
【4/8㈰開講予定】
※申込締切：4/4㈬ ※途中入会不可

【4/3㈫開講予定】※申込締切：3/30㈮

【4/28㈯開講予定】
※申込締切：4/25㈬

【4/17㈫開講予定】
※申込締切：4/14㈯

【4/20㈮開講予定】
※申込締切：4/17㈫

1,944円(税込)3/11㈰13:30～15:30
『鉛筆から始める似顔絵』

200円(税込) 1,000円
3/10(土)13:30～

350円(税込) 1,000円3/19(月)18:30～ 540円(税込) 1,000円3/20(火)14:00～ 300円(税込) 1,000円4/7(土)13:00 ～ 1,500円(税込)

1,000円3/17(土)16:00～ 500円(税込) 2,000円3/27(火)①15:00～ ②16:00～ 1,500円 1,080円(税込) 2,000円3/17(土)①11:30～ ②13:00～4/28(土)13:30～ 1,000円(税込) 1,200円3/23(金)19:00 ～

3/14(水)13:30～14：00

4/8㈰11:30～、25㈬19:30～、5/7㈪19:30～、27㈰14:30～

2,000円3/27(火)15:30～ 1,000円3/17(土)①18:00～ ②19:10～ 1,000円3/19(月)13:30～ 1,000円3/29(木)11:15～ 1,000円3/20(火)13:00～

2,000円4/5(木)19:30～ 2,000円4/11(水)11:30 ～ 1,500円3/27(火)17:15 ～ 1,000円3/16(金)①17:00～ ②18:00～

1,000円3/14(水)19:00～ 500円(税込)
1,500円3/22(木)14:00～、28(水)19:00～ 1,500円(税込) 1,000円3/23(金)13:30～ コピー代程度 1,000円 コピー代程度4/4(水)19:00～ 3,000円3/22(木)18:00～ 1,000円(税込) 1,500円3/23(金)①14:30～ ②18:30～

2,300円3/16(金)14:30～ 2,000円3/22（木)19:00～
1,000円3/23(金)16:00～

ギターレンタル料500円(税込) ※楽器のない方は面談1,000円3/27(火) 1,000円4/4(水) 1,500円3/15(木)14:00～ ※楽器レンタル可 3,000円

な

に
かま
なびません

か

ジャンル豊富に、大人・こども

１日受講で学べる! 短期で資格もとれる!!
入会不要の「特別講座」です。 ※下記の「特別講座」は全1回・２回・８回など、

　各講座により受講回数が異なります。

春の新講座＆ピックアップ講座

まなびの場、ひとの集い、ここにあります。
150講座以上の習いごと

ご予約お申込み承ります!
からもホームページ

JEUGIAカルチャー

☎06-6647-2207［受付 11:00～21:00］
体験・見学もできます。 お電話・店頭・WEBで事前にお申し込みください。

〒556-0011 大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス7F

講座
案内

受講お申し込み随時受付

発行：十字屋Culture株式会社　　発行日：2018年3月

NCMA,Japan専任講師

チャイルドマインダー養成講座

6/17㈰、7/1・22・29㈰、8/5・26㈰、9/2・16㈰
12:00～17:00 （9/2のみ11:30～20:30)

全8回135,880円(税込)
定員
20名

申込締切
3日前

吉田真希子・田中江里子 日本ソイフードマイスター協会
本部講師

食の資格に最適！
ジュニアソイフードマイスター養成講座

たんぱく質不足の食生活が蔓延中？
ソイフードって何？手軽に作れる方
法お伝えします。食からの身体づくり
やソイフードについて学びたい方
も、講師になりたい方も第一歩はジ
ュニアソイフードマイスターから！

3/25㈰
14:00～17:30

3/13㈫
11:30～15:30

36,500円(税込/教材費、試験、認定料を含む)

定員
15名

申込締切
6日前

日本ペットシッター協会講師 

ペットシッター士資格認定講座

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
できるペット系資格の中で有効な資格と
して認められております。

6/10㈰・6/24㈰
各日11:30～16:00(休憩30分あり)

4/19㈭・26㈭ 11:30
 ～13:30

11:30～17:00
(休憩1時間含む)

11:30～17:00

全2回48,000円(税込)
【認定料・修証証】5,000円(税込)4,200円(税込)

