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楽し い 発 見 やヒントが いっぱ い！ ピオレ 姫 路 の 体 験 型レッスン。 SEPTEMBER & OCTOBER
ピオレカルチャー

9 10

当日ジョイワンカード
ご入会のお客様もOK！

月

ご入会は[ピオレ1 ] 1Fインフォメーション、
もしくは店頭にて
お申し込みください。入会金＆年会費は無料です！

ジョイワンカード
会員様限定！
［事前ご予約制］

好評につき

？？

ピオレ
カルチャーとは

〜

月

ピオレ姫路で人気のショップが開催する、
ジョイワンカード会員様だけが楽しめる体験講
座です。毎日の暮らし、
自分磨きにお役立てください。1講座から気軽に、何講座でもご参
加いただけます。

プロのスタイリストが 、
あなたの 魅 力 づくりをお 手 伝 い！

第2 弾 !!

パーソナルスタイリング
お買物体験
土屋英里
講師：パーソナルスタイリスト

さん

こんな方に…

何を着たら似合うのかプロに診断してほしい。
ちょっとしたお出かけに着ていく服がわからない。
普段着ている服に季節感を取り入れたい。
ファッションは好きだけれど、
自分に似合うコーディネートがわからなくて…。
そんなあなたにパーソナルスタイリストが、
ピオレ姫路でのお買物に同行して
ぴったりのアイテムをご提案します。新しいあなたらしさを発見してください！

9 30
月

時間： ①11：00〜13：00／②14：00〜16：00

③17：00〜19：00

定員各回3名様

パーソナルスタイリスト 土 屋 英里 さん プロフィール
2008年よりＯＬをしながら、
カラーアナリストとして活動開始。色彩スクール、
ファッションスクールで講師を経験し、2011年にパーソナルスタイリストとして
独立。会社員や主婦、起業家、経営者、
アーティストなど、
これまで延べ700
人以上にファッションコンサルティングをおこなう。

10 1

・

日（土）
月 日（日）
集合場所： [ピオレ1] 6Fピオレホール
受講料￥1,000

プレミアム
会員様

￥500

講座受講後、
ピオレ姫路で¥5,000以上お買い上げいただいたお客様
には、
ジョイワンカード1,000ポイントをプレゼント！
※お買物体験で気に入ったアイテムは、
ご購入いただくこともできます。※お申し込みの際に身
長、普段のお洋服のサイズ(Ｓ・Ｍ・Ｌ)、
ピオレ姫路の中でお気に入りのショップなどをお伺いしま
すので、
あらかじめご了承くださいませ。

2017年7月、姫路駅前にOPEN！フィットネスクラブ「レフコ」によるスポーツ企画！

自分の身体と向き合おう
こんなお悩み
解 決します！

9 28
月

集合場所：

日々忙しくて、
自分の身体と
向き合えていない。

日常生活で
身体を動かすのが
つらい。

自分の生活習慣を
見直したい。

レフコのスタッフが、毎日の生活が楽になる運動をお伝えします。筋肉量や脂肪量など、身体
の中身を知る体内成分測定を随時実施。測定結果から効果的な運動をご案内します。

