
・(月)
・3/7(土)10:30～

1,500円
1,000円

1,500円
1,000円

1,500円
300円3/23(月)10:30 ～ 1,500円2/26(木)13:00 ～

・(水)
・3/5(木)10:30～

1,500円
3/10(火)19:00～・3/18(水)13:30～

1,500円3/3(火)10:30 ～ 1,500円2/28(土)・3/14(土)12:00～ 1,500円3/12(木)・3/26(木)
500円

1,100円3/4(水)13:45 ～

2,000円3/9(月)10:30 ～ 1,500円3/6(金)13:30 ～

1,500円 1,500円

1,500円
3/10(火)10:30～・3/17(火)19:30～ 1,500円2/26(木)10:15 ～

540円(税込)

1,500円 900円(税込)
3/10(火)10:30～・3/11(水)18:30～ 1,500円3/9(月)15:30～・19:30～ 1,500円

1,500円2/28（土）10：30～ 500円(税込)
1,500円3/20（金）14：00 ～ 1,500円3/20（金）10:30～ 1,000円(税込)

1,500円
500円(税込)3/6（金）13：00～ 3/12(木)

19：40～ 時間はお問い合わせ下さい
1,500円3/13(金)10:30～ 1,500円3/7(土)15:45 ～ 1,500円(税込)

1,500円
500円(税込)

1,500円
2,200円(税込) 3/14(土)13:15 ～

1,500円4/8(水)13:30 ～

1,200円3/4(水)12:30 ～1,500円3/4（水）19:30 ～

1,500円4/8(水)12:00 ～

1,500円
5/14(木)18:30～

1,500円 1,500円 1,500円

500円（税込）

3/3(火)19:00～
「足のむくみすっきり・リンパ体験」

1,500円

1,200円

1,500円

1,500円

1,500円 300円 1,500円 300円 1,500円

1,500円

※体験は30分
※楽器レンタル月額2,000円(税込）自宅に
　持ち帰り可（レッスン時のレンタルは無料） 1,500円 1,500円

［初等科］月額3,200円(税別)
［高等科］月額3,800円(税別)

◆第1・3(月)
　19:00～21:00
◆第1・3(土)
　10:30～12:00

池坊いけ花教室

さまざまな花との出合いは
私たちの生活に彩りと癒しを
与えてくれます。日々の暮らし
に花を咲かせてみませんか。

佐藤華春 華道・家元池坊　華道教授

◆第1･3(水)19:00～21:00
　月額3,200円(税別)
◆第1･3(水)19:00～21:00
　月額3,200円(税別)
◆第4(木)10:30～12:00
　月額2,000円(税別)

パーソナルスキルアップ
草月いけばな講座

自己表現のひとつに、「型」にと
らわれない草月流のいけばな
を身につけて自分磨きを。初
心者も更なる資格取得を目指
す人もそれぞれに適切指導。

片山紅早 草月会師範会理事

◆13:30～16:30
◆18:30～20:30

月4回(木)

月額各6,000円(税別)

裏千家茶道

日本伝統文化
の茶道を学び
ませんか？四季
折々の茶花や
美しい和菓子、
薫りただようお
抹茶等楽しい
時間をどうぞ！

西薗宗巻 教授

◆第2・4(金)10:30～12:30
◆第1・3(土)18:00～20:00
月額各3,200円(税別)

茶道　表千家

茶の湯とは無理をさけ、
自然の理にかなった知
恵からできています。茶
の心を日常生活に適用
し自然に身につく指導を
モットーにしています。

山田宗信 茶道表千家 地方教授

第1･3(水)12:30～14:00
月額3,600円(税別)

俳句教室

俳句を詠んで豊かな
人生を送りません
か？自然に親しみな
がら、17文字の言葉
の深さと楽しさを共
に学びましょう！

浦本扶乃未 俳誌「玄海」役員・選者
日本伝統俳句協会会員

第2・4(月)
10:30～12:00
月額4,000円(税別)

筆ペンとボールペンが
同時に学べる講座

初心者でも大丈夫！筆ペン
とボールペンが同時に学
べ、美しい調和のとれた文
字が書ける様、親切丁寧に
ご指導します。

片山彩瑤 暁書法学院師範

第4（木）
13:00～15:00
月額2,000円(税別)