定員
5名～

申込締切
5日前

柴田祥子 時短家事コーディネーター
認定講師

時短家事コーディネーター
Basic資格認定講座

3/25㈰
21,600円（税込）※テキスト代・認定料含む

※資格認定はNPO法人住環境
　デザイン協会が行います。

定員
20名

申込締切 3日前

Satoo タイ政府公認
タイ木槌伝統療法トークセン教員

タイ木槌伝統療法トークセン
資格講座(初級編)

4/1㈰・5/13㈰・5/27㈰

3/18㈰・4/22㈰

3/19㈪

5/24㈭

11:30～18:45(休憩1時間含む)
3/18㈰・4/23㈪

13:00
 ～17:00

42,960円(税込/認定料/教材費込み)

定員
1名～

申込締切 前日

田中小百合 (一社)国際トータル
セラピスト協会･理事

水を使わない！
リラクゼーションヘッドスパ

見た目に印象を左右する「頭皮と髪」
「自律神経」にも効く頭皮に良いリラク
ゼーションマッサージの相対レッスンで
手技を学びましょう。

3/24㈯
11:30～13:30

4/15㈰
13:00～15:00

4/28㈯
13:30～15:30

5,400円（税込） 5,400円（税込)

定員
2名～

申込締切
3日前

保田めぐみ 会員制大人の女性のお稽古教室
LumiriaM（るみりあ)主宰

リントンツイードバッグレッスン

森 淑子 文房具を活用したコミュニ
ケーション術を学びます。

手帳コーチ

こどもを叱る回数が減る文房具講座

ミシンを使わず縫わずに作る
リントンツイードバッグ。
シャネルツイードとしても有
名な上品な質感と綺麗な形が
人気です♪

9,504円（税込）
10,476円（税込）

定員
8名

申込締切
1週間前

13:00～15:00
3/22㈭
14:30～16:30

3,240円(税込)
1,080円(税込)

2,160円(税込)
400円(税込)

2,160円(税込)
2,000円(税込)

定員
10名

申込締切
3日前

西川真喜子

玄米と有機野菜で健康に！

マクロビオティックセラピスト
マクロビオティックjr.インストラクター

体の中から綺麗に！
美容と健康のマクロビオティック

オトナ女子が大好き～
ルルベドールを作ろう 

石田優子

インスタ映え

　間違いなし
！

自分だけのルルベちゃん™を作りましょう！！

ネイルサロン プルミエ主宰
ルルベちゃん™ 認定講師

4/12㈭ 11:30～13:30
1,620円(税込)
4,320円(税込)

3/24㈯11:30～15:00(休憩あり)
2,430円(税込)
3,564円(税込)

定員
3名～

申込締切
3日前

勘亭流戯筆　川端耕司

勘亭流で福を呼び込もう！

歌舞伎文字書家　関西歌舞伎を愛する会会員

歌舞伎文字”勘亭流”で縁起の良い文字を書く

定員
8名

申込締切
3日前

岡本大典

裁判の聴きどころが解ります。講義または傍聴だけの参加もOK!
松柏法律事務所　弁護士

弁護士と行く！ 裁判傍聴

3,348円(税込/保険料込み)
定員
10名申込締切 3日前

小豆美佐

20種類の布からお選び頂けます。

雑貨屋ビーンズ代表

がま口ポシェット作り教室

定員
8名

申込締切
3日前

4/28㈯ 11:30～15:00
1,620円(税込)
500円(税込)

定員
8名

申込締切
3日前

4/28㈯14:00～16:00
1,620円(税込)
2,160円(税込)

定員
8名

申込締切
3日前

本田実佳保

世界に一つだけのカップケーキを！

既に焼いてあるカップケーキにデザインします。
カップケーキ4個を作り、お持ち帰り頂きます。

大人気のいちごのチャームを作りましょう。

クリップがついた2wayタイプです。

日本カップケーキ協会インストラクター

春のイースターカップケーキのレッスン

定員
8名

申込締切
3日前

小野敦子 alphadorn(アルファドーン)