日（木）

[ピオレ1]6Fピオレホール

◆ 姿勢改善運動

定員各回30名様

◆ 体内成分測定

受講料無料

開始時間：
①13：00／②13：30／③14：00／④14：30
⑤18：00／⑥18：30／⑦19：00／⑧19：30

各回先着順

測定料無料

時間：
①13：00〜15：00／②18：00〜20：00（最終受付19：30）
※随時実施いたします。 ※先着順ですので、お待ちいただく場合がございます。

各講座のご予約方法、その他の講座など詳しくは裏面をご覧ください。

FASHION ファッション
女性
限定

コスモビーズを使った
アクセサリー

ヘアーアレンジ講座

ビフォーザブーム〈アクセサリー〉

18

時間：①13:00〜14:00／②15:00〜16:00
定員
各回8名様

（月・祝） 受講料無料

9/

13

（水）

ヘアーアクセサリー
を使用し、お客様
にヘアーアレンジ
を行いながらご紹
介します。

ジンズ〈アイウェア〉

パーツクラブ〈ビーズ・アクセサリー〉

場所：ピオレ2エスカレーター前

9/

似合うメガネの選び方講座

場所：[ピオレ1] 6Fピオレホール
時間：

①12:00〜13:00
②15:00〜16:00

9/

21

場所：[ピオレ1] 6Fピオレホール
時間：

11：00〜12：00
定員
各回15名様

（木）

定員各回10名様

受講料無料
顔 型に合うフレーム
や、
メイクに合うメガ
ネの 選 び 方を 学 ん
で、ぴったりの一本を
見つけましょう。

受講料￥450〜

特殊な加工で作られたコスモ
ビーズを使って、
バングルやピ
アスなどをハンドメイドします。

KIDS キッズ
キッズパーティー

かおり玉を作ろう体験会

〜メモスタンドを作ろう〜

スターバックス コーヒー〈カフェ〉

9/

9

9/

9

場所：[ピオレ1] 6Fピオレホール

（土）

時間：11：00〜12：00
定員8組様

（土）

受講料無料

キディランド〈キャラクター雑貨〉

5種類の
かおりが
作れる！

場所：[ピオレ1] 3Fレストスペース
時間：①12：00〜13：00

②15：00〜16：00

定員各回10名様 受講料無料
女の子に大人気！いい香りのする
「かおり玉」
をキットで
手軽に作っていただけます。たくさんの方のご参加をス
タッフ一同お待ちしております。

スターバックスのプリンカップをリユースして、親子でオ
リジナルのメモスタンドを作ります。その後はコーヒーや
ジュースを飲みながら、
くつろいでいただけます。

BEAUTY ビューティー
国際中医専門員

ヘナ勉強会

井草 克一氏 による

第5回腸内フローラ勉強会

9/

12

（火）

オーガニックガーデン〈自然食品〉

9/

15

場所：[ピオレ1] 6Fピオレホール
時間：13：30〜15：30

（金）

定員50名様 受講料無料
テーマは「アンチエイジングと腸内フローラ」〜老化は
25才から始まり、40代から加速する〜。健康と長生き
の原点といわれる、腸と血液についてお話しします。

女性
限定

9/

21

べたつかない
秋のツヤ肌講座 初級編

オーガニックガーデン〈自然食品〉
場所：[ピオレ1] 6Fピオレホール
時間：13：00〜16：00

定員30名様 受講料無料
化学合成物質が入っていない天然のヘナは、
カラーリ
ングだけでなく、
トリートメントとしても使われています。
天然のヘナについて正しく学び、
ツヤのある美しい髪
を育てましょう。

秋冬ヘアトレンド講座

9/

スキンフード〈コスメ〉

25

場所：[ピオレ1] 6Fピオレホール

（木） 時間：13：00〜14：00
定員15名様 受講料無料

（月）

本格的なスキンケアを始めたい方へ。
うるおいたっぷり
のツヤ肌作りを楽しめます。

チェスト〈ヘアサロン〉

場所：[ピオレ1] 6Fピオレホール
時間：18：00〜19：00

定員30名様 受講料無料
神 戸・旧 居 留 地 発のスタイルと技 術を発 信するサ
ロンから、2017年秋冬のファッショントレンドを踏ま
えて、今すぐ実践したくなるヘアメイクのトレンドをご
紹介します。

CULTURE カルチャー
保険見直し入門講座

9/ はじめての方体験レッスン

1

ABCクッキングスタジオ〈料理教室〉

（金）

~

30

（土）

9/

場所：[ピオレ1]

6F ABCクッキングスタジオ内
時間：①10：30〜12：30
はじめての方限定
②13：00〜15：00
③15：30〜17：30 定員各回2名様
④18：30〜20：30 受講料￥500

通常4,000円のところ、特別価格
500円でご参加いただけます。煮
込みハンバーグや肉じゃがの作り
方をお教えします。

ご予約 1Fインフォメーションにて
方法 お申し込みください。
●

16

（土）

保険見直し本舗〈サービス〉

場所：[ピオレ1] 6Fピオレホール
時間：①14：00〜15：00

②16：00〜17：00

定員各回30名様 受講料無料
教育資金のための賢い保険活用をお教えします。英語教育が低年齢化、
日本は国際社会へ！
グローバル社会に立つお子様のために、
グローバルな積み立てをご案内します！

お電話でのお申し込みはこちら

TEL: 079 -226 - 0123（代表）
受付10：00〜20：00
※お申し込みにはジョイワンカードの会員番号、
お名前、
お電話番号が必要です。
※ご本人様のお申し込みのみ承ります。

当日はジョイワンカードをご持参ください

●

※定員数に達し次第、受付終了となります。※定員数に達しない場合は、当日もご参加いただけます。※主催者または会場の都合により、
イベント内容を予告なく変更する場合がございます。
※ご連絡なしに10分以上受講時間に遅れた場合、
キャンセル扱いとさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