南京玉すだれ

江戸時代から伝わ
る大道芸の一つ南
京玉すだれ！楽しく
始めてみませんか。
笑顔でかくし芸の
はじまり！はじまり！

八房希榮
日本南京玉すだれ協会
八房流A級指導者

ヤツフサ   キ　エ

◆第2(火)19:00～20:30
◆第3(水)13:30～15:00
月額各2,200円(税別)

歌舞伎ことはじめ

これで丸わかり！歌舞伎
ワールド。歌舞伎の素朴
な疑問やツボをズバリお
話します！知っていたら
楽しさが倍増するポイン
トが満載です。

安河内葉子 歌舞伎伝道師

第1･3(木)10:30～12:30　　
月額4,200円(税別)

日本画いろは

日本画は和紙に岩絵具、膠を用いて描く日本
古来の絵画です。伝統技法を大切にしなが
ら自由に楽しく描きましょう。

川村　愛 日本画家

第1･3(月）
19:00～21:00　　
月額4,200円(税別)

楽々きもの塾

タンスの中で眠ってい
る着物に袖を通してみ
ませんか？着物の知識
やマナーも身につけて、
さらに素敵な貴方にな
りましょう。

萱島智子 楽々きもの塾主宰

月3回(火)
10:30～11:30
月額4,500円(税別)

超初心者入門
若さを保つ社交ダンス

美しい姿勢と歩き方
は、若さを保つ大きな
要因です。いつまでも
はつらつと元気でい
るために、今から始め
てみませんか？

後藤正恵 FDSC認定インストラクター

月3回(木)
14:30～15:45
月額4,650円(税別)

リフレッシュ ハワイアンフラ

笑顔で楽しく、ハワイの
風を感じて踊ってみま
せんか？楽しく踊りな
がら本格的なフラが身
に付き、心身共にリフ
レッシュできます。 

井上愛琉 ナニフラスタジオ福岡
インストラクター 

第2・4(土)
12:00～13:15
月額4,600円(税別)

フュージョンスタイル
ベリーダンス

ジプシー・ベリウッド・トラ
イバルフュージョン等、基
礎から学べるので、年齢
経験を問わず楽しめます。

藤井直子 ベリーダンサー
ベリーダンスインストラクター

第2･4(木)
10:30～21:30[1回40分]

月額7,000円(税別)

作曲＆編曲にチャレンジ！
～はじめてのDTM講座～
　　　　　　　　　[個人]

あなただけのオリジナルの楽曲
を作ってみませんか？ソフトの使
い方等、DTMの基礎からお教え
致します！

小山哲平 作・編曲家

第2・4(土)10:30～12:00
月額4,200円(税別)

アトリエキッズ絵画教室

こども二科展、
WeLoveトンボ、
読 書 感 想 画、
MOA美術館、油
絵などのコン
クール入賞の
キッズ達と一緒
に活動しよう。

矢部美子 絵画講師 年長～

月4回（水）13:45～14:30
月額4,400円(税別)

ZUMBA

ラテンのリズム
に合わせて楽
しくシェイプア
ップ！ご自身の
ペースに合わ
せてお気軽に
ご参加いただ
けます。

谷川まりや ZUMBAインストラクター

いま話題のタブレット端末
「iPad」を体験。パソコンが出
来なくても大丈夫、基礎知識
からインターネットの使い方、
アプリケーションやカメラの
楽しみ方をお教えします。

㈱オーエークリエイトパソコン講師

第1・3(金)
13:30～15:30
月額4,200円(税別)

～プチカウンセリング付き～
ゲルペンで描く
いやしのマンダラ画

色ペンで点を打ってい
くだけで描けるマンダ
ラ画。写経のような癒し
効果があり、心が整って
いきます。

飯田静袈 ヒプノセラピープラティクショナー
心理カウンセラー

第2･4(木)19:10～20:10
月額4,200円(税別)