小さなあみぐるみスイーツ雑貨
小豆美佐

環境に優しいお洒落エコバッグ。

雑貨屋ビーンズ代表

英字新聞で作るエコバッグ

さがら いくこ 葉ちっく認定講師

葉ちっくオリジナルつまみ細工
～お花(美美子)ブローチ作り～

小豆美佐

足裏・指に刺激を与え健康的！

見て、触れて、匂って楽しめます。

お風呂に入れると
薔薇風呂・泡風呂を
楽しめます。

雑貨屋ビーンズ代表

はじめて編む
カラフルニットで編む布ぞうり

松本りえ 一般社団法人梨桜フラワー・カラーセラピー協会
インストラクター

フレグランスフラワー

中島亜季 整理収納アドバイザー
 ハウスキーピング協会認定講師

整理収納アドバイザー 2級認定講座

テレビや雑誌など、メディアで注目の片
付け講座。安全、快適、幸せな暮らしの
ため、散らからない仕組み作りで理想
の住まいにしましょう。女性顧客様への
販促にも一役買います。

17,280円（税込)
5,820円（税込)

定員
15名

申込締切
各5日前

申込締切
3日前

石田優子 プルミエネイル主宰
京都支部 ルルベ認定講師

ルルベちゃん™認定講師レッスン

今、大人女子に大人気のルルベ
ちゃん™。2回のレッスンで基本を
学び、オリジナルの自分好みのド
ールチャームを一緒に作りませ
んか。資格取得後はレッスンや販
売が可能となります。

全2回5,832円(税込)
10,800円(税込)

定員
10名

Tomoko Coquette.715認定講師
Salan Salan主宰

大人スタイルワイヤーバックレッスン

第2（日）13:00～15:00
全3回13,932円（税込）

ネットにワイヤーテープを通して
誰でも簡単に大人スタイルの
トートバッグをお作りいただける
レッスンです。

鵜鷹圭三 似顔絵イラストレーター

鉛筆から始める似顔絵

第2･4（日）13:30～15：30
月額4,500円(税別)

紙と鉛筆さえあればいつでも描ける
似顔絵。似顔絵の描き方を一から
お教えします。あなたは誰を描きた
いですか？

明石紫峰 いずみ水墨画会主宰

やさしい水墨画

第2(土)13:30～16:00
月額2,800円(税別)

人生で一度は描いてみたかった
水墨画。顔彩も少し使い、習うの
が楽しみになりますよ。やさしく
指導します。

杉前道悦 蓮生会　仏画講師

心なごむやさしい仏画教室

第1･3(月)18:30～20:30
月額4,200円(税別)
第1または第3(月)18:30～20:30
月額2,500円(税別)

第1･3（土）18:00～19:00
月額5,000円(税別)

入門
クラス

上級
クラス

第1･3（土）19:10～20:10
月額6,000円(税別)

観音様やお地蔵様、不動明王等、様々な
仏様を描きます。お手本を写し描きます
ので、初めての方も安心です。

山本綾乃 暁書法学院講師

気軽に書の時間

第1･3（火）14:00～16:00
月額4,100円(税別)

筆ペン又は細字とボールペン字も
同時に学べます。初めての方でも
基本となる線や点画から練習し指
導します。

亀井洋子 (財)日本手芸作家連合会講師

ヴィクトリアンフラワークラフト

第1(土)13:00～15:00
月額2,600円(税別)

ヨーロッパ地方の伝統的なワイ
ヤーの技法で生活に役立つ室内
装飾品を製作します。免状取得コ
ースあり。

李　惠賢 韓国安東出身

楽しく学べる韓国語

第1･3(土)16:00～17:30
月額5,400円(税別)

旅行はもちろん日常生活にも使える韓国
語を学んでみましょう。皆さんが好きな
韓国ドラマなどを見ながら楽しく勉強し
ます。

的塲麗波 中国語講師･ビジネスサポート

中国語教室

第2･4(火)
①15:00～15:50【初級クラス】
②16:00～16:50【経験者クラス】
月額4,000円(税別)

ご一緒に日中の掛橋になりませんか！
ネイティブな教材でネイティブな中国語
を学びます。ニーズにお応えします。

おかもと円果 (社)手紙文化振興協会認定
手紙の書き方マスターコンサルタント

心くばりを添える手紙の書き方
～一筆箋の基本･お礼･お祝い～

第1(火)13:30～15:00
全3回8,100円(税込)

