料費込)
4/25(水)13:10～15:40

3/20(火) 1,000円 3/22(木)15:30 ～ 1,000円

第1･3(火)
17:00 ～ 18:30
月額3,500円(税別)

こども将棋
高見澤勝利 (公社)日本将棋連盟公認将棋指導員

対局を通して、自ら考
える力と集中力を身に
付ける事が出来ます。
未経験の方には、駒の
動かし方から教えます。

【年長～小６】

【小学生～】
【小学生(男女)】

【幼児～】

【小学生～】

【4歳～】

【8歳～】 【小学生～】

【年長～小6】

【満3歳～】

1,000円(3月末まで)

月2回(水)
17:30 ～ 18:30
月額3,000円(税別)

HIP HOP
IKUO CAKRA DANCE COMPANY所属

リズム取り､ステップなどを
音楽に乗りながらワイワイ
と楽しいレッスンで覚えて
いきましょう。

【小学生～】

【小学生～】

1,000円(3月末まで)

第2･4(水)18:00 ～ 19:30
第1･3(木)17:30 ～ 19:00
月額4,000円(税別)

児童画・造形教室
丹下敬文 京都造形芸術大学非常勤講師

画家・舞台美術家

児童画を基本に、造形作品も作り
ます。毎回完結の課題から数回に
渡っての課題まで、楽しく制作し
ながら自由な発想力・豊かな色彩
感覚・確かな造形力を育てます。

【小学生】

こども書道教室
太田由香 中部日本書道会審査会員

【５歳～】

月3～ 4回(木)
【入門･初級】16:30 ～ 17:30
月額3,720円～(税別)

JUNバレエ教室
こどもクラシックバレエ

奥山 純 JUNバレエ教室

背すじをピーンと伸ばして音楽
に合わせてとんだり、まわった
り｡柔軟性を身につけながらバ
レエの基礎を楽しくレッスンし
ます!

【中学生～】

1,000円(3月末まで)

1,000円(3月末まで)

月2回(金)
17:00 ～ 18:00
月額3,000円(税別)

子供テーマパークダンス
大島明子 元東京ディズニーランド専属シンガー＆ダンサー

テーマパークで流れている曲を使っ
て元気いっぱいに楽しく踊る事がで
きるダンスです。バレエやジャズダン
スなども基礎から学べるので多様な
踊りができるようになります。

3/30(金)15:00～20:15
4/15(日)13:30～16:15
〔1回45分〕※時間はお問い合わせ下さい。

3,000円(税別)

テレビでおなじみの
気象キャスターが解説

3/11(日)10:30～12:00
2,000円(税別) 親子ペア3,500円（税別）

1,000円(3月末まで)

1,000円
(3月末まで) 1,000円(3月末まで) 別途 1,000円(3月末まで) 別途

【小学生～】

※45分レッスンもあり

3/15(木)･4/22(日)･6/8(金)
10:30～15:30

8,000円(税別) 3,300円（税別）(認定料込)
5/13(日)13:00～17:00

テキスト代(2冊)･認定料･試験料12,624円（税込）
ＪＥＵＧＩＡ特別価格15,000円(税別)
テキスト代5,000円（税別）

2日で資格取得！ 2日で資格取得！

ペットシッター士資格認定講座

TVで紹介!! 主婦の副業、高収入No1
～開業への近道～

会場

現地
講座

2018
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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。

《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。

お申込み
お問い合わせ
ご予約承ります

ジャンル豊富に200講座以上が集う 総合カルチャーセンター

052-629-1011 体験・見学も承ります!
ご入会受付中ご予約

承ります

052-629-101110:00～20:00

〒458-0824 愛知県名古屋市緑区鳴海町字有松裏200番地 イオンタウン有松2F

児童画・造形教室 親子で楽しむベビーダンス ピアノレッスン(月～土) メントレ へたうま書 楽筆

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2018.2.19

●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。

〒458-0824 愛知県名古屋市緑区鳴海町字有松裏200番地 イオンタウン有松2F

052-629-101110:00～20:00

2F

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ●

ホームページからも
お申し込み承ります。
JEUGIAカルチャー 早割 2018年

3/31㈯
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!


