
■オンラインレッスン開講スケジュール廃止についてのお知らせ
こちらに公開しておりましたオンラインレッスン開講スケジュールは、4月末にて廃止となりますのでご注意ください。
オンラインレッスンのトラブル発生時の問い合わせ先として、ご予約いただいたレッスンがどこのスタジオで開講して参りました。

2022年4月4日以降は、MYページのご予約いただいたレッスンの①担当講師をクリック、②所属スタジオをクリック、③スタジオ情報より、

開講スタジオのご連絡先がご確認いただけますので、ご利用ください。

また、オンラインレッスンの開講スケジュールは、MYカレンダー上部の【オンラインのご予約はこちら】より、ご確認いただけますのでご利用ください。

①

②

③



オンラインレッスン開講スケジュール
・4月21日時点でのスケジュールです。レッスン講師、時間は変更になる場合がございます。

・レッスン時間は目安となり、人数や進行状況によって前後致しますのでご了承ください。

・レッスン当日のお問い合わせはスタッフの所属スタジオまでお願いいたします。

▼クッキングコース

レッスン日 曜日 レッスン時間 メニュー 担当スタッフ 所属スタジオ

2022/4/21 木 19:00-21:00 魚をおろして作る南蛮漬け 山田 紫月香 ルミネ町田

2022/4/21 木 10:45-12:15 2022年4月Oメニュー 大川 千尋 テラスモール湘南

2022/4/21 木 17:30-19:00 2022年4月Oメニュー 金山 佳美 なんばPARKS

2022/4/21 木 10:15-12:15 ボリューム満点酢豚と春巻き 伊田 葵 パセーラ広島

2022/4/22 金 12:00-13:30 2022年4月Oメニュー 吉原 淳子 たまプラーザ

2022/4/22 金 18:00-19:30 2022年4月Cメニュー 関口 愛弓 静岡パルシェ

2022/4/22 金 18:00-20:00 手作りホワイトソースのグラタン 山本 知花 ハービスOSAKA

2022/4/22 金 16:00-17:30 2022年4月Cメニュー 藤村 有加 草津エイスクエア

2022/4/22 金 16:30-18:00 2022年4月Cメニュー 梶本 菜央 ピオレ姫路

2022/4/22 金 11:00-13:00 外カリッと＆中ジューシーなから揚げ 小室 まりえ イオンモール名取

2022/4/22 金 13:00-14:30 2022年4月Oメニュー 横山 穂香 札幌パセオ

2022/4/23 土 13:00-15:00 サクサク海老フライ＆コロッケ 髙橋 真依 イオンモール津田沼

2022/4/23 土 17:00-19:00 外カリッと＆中ジューシーなから揚げ 一鷹 直人 ルミネ池袋

2022/4/23 土 17:45-19:15 2022年4月Cメニュー 徳丸 栞帆 アリオ川口

2022/4/23 土 14:45-16:45 外カリッと＆中ジューシーなから揚げ 石原 真琳 イオンモール京都五条

2022/4/23 土 18:30-20:00 2022年4月Oメニュー 笹部 亜美 ラクエ四条烏丸

2022/4/23 土 14:00-16:00 外カリッと＆中ジューシーなから揚げ 吉田 彩乃 阪急西宮ガーデンズ

2022/4/23 土 15:30-17:00 2022年4月Cメニュー 中村 明日香 近鉄奈良

2022/4/24 日 15:45-17:15 2022年4月Cメニュー 金岡 愛美 イオンモールつくば

2022/4/24 日 16:00-17:30 2022年4月Oメニュー 半田 紗弓 キラリナ京王吉祥寺

2022/4/24 日 15:30-17:30 サクサク海老フライ＆コロッケ 高橋 万梨菜 横浜ランドマーク

2022/4/24 日 10:30-12:00 2022年4月Oメニュー 竹内 悠月 メイワン浜松

2022/4/24 日 13:45-15:45 1人ずつ包んで仕上げるオムライス 服部 秀美 イオンモール熱田

2022/4/24 日 19:00-20:30 2022年4月Cメニュー 髙橋 由紀恵 イオンモール京都五条

2022/4/24 日 18:00-19:30 2022年4月Cメニュー 後藤 さち子 イオンモール堺北花田

2022/4/25 月 19:00-20:30 2022年4月Cメニュー 東畠 由莉 ルミネ大宮

2022/4/25 月 13:00-15:00 魚をおろして作る南蛮漬け 早川 由依 ららぽーと海老名

2022/4/25 月 16:00-17:30 2022年4月Oメニュー 諫本 みなみ 名鉄百貨店本店

2022/4/25 月 19:00-20:30 2022年4月Oメニュー 北原 瑠菜 阪急西宮ガーデンズ

2022/4/25 月 19:00-20:30 2022年4月Oメニュー 西村 梨菜 ピオレ姫路

2022/4/25 月 18:00-19:30 2022年4月Cメニュー 大野 千尋 KUZUHA MALL

2022/4/25 月 15:00-17:00 ごはんが進む鯖のみそ煮 緒方 里美 熊本鶴屋WING館

2022/4/26 火 18:00-19:30 2022年4月Cメニュー 川満 彩夏 静岡パルシェ

2022/4/26 火 15:00-17:00 手作りホワイトソースのグラタン 山本 知花 ハービスOSAKA