MJダンス

MJの ダ ンス
に チャレン
ジ！ あなたも、
ムーンウォー
カーになりま
せんか？

トシ・ジャクソン KBCドォーモ・FBSめんたいワイド他、
各社新聞に登場

月2回～[1回60分］
※曜日・時間はお問い合わせ下さい
月額10,000円(税別)～

津軽三味線じょんから塾

初めての方、途中で諦
めた方、必ずじょんから
節を習得できます。教
室には手ぶらでどうぞ。
楽器レンタルは持ち帰
りも可なので、楽器が
なくても始められます。

後藤哲志 音遊倶楽部主宰

第1･3(月)
18:00～19:00
19:00～20:00
月額5,200円(税別)

［中級］
［初級］

横笛教室

日本のメロディやポップ
スから古典曲まで気軽
に楽しみましょう。

藤舎元生 藤舎流長唄囃子笛方

第2･4(水)12:20～13:20
月額3,200円(税別)

みんなで楽しむ
昭和の歌

懐かしい昭和の
歌を、おもいっき
り大きな声で歌
ってみませんか？
ストレス発散！
お気軽にどうぞ。

三浦麻央 花音･音楽アカデミー主宰

第2･4(金)
10:30～12:00
月額3,200円(税別)

元気の出る詩吟教室

漢詩に込められた作者
の喜びや哀しみ、感動
した心を吟者が感じ、
大きな声で詩の意味を
表現します。歴史も学
びます。

山本季枝 公益社団法人 日本詩吟学院
福岡春日岳風会 師範　

さごゆかり
カラーコンサルタント
イルドクルール所属カラーリスト
カラーセラピスト

第2･4(土)12:00～13:30
月額4,200円(税別)

楽しい写真教室

自分の写真を
見てもらって
評価してもら
う。どうしたら
上手に撮れる
か実際に撮影
の指導も受け
られます。

東島治男 (財)国際文化カレッジフォトマスター EX
(公社)日本広告写真家協会常務理事

中山みどり監修
羊毛フェルトアート
「愛犬・愛猫を作ろう」

羊毛を針でチクチクさ
してからめ、愛犬・愛
猫の写真を見ながら、
本物そっくりの小さい
「うちの子」を作りまし
ょう。顔メインタイプの
作品を作ります。

谷口麻依子　　　　中山みどり認定講師

インテリアセルフアテンド
2級認定講座
失敗しない家づくり・リフォーム

住まいづくりのために必要な
間取図（平面図）の見方やコン
セント、スイッチのチェックの
仕方、家具選びに必要な家具
配置の考え方を学び、プロと
うまくコミュニケーションとれ
るようになります。三角スケー
ルとメジャープレゼント！！

横田寿美（社）日本インテリアアテンダント協会認定
インテリアアテンダント

カラー診断で見つけるベストカラー
パーソナル
カラーレッスン

プロのカラーアナリストが、あなたの魅力
を引き出すベストカラーと、個性を生かし
たナチュラルメイクをアドバイスします。
お一人様50分の個人レッスンです。

さごゆかり
カラーコンサルタント
イルドクルール所属カラーリスト
カラーセラピスト

～色で潜在意識を知る～
心と体をリフレッシュ！
カラーセラピー

選ぶ色には現在の心身の状態がス
トレートに表れます。色によるセラ
ピーを通して、現在のあなたに適
応した色のご提案をいたします。

英国式リフレクソロジー
おうちセラピスト養成講座

血行促進、新陳代謝促進、自然
治癒力の向上、リラックス効果
をもたらすリフレクソロジー！
足裏に施す癒しのテクニック
でご家族の健康増進を。

宮原久美香 ロイヤルセラピスト協会認定講師

092-715-112210:00～20:00

ご予約
承ります ご予約お申込み承ります!

からもホームページ

〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目12番5号 大和証券福岡ビル5階

こどもから大人・シニアの方を対象とした  各種210講座を有する総合カルチャーセンター

092-715-112210:00～20:00

ご予約
承ります

●入会金は4,000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。●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・設備維持
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。

《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。 当社は、カルチャー教室事業、音楽教室、音楽・映像

ソフト（CD・DVD）、楽器等の販売を営んでいます。
カルチャーセンターは全国58会場有り。
［株式会社JEUGIA ／本社：京都市］［東証二部上場］

〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目12番5号 大和証券福岡ビル5階

スタッフ
募集中
詳細はホームページ
をご覧下さい。

カルチャーサロン天神
（大和証券福岡ビル）5F

西鉄
福岡（天神）駅
西鉄
福岡（天神）駅

パルコ 福岡ビル

三菱東京
UFJ銀行
三菱東京
UFJ銀行

明治通り

昭和通り
天
神
ビ
ル

渡
辺
通
り

地下鉄
出口

バス停

ホームページからもご予約お申込み承ります http://culture.jeugia.co.jpJEUGIAカルチャー
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※試験審査料4,000円(税別)・認定料6,000円(税別)
前期15,000円(税別) 材料費17,400円(税別) 初期備品5,000円(税別)