シーン毎の一筆箋の使い方･季節の手紙
など大和言葉を学び、手紙力と言葉力を
みがき、さらりともらってうれしい手紙を
書いてみましょう。

真﨑好美 お香インストラクター

手作りお香講座

第4(土)13:30～15:30
全3回7,020円(税込)

高級香木の沈香や白檀、他天然
香原料を使い匂ひ袋･お線香･
練香を作りし、和の香りを楽しみ
ましょう。

山中慎司 表千家茶道講師

ゆったり茶道講座
【大人クラス・こどもクラス】

第2(土)11:30～12:30  月額2,000円(税別)
①【大人クラス】

第2(土)13:00～14:00  月額1,800円(税別)
②【こどもクラス】小学5年～中学生

第1･3（金）17:00～17:45
　　　　   18:00～18:45
月額4,000円(税別)

…【3歳～ 5歳クラス】①
…【小1～小6クラス】②

お抹茶と和菓子をいただきながら、美し
い姿勢や礼儀作法を身につけませんか。
こどもクラスもご用意しております。

柏尾浩司 写真家

デジカメ写真教室 

第2･4（金）19:00～21:00　月額5,100円(税別)

これから写真を始めたい初心者の
方も大歓迎です！作品の講評と撮影
の基礎知識（露出・シャッターと絞り
の関係・構図など）をカメラを使用
して、わかりやすく実際に体感して
いただきます。屋外撮影もあります。

下村優介 切り絵作家

飾ってかわいい切り絵をつくろう！

第2(水)19:00～21:00
月額2,315円(税別)

切り絵は簡単に始められるアート
です。作って楽しい、飾ってかわい
い切り絵を一緒に始めてみましょ
う！道具は、実際に作家が使用して
いるものをご用意いたします。

田中佳子 Y.diva主宰

シンプルで美しい
グルーデコ® アクセサリー

第4(水)19:00～21:00
第4(木)14:00～16:00
月額2,600円(税別)

短時間でクオリティーの高いアク
セサリーを作ります。手軽に美しい
作品を作ることができます。

ミューズイングリッシュ講師

やり直しのかんたん英会話

第2･4(金)13:30～15:00　月額5,400円(税別)
第1･3(水)19:00～20:30
月額5,400円(税別)

英会話は、「聴く×話す＝コミュニケー
ション能力を高める」脳トレーニングに
なります。以前に英語を学んだことが
あるけど今や自信がない、という方や、
英語を学ぶことで脳トレ効果を図りた
い方にオススメです！

ミューズイングリッシュ講師

楽しく始める入門英会話

英会話を始めたい！でもついていけるか
心配…という方におススメです。英語の
簡単なフレーズをどんどん口に出して慣
れてゆくことから始めます。挨拶や自己
紹介、簡単なことを伝えてみましょう。

仲谷  進 特殊メイクアップアーティスト

特殊メイクの技能を学ぶ

第2･4(木)18:00～21:00
全6回24,300円(税込)

プロの特殊メイクアップアーティストによる、
本格的な特殊メイクテクニックのレッスン。
傷メイク、火傷メイクそれぞれの初級、応用
から、ペイントスカルメイク、ペイントゾンビ
メイクまでを、系統立てて学んでいきます。

(一社)脳開コンサルタント協会認定講師

頭の回転が速くなる！速読脳トレ
脳開・速読コンサルタント 呉 真由美監修

【大人・こども】

第2･4(金)
①14:30～15:30【大人クラス/高校生から】
②18:30～19:30【こどもクラス/小学4年生～】
全12回38,880円(税込)

頭の回転を速くし、仕事に活かす記憶の
仕方や、日常生活でできる脳活性の方法
などをお伝えします。

久保貴子　久保圭子 田村弘子バレエ研究所
公益社団法人日本バレエ協会正会員　　　　　　　

やさしいフロアバレエ

第1･3(金)14:30～15:30　月額4,600円(税別)

奈香丹紫稜子 チベット体操認定講師

チベット体操

第2･4(木)19:00～20:00
月額4,000円(税別)

身体の内側からキレイに若返る、簡単な6つ
のポーズを修得！無理なくインナーマッスル
が鍛えられ、疲れにくい若々しい身体を作り
上げます。ダイエットにも効果的！

西永  愛 クラシックギタリスト

初めてから楽しめるクラシックギター

第2・4(金)16:00～21:00［1回40分］
月額5,000円～(税別)

