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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。 MARCH & APRIL
ピオレカルチャー

ジョイワンカード
会員様限定！
［事前ご予約制］

ご予約方法が
変わりました！

当日ジョイワンカードご入会のお客様もOK！
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！

W E B 予 約スタート !

？
ピオレカルチャーとは ？

3 4
月

〜

月

ご予約方法の詳細と、
その他の講座は裏面をチェック!!

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。

プロが 教えるインテリアのコツ

お部屋をセンスアップさせる
山本智子
インテリアレッスン
講師：インテリアデコレーター

さん

インテリアって難しそうに感じていませんか？実はちょっとしたコツでセンスアップできます。
プロのインテリアデコレーターが、今すぐ始められる“魅せる”インテリアをご提案します。
（リビング向けを中心とした講座となります）

3 31
月

日（土）

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

時間：①11
：00〜13：00／②14：00〜16：00

定員
〈講座内容〉
各回
・座学 約60分（お部屋を広く見せる3つのテクニック等）
15名様
・デモンストレーション

（ご自宅のお悩みに対応いたします）

インテリアデコレーター

￥500

第3弾 !!

山 本 智 子 さん プロフィール

インテリアデコレーター、一般社団法人インテリアアテンダント協会インテリアセルフアテンド1級。
「毎日
嬉しいと感じるインテリア」をコンセプトに自宅やサロンへのインテリアアドバイス、パナソニックやハウ
ジングデザインセンター、
インテリアショップなど企業への活躍の場を広げる人気常連セミナー講師。

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！

好評につき

時間：③17：00〜19：00
〈講座内容〉
定員
（センスアップできる「三種の神器」等）
3名様 ・座学 約30分
・ショップ回遊お買い物体験

プロのスタイリストが 、
あなたの 魅 力 づくりをお 手 伝 い！

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！
パーソナルスタイリスト 土 屋 英里 さん プロフィール
Happy Closet代表 パーソナルスタイリスト。
「好きで似合って成果のでる」ファッションアドバイ
スが人気で、20〜50代と幅広い年代の女性の支持を得る。延べ人数700名以上。大阪に事
務所を構え、後身の育成にも力を注いでいる。大手企業イベントやテレビ番組協力実績あり。

4 14
月

15

・

日（土）

日（日）

集合場所： [ピオレ1] 6Fピオレホール

時間： ①11：00〜13：00／②14：00〜16：00

③17：00〜19：00
受講料￥1,000
定員各回3名様

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。

BEAUTY ビューティー
アンチエイジングと腸内フローラ

ヨーガでからだスッキリ

オーガニックガーデン〈自然食品〉

フィットネスクラブ レフコ

場所：[ピオレ1] 6Fピオレホール

4/

3

（火）

場所：[ピオレ1] 6Fピオレホール

時間：13:30〜15:30（個別相談15:30〜）
定員50名様

4/

19

受講料無料

あなたの「からだ」は酸素不足かも？腸内環境と血
液が変われば、
からだが変わります。美肌と美しい
髪になる秘訣、老化現象の原因、
ガンになりやす
い食べ物と予防する食べ物、乳児湿疹、アトピー
の原因と腸内フローラについてお話しします。

定員各回 20名様

受講料無料
初めての方でも気軽に参加していただけるオリ
ジナルのヨーガです。リラックスしながら体 幹や
バランス感覚を整えて、
キレイな身体づくりをめざ
します。身体の変化を体感してみてください！

春からの毛穴レス肌作り〜初級〜

春メイク体験会

スキンフード〈コスメ〉

オルビス・ザ・ショップ〈コスメ〉

場所：[ピオレ1] 6Fピオレホール

24

②13:00〜13:45
③19:00〜19:45

（木）

※健康相談、食事指導をご希望の方はスタッフまでご連絡
ください。

4/

時間：①11:00〜11:45

場所：[ピオレ1] 6Fピオレホール

時間：14:00〜15:30

4/

26

定員10名様

受講料無料

（火）

時間：①11:00〜11:30

/ ②11:30〜12:00
③13:00〜13:30 / ④13:30〜14:00
定員各回2名様

（木）

スキンフードの春アイテムを使って、美しい毛穴レ
スな肌作りを体験しませんか？お手入れが初めて
の方や、正しい使い方をもう一度基礎から知りたい
方におすすめです。春らしいメイクのタッチアップも
実施します。

受講料無料
この春発売した美容液仕立てのルージュ「ルー
ジュネス」
をはじめ、
アイカラーの新色などをご紹介
します。お客 様に合わせた春のトータルメイクを
ぜひご体験ください。

CULTURE カルチャー
3/ 4/

26 4

（月） （水）

・

・

3/ 4/

29 17

春の体験レッスン
ABC cooking studio

iPhoneの可能性を広げる繋がる
Apple製品の魅力について

初めての方
限定

〈Apple製品販売・サービス〉
シースマート
（アップル専門店）

〈料理教室〉

場所：[ピオレ1]6F

4/

ABCクッキングスタジオ内
時間：15:30〜18:00
定員各回4名様

24

受講料￥500

場所：[ピオレ1] 6Fピオレホール

時間：13:00〜14:00
定員10名様

（火）

この春お料理を習い始めたい方に、4,000円相当のレッスンを500円で体験

受講料無料
Apple製品をお持ちの方、
ご購入を検討されてい
る方が対象。iPhone/iPad/Macの連携をはじ
め、知るほど便利になる使い方を、Apple製品の
専門店がご紹介します。

（木） （火） していただけます。煮込みハンバーグもしくはオムライスのどちらかをお選びい
ただけます。
※レッスンの中で教室のご案内、
コースのご案内をさせていただきます。

KIDS キッズ

スターバックスの社会とのつながり活動

スターバックスコーヒー〈カフェ〉

ふるふるスライミーを作ろう

場所：[ピオレ1] 6Fピオレホール

4/

28

時間：11:00〜12:00

キデイランド〈キャラクター雑貨〉

定員12名様

4/

14

受講料無料

（土）

（土）

コンサート、
こども食堂など、
スターバックスが行っ
ているソーシャルインパクト
（地域貢献活動）
をご
紹介します。地球にやさしいコーヒーと、豆カスリ
サイクルの堆肥で育った野菜入りサンドイッチの
テイスティングもお楽しみに！

場所：[ピオレ1] 3F
定員各回 8名様

WEB予約
スタート！

※ご予約の変更およびキャンセルはお電話のみの受付となります。
インフォメーション（079-226-0123／受付10:00〜20:00）
まで
ご連絡ください。

受講料無料

ぷるぷるの感触が楽しい、
ソーダとコーラの香りが
付いたスライムを作ってみよう！三角フラスコに入
れて材料を混ぜて作るので、理科の実験をしてい
るような気分を味わえます。

ご予約方法が変わりました。

24時間いつでもOKの

レストスペース
②14:00〜14:30

時間：①12:00〜12:30

ご予約方法

1
3

右記のバーコードまたは
U R L から、ピオレ姫 路 の
「ニュース＆イベント情報」
ページにアクセス！

DUMMY

http://www.piole-himeji.jp/news/

届 い たメー ル の 確 認 用
U R Lにアクセス！

Check!

2
4

Inp

ご希 望の講 座を選 択し、
確認フォームにメールアド
レスをご入力ください。
ピオレ姫路から予約専用
のメールが届きます。

応 募 フォー ムで 必 要 事
項 をご 入 力 のうえ 送 信
していただくと応 募 完了
です。

※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。
※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。

Finis

h!!

ut