【全12回＋認定式】
《前期》第2（土）15:00～17:00 

【全6回＋認定式】
第3（木）13:00～15:30

シリコーンや樹脂粘土を使った日本発のク
ラフト「フェイクスイーツ」の技術を基礎か
ら学びます。全12回（27年4月～28年3月）中
10回以上出席で、氣仙えりか認定の初級終
了証書が取得できます（受験希望者のみ）。

全6回22,800円(税別) 材料費16,800円(税別)
※希望者のみ  試験審査料3,000円(税別)・認定料12,000円(税別)

フェイクスイーツアクセサリー
アドバイザー資格認定講座【福岡1期】

フェイクスイーツを販売する為のアクセサ
リー加工を習得したい方、金具や工具の扱
いを基礎から学びます。経験者・初級3か月
以上のスキルの方対象です。

とりすかな
とりすかな クレイパティシエール

エキスパート
クレイパティシエールエキスパート

第2･4(木)
18:30～20:00

第1･3(火)
18:30～20:00

第2･4(火)
14:00～15:30

第1･3(水)
10:30～12:00

【タロット占いラーヤ監修】
自分で占えるセルフタロット占い

プロが教えるタロット占い。これで自分
占いが当たる！ なかなか聞けない「本格
タロット占い」のポイントをラーヤメソッ
ドを使って講義。

メッセンジャー巫鈴 ／飯田静袈　　／朝陽ゆき　　／ KOU
トップインストラクター

写真左から
タロットインストラクター タロットインストラクター タロットインストラクター

講師：メッセンジャー巫鈴 講師：飯田静袈 講師：朝陽ゆき 講師：KOU

プロが教える セルフ・リンパマッサージ
リンパマッサージは美容、ダイエット、健康にも役立ちます。
簡単に自分で出来るホームケアです。次のコースへステップアップすることで、資格取得も可能。

京都発・佐々木酒造の日本酒利き酒セミナー

ドラマ「ハンチョウ」でおなじみ佐々木蔵之介さんのご
実家である佐々木酒造が京都からやってきます。春限
定商品から数量限定の純米大吟醸まで数種類のおい
しいお酒を飲みながら、蔵之介さんのご実弟、佐々木社
長の利き酒のレクチャー、お酒の楽しみ方を聞きます。
参加者には佐々木酒造の銘入り利き猪口プレゼント。

千利休が茶の湯に使ったといわれる聚楽第ゆかりの「金明水・銀明水」を仕込
み水に、洛中伝承の技法を守る。祇園の料亭で好評な銘柄「古都」はノーベル
賞作家の川端康成氏をして「この酒の風味こそ京の味」と言わしめた。

【佐々木酒造プロフィール】

佐々木　晃 佐々木酒造　代表取締役

◆第2・4(火)
　10:30～12:00
◆第1・3(火)
　19:30～21:00
全6回12,600円(税別)

黒門風水
～運が味方する はじめての風水講座～

「スーパーテレビ」で驚異
の占術を見せた黒門風水
で、2015年はあなたも運を
味方につけてみませんか？

八角
ホズミ

マ エ ダ ガクイン

コ  ノミ

ミィ　ビネコ

黒門風水上級インストラクター

第2・4(木)10:15～11:45
全8回16,800円(税別)

前岳の占い入門

姓名学・印相学・手相・
四柱推命の4科目を学
ぶ全8回のカリキュラ
ムです。

前田岳胤 東洋易学研究所主宰

◆第2･4(火)10:30～12:00
◆第2･4(水)18:30～20:00
全6回12,600円(税別)

【美猫式】お誕生日から
読み解くあなたの特性
～算命学超入門講座～

四千年間中国で門外不出だっ
た算命学を21世紀で活用。生年
月日から人生に必要なあらゆる
ことがあきらかになります。

三・美猫 算名鑑定士

第2・4(月)
◆15:30～17:00
◆19:30～21:00
全6回12,600円(税別)