お子様から大人の方まで、一人一人の
ペースに合わせてレッスンいたします。
レッスンでは、ギターの構え方や楽譜
の読み方など、基礎から学ぶことがで
きますので、初めての方も大歓迎です。

山下  楓 サクソフォンインストラクター

サックスレッスン

第2･4(火)17:00～21:00［1回30分］
月額7,800円～ (税別)

第1･3(水)15:15～［1回40分］
月額6,000円～ (税別)

初めてサックスに触れる初心者の方から経験
者の方まで、一人ひとりのご希望に合わせて
レッスンいたします。数ある楽器の中でも比較
的音が出しやすいと言われているサックスで
新たな自分を見つけてみませんか♪

松永広幸 ボーカル講師

ボーカルレッスン

声の出し方や表現力の向上を中心に
レッスンいたします。
初心者の方もお気軽にどうぞ。

葛山幻海 生管師、尺八家

虚無僧尺八～吹禅による癒やし

第1･3(木)14:00～15:30 　月額6,000円(税別)

虚無僧らが行なっていた禅の修業であ
る吹禅(ずいぜん)。虚無僧らの伝統的
な尺八本曲を、その精神性も交えて学
んでいきます。素朴な竹を吹き、ゆっく
り呼吸し、非日常のフレッシュを味わっ
てみましょう。

【全8回】

【全1回】

【全1回】

【全1回】

【全1回】

【全1回】

【全1回】
【全1回】 【全1回】

【全1回】

【全3回】

【全1回】

【全1回】

【全1回】

【全2回】

【全2回】

【全1回】 【全1回】

【全1回】

【全1回】

【全1回】

【全2回】

【その他費用】教材一式（救急救護法教材含む）・修了書他・証明カード
類・合格証発行手数料／ 65,000円（税込）、 検定試験料／ 16,200円（税込）

仕事と家事の両立を叶えるために
必要な時短家事のスキルを修得し
た「暮らしのコーディネーター」とし
て、家事と仕事の両立に悩む方をサポートできる資格で
す。上手に力を抜きつつ、素敵に暮らせる時短家事のメソ
ッドとスキルの基礎を学べます。

チャイルドマインダーとは、信頼される家庭的
保育のスペシャリストのことです。現在待機児童ゼロに向
けた政府や市区町村の行政の改革により、活躍の場が拡
大しているチャイルドマインダーを目指しませんか。

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。

4/24㈫・26㈭11:30～13:30 11:30～13:30
3,240円(税込)
2,160円(税込)

定員
10名

申込締切
3日前

3/22㈭・4/8㈰・5/27㈰

13:30～15:30
2,700円(税込)
2,200円(税込)

定員
10名

申込締切
3日前

3/13㈫・4/17㈫・5/15㈫

3/31㈯

3/10㈯・4/7㈯

13:30～15:30

13:00～15:00
13:30～15:30

5/31㈭
10:00～

【講義】 【傍聴日/大阪地方裁判所】

4/27㈮
13:30～15:30

2,160円(税込)
2,160円(税込)

定員
2名～

申込締切
3日前

3/24㈯
13:30～15:00

4/14㈯
11:30～13:00

1,620円(税込)
2,700円(税込)

定員
8名

申込締切
3日前

特 別 講 座

先山みちよ 日本フルーツアートデザイナー協会認定
カルチャースクール講師

暮らしを彩るフルーツアート® 
～入門編～

第3(水) 13:30～15:00 全3回9,720円(税込)

1回目：カッティングの基本
2回目：フルーツアートの作品作り
3回目：『おもてなしの一皿』をプロデュース

ペティーナイフ1本で身近なフルーツが
「おもてなしのフルーツ」に変身♪

小田菜丘 フラ ハラウ オ カレイレフア 公認インストラクター

大人のハワイアンフラ〔ツアヒネ〕

月3回(火)15:30～17:00
月額6,000円(税別)

経験者対象のクラスです。お互いを思い
やるアロハの気持ちで楽しく優しい時間
を過ごしましょう。日常にハワイの風を♪

知念　響 CAFフラメンココンクールファイナリスト
日本フラメンコ協会新人賞受賞

フラメンコ【①入門編】【②上級編】 

実は、フラメンコは何歳からでも始めら
る事ができる踊りの1つです。やってみよ
うかなと思った時が適齢期です。

小林史江 Salsation　basic 　instructer
サルセーション　ベーシック　インストラクター

ダンスフィットネス
Salsation(サルセーション)