本当の｢わたし｣が
分かる西洋占星術

あなたは何座ですか？
現役占い師が、雑誌の
星占いとはひと味ちが
う西洋占星術をやさし
く教えます。

カレナ ラリマーライト代表　占星術師

月4回(月）13:00～15:00
月額6,000円(税別)

話しもはずむ
大人女子の麻雀教室

はじめての女性の方を
対象に、麻雀を頭の体
操として楽しむ為の教
室です。楽しくおしゃべ
りしながらゆっくり進み
ますので、 安心してご
参加ください。

小正英雄 日本麻雀振興会代表
全国麻雀業組合常任理事

第4（土）10:30～12:30
全6回12,000円(税別)

楽しい家庭焙煎
～焙りたてコーヒー講座～

ごはんは炊きたて、パン
は焼きたて、コーヒーは
生の豆から焙りたて焼
きたて搾りたてが一番！ 
おいしくて、身体に良く、
安い！！カンタン家庭焙
煎を伝授いたします。

田坂真紀 NPO法人
「一杯のコーヒーから地球が見える」理事

第3（金）14:00～15:30
月額2,000円(税別)

カルチャーサロンでティータイム
～紅茶の国のお茶めぐり～

午後のひと時、なごやかな雰囲気の中でお
いしい紅茶を楽しみ
ませんか？ おいしい
紅茶の淹れ方や、
ティーパーティの開
き方、マナー等をレ
クチャーします。

上野博子 紅茶教室“kandy”主宰

第3（金）
10:30 ～ 12:30
月額2,000円(税別)

キュートでおいしい、ときめきスイーツ
アイシングクッキー講座

おいしくて、キュートな
クッキー。毎回さまざまな
テクニックを取り入れて、
季節ごとのクッキーを作
りましょう。

城﨑裕子 Fortune Garden 主宰

第1・3（金）13:00～15:30
月額4,200円(税別)

北欧のハーダンガー刺繍

北欧生まれのハーダン
ガー刺繍。コースター
から、テーブルクロス
まで幅広い作品が楽し
め、落ち着いた色調が
どんなインテリアにも
馴染むので、暮らしの
中に活かせます。

川上祐子 日本手工芸指導協会 講師

第2・4（木）
◆19:40～21:00
　月額5,000円(税別)

エンジョイ ゴスペル＆
ポップス・R&B

みんなと一緒に歌って楽しみ
たい人の、初心者向けゴスペル
グループレッスン。また別途、そ
れ以外にもポップス・R&B・・・
等の個人レッスンもあります。

◆17:30～19:30[1回30分］
　月額5,200円(税別)

追立理恵 シンガー

第2(金)10:30～12:00
月額2,000円(税別)

ナチュラル
プリザーブドフラワー

高価なイメージのプリ
ザーブドをお手頃な価格
でもっと身近に楽しむクラ
スです。お部屋に飾ったり、
ちょっとしたプレゼントに
も最適です。

金光ふみよ 日本フラワーアカデミー認定講師

第1(土)15:45～17:30
月額2,200円(税別)

簡単･かわいい・お花マジック
月に1度のフラワーアレンジ

初心者の方でも簡単
にできるテクニック
で、同じ花が見違える
お花マジック！お部屋
に飾ればちょっと幸
せ気分。

木稲圭子 マナコフラワーアカデミー 1級教授

第2(土)13:15～14:45
月額2,100円(税別)

香りのある生活
～暮らしに活かす
　アロマテラピー～

基本を知って“使って・
活かして・楽しむ”アロ
マ活用術を学びます。身
近なモノを使ったアロ
マグッズも作成します。

井上香代 AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
アロマセラピスト

第2・4(水)13:30～14:30
月額4,000円(税別)

バレリーナヨガ＆
自分でできるフェイシャルエステ

福岡上陸！

バレリーナヨガで身体をほ
ぐした後に行うフェイシャル
エステは効果抜群！顔も身体
も美しくなる贅沢なレッスン
です。

吉田さとみ・生田　悠
バレリーナヨガ考案・トータルビューティサロンkotonoha主宰

月4回(水）12:30～13:30
月額4,800円(税別)

はつらつ！ピラティス

ピラティスは、
普段なかなか
意識しづらい
筋へ働きかけ、
姿勢改善や理
想の体へと近
づけていくワー
クアウトです。

谷川まりや PHIピラティスインストラクター

第1・3(水)19:30～21:00
月額4,000円(税別)

～自分に必要なセルフケアが分かる～
腰痛・肩こり改善
「筋膜ストレッチ」【少人数制】

頭痛・腰痛・肩こり・股関節痛な
どでお困りの方に、姿勢分析の
専門家「ロルファー」が受講生
自身の体に合った筋膜セルフ
ストレッチをご指導します。
※筋膜・・・身体のバランスを
整えている重要な組織。

上村征二 米国ロルフ研究所公認ロルファー
ロルフィング®天神　代表

各4,000円(税別)

3/1㈰
◆10:30～13:30 ◆14:30～17:30

11日
講座

定員各12名

1,200円(税込)
6,000円(税別)

3/8㈰13:00～16:0011日
講座 申込締切 1週間前 1回50分5,000円(税別)

ペア診断は2名で90分8,000円(税別)

2/22㈰
3/22㈰
4/26㈰

10:30
～18:00
※1回50分
　時間はお問合せ下さい

※1回30分 時間はお問合せ下さい

※1回30分 時間はお問合せ下さい

11日
講座

申込締切 3日前
申込締切 3日前1回30分3,000円(税別)

2/22㈰・3/22㈰2/22㈰・3/22㈰

2/24㈫・3/24㈫
10:30～18:00

18:00～21:00

11日
講座

13,400円(税込)
13:00～17:00

11日
講座

3,600円(税込)

3,500円(税別)
4月11日㈯14:00～15:0011日

講座 定員50名

氣仙えりか監修 氣仙えりか監修

フェイクスイーツ初級認定講座【福岡1期】

4/11㈯・5/9㈯・5/30㈯・6/13㈯・7/11㈯・8/8㈯
4/16㈭・5/21㈭・6/18㈭・7/16㈭・
7/30㈭・8/20㈭・9/17㈭（認定式）

4/11(土)開講
4/16(木)開講

月額各4,200円(税別)

NEW

※体験時は、それぞれの
　玄関の幸運度チェック
　を行います。

福岡上陸！

第2・4(水)12:00～13:00
月額3,800円(税別)

50代からの
健康バレリーナヨガ

座りポーズが中心なの
で体力に自信のない
方でも安心。ゆったり
ペースでしなやかな身
体づくりを目指します。

吉田さとみ・生田　悠　
バレリーナヨガ考案・トータルビューティサロンkotonoha主宰

LTインストラクター

第1・3(火)19:00～20:30
全6回12,000円(税別)

理論：
実技：

第
1
回

顔のマッサージはどのような効果があるのか
美容リンパ・リフトアップ・二重あごの解消・顔のツボ

リンパの仕組み、分布。なぜリンパマッサージが美容・健康によいのか
リンパマッサージの基本・美容リンパ・小顔

理論：
実技：

第
2
回

リンパの循環要因
美容リンパ・首デコルテ・バストアップ・二の腕を細く

理論：
実技：

第
3
回

ダイエットにはリンパマッサージ
美容リンパ・足のむくみ・ヒップアップ・ウエストの引き締め

理論：
実技：

第
4
回

リンパマッサージの効用を理解し、健康に活用
肩こり・腰痛・背中痛

理論：
実技：

第
5
回

深リンパと腹式呼吸
内臓リンパ・婦人病の予防・Q＆A

理論：
実技：

第
6
回

※20歳以上限定。お車でのご参加不可。

全3回
iPhone＆iPadを
はじめよう

アイフォン アイパッド

第1･3(金) ／第2･4(月)
10:30～12：30
全3回11,000円(税別)

全12回 全6回

全6回

全8回全6回

全6回

全6回

全6回

NEW

（ジプシー・トライバル＆フュージョン）

個人レッスン

NEW

NEW

個人

個人 個人

グループ
グループ

グループ

認定料5,400円(税別) カリキュラム教材費8,640円(税別)

2/21㈯
3/21
4/18㈯

個人

グループ