第1･3(月)13:30～14:30　月額4,000円(税別)

サルセーションとは全く新しいダンスフィ
ットネスです。体を全方向に動かし体力、
筋力の向上、コアを鍛えていきます。動き
は簡単でダンス未経験の方も、男女、年
齢問わず楽しんでいただけます。

石橋　香

対象：60歳以上
日本武術太極拳連盟公認　太極拳C級指導員

プレミアムエイジのための
Healthy太極拳

第1･3（木）11:15～12:30
月額4,000円(税別)

プレミアムエイジ（60歳以上）対象。
ゆったりとした動きの入門太極拳を
一緒に楽しみましょう。

フランシスコザビエルギジェン
舞踊家　モデル　ビュティー＆ライフアドバイザー

身体引き締め健美ストレッチ

第1･3（火）13:00～14:00　月額5,000円(税別)

ストレッチで日ごろ
の疲れ、凝りや痛
みを癒しながら筋
肉を鍛えほぐすこと
によって引き締まっ
た身体を作ります。 

福島まつゑ 日本武術太極拳連盟　近畿ブロック講師

心と体のリラックスタイチー

第1（木）19:30～20:45
月額2,000円(税別)

ゆったりとした呼吸と身体を緩める動き
を多く取り入れたプログラムです。太極
拳も優しく独自の内容に仕上げました。

田中小百合 (一社)国際トータルセラピスト協会･理事

セラピスト基礎養成講座
（ヘッド･ハンド･フットリフレクソロジー )

第4(土)11:30～13:00
全3回15,120円(税込)

YOKO 美姿勢筋エクササイズインストラクター

美姿勢筋エクササイズ

第2･4(水)11:30～12:30
月額4,000円(税別)

～健康とシェイプアップは正しい姿勢から～
姿勢を保つ筋肉を鍛えて、美しい姿勢と
美ボディを手に入れませんか。

日々疲れている頭皮･ハンド･足の
マッサージを簡単にしっかりと学び
ませんか？資格講座なので他人に
も施術ができるようになり、ご自信
のスキルアップにも！受講終了後必
要な方は修了証書が発行有りです。

高見節佳 国際中医薬膳師

美体質になる！
季節と私の薬膳茶＆
薬膳デザート

第3(火)11:30～13:00
全3回9,720円(税込)

第3(金)19:30～21:00
全3回9,720円(税込)

4月…
5月…
6月…

漢方を知って美しくなる！ 四季の美薬膳茶とデザート
タイプ別！ 美体質になる薬膳茶とデザート
女性のお悩みトップ3！ 美への薬膳茶とデザート

小田菜丘 フラ　ハラウ　オ　カレイレフア公認インストラクタ

子供のフラ＆タヒチアン

月3回(火)17:15～18:15  月額4,500円(税別)

ハワイの優しい風、アロハ
の温かさ、タヒチの笑顔。
豊かな感性、思いやりの
気持ちが育ちます。
背筋をのばして！さぁ踊り
ましょう！

嵯峨凰祥
初代家元

和の心を学ぶ寺子屋
こども日本舞踊

保護者の方にはお子さまの着付けを、こど
もたちは和の礼儀作法、正座、挨拶から学
び、曲に合わせ踊る事で和服での仕草や
豊かな感性が自然と身につきます。

※
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
。

【全3回】

【全3回】

【全3回】 【全3回】

【全6回】
【全12回】

【全3回】

フロアバレエは、バレエの動きを床
の上で行うエクササイズです。体重
が床に分散される分、膝や腰への
負担を減らします。また、平らな床面
が骨格の歪みを補正し、立位では難しい動きをサポートして
くれるため、体幹を作りたい方にもおすすめです。

【期間】2018年3/31㈯まで ※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。

入会金1,000 割引（税別）

円

体験当日
または体験なしでご入会の方

にご入会早割早割お得な

割引!

早割早割お得な

割引!
体験当日
または体験なしでご入会の方

にご入会 入会金1,000 割引（税別）

円
【期間】2018年

3/31㈯まで
※一部、対象外の講座あり。