2022/4/26 火 16:00-17:30 2022年4月Oメニュー 伊田 葵 パセーラ広島

2022/4/27 水 16:00-18:00 外カリッと＆中ジューシーなから揚げ 中里 麻唯子 ルミネ池袋

2022/4/27 水 13:00-15:00 外カリッと＆中ジューシーなから揚げ 上原 彩 アリオ川口

2022/4/27 水 11:30-13:00 2022年4月Cメニュー 小井戸 香凜 テラスモール湘南

2022/4/27 水 16:00-17:30 2022年4月Cメニュー 北川 侑弥 イオンモール京都五条

2022/4/27 水 16:00-17:30 2022年4月Cメニュー 笹部 亜美 ラクエ四条烏丸

2022/4/28 木 14:00-15:30 2022年4月Oメニュー 谷宮 杏里 丸の内

2022/4/28 木 15:00-16:30 2022年4月Cメニュー 後藤 千絵 BiVi藤枝

2022/4/28 木 16:00-17:30 2022年4月Cメニュー 小倉 愛絵 草津エイスクエア

2022/4/29 金 11:00-12:30 2022年4月Cメニュー 田中 優香 ルミネ大宮

2022/4/29 金 18:30-20:00 2022年4月Oメニュー 三澤 綾華 沼津イーラde

2022/4/29 金 15:00-17:00 手作りホワイトソースのグラタン 山本 知花 ハービスOSAKA

2022/4/29 金 16:00-17:30 2022年4月Oメニュー 山根 由郁 パセーラ広島

2022/4/30 土 18:00-20:00 外カリッと＆中ジューシーなから揚げ 関屋 真理 グランエミオ所沢

2022/4/30 土 13:00-14:30 2022年4月Oメニュー 中井 優 北千住マルイ



2022/4/30 土 13:00-15:00 魚をおろして作る南蛮漬け 山田 紫月香 ルミネ町田

2022/4/30 土 15:30-17:00 2022年4月Cメニュー 大川 千尋 テラスモール湘南

2022/4/30 土 15:30-17:30 手作りホワイトソースのグラタン 中川 正子 ららテラス武蔵小杉

2022/4/30 土 12:30-14:00 2022年4月Cメニュー 新宅 美樹 パセーラ広島

2022/4/30 土 15:45-17:15 2022年4月Oメニュー 平野 愛 エミフルMASAKI

2022/4/30 土 10:30-12:00 2022年4月Oメニュー 西澤 香織 イオンモール宮崎

2022/5/1 日 18:00-19:30 2022年5月Oメニュー 早川 由依 ららぽーと海老名

2022/5/1 日 17:00-18:30 2022年5月Aメニュー 宮谷 智香子 イオンモール高岡

2022/5/1 日 12:30-14:00 2022年5月Aメニュー 渡辺 麗未 天神ソラリアステージ

2022/5/1 日 16:30-18:00 2022年5月Oメニュー 重松 知華 ゆめタウン佐賀

2022/5/1 日 10:45-12:45 ふっくらジューシーハンバーグ 玉田 このみ 仙台ロフト

2022/5/2 月 18:30-20:30 魚をおろして作る南蛮漬け 山地 しおり グランエミオ所沢

2022/5/2 月 13:30-15:00 2022年5月Aメニュー 互野 彩香 ペリエ千葉

2022/5/2 月 13:00-14:30 2022年5月Oメニュー 中井 優 北千住マルイ

2022/5/2 月 16:00-17:30 2022年5月Aメニュー 太田 宙輝 イオンモール堺北花田

2022/5/2 月 10:15-11:45 2022年5月Oメニュー 井戸田 美咲 アミュプラザおおいた

2022/5/3 火 15:30-17:00 2022年5月Oメニュー 三宅 菜月 ルミネ池袋

2022/5/3 火 17:00-19:00 パラパラ炒飯と焼き餃子 山道 由美 ルミネ大宮

2022/5/3 火 12:30-14:00 2022年5月Aメニュー 大森 美加 横浜モアーズ

2022/5/3 火 18:00-19:30 2022年5月Aメニュー 奥田 梨乃 NU茶屋町

2022/5/3 火 12:30-14:30 1人ずつ包んで仕上げるオムライス 松永 尚与 ゆめタウン久留米

2022/5/4 水 19:00-20:30 2022年5月Oメニュー 森田 智捺 北千住マルイ

2022/5/4 水 17:00-18:30 2022年5月Aメニュー 三澤 綾華 沼津イーラde

2022/5/4 水 15:00-16:30 2022年5月Oメニュー 上田 真由 イオンモール熱田

2022/5/4 水 13:00-15:00 柔らか豚のしょうが焼き 古川 薫 イオンモール岡山

2022/5/5 木 14:00-15:30 2022年5月Aメニュー 上仁 亮 アリオ亀有

2022/5/5 木 13:30-15:00 2022年5月Oメニュー 小井戸 香凜 テラスモール湘南

2022/5/5 木 15:30-17:30 ボリューム満点酢豚と春巻き 日下 亜希子 阪急西宮ガーデンズ

2022/5/5 木 19:15-21:15 ボリューム満点酢豚と春巻き 藤井 未来 草津エイスクエア

2022/5/5 木 15:00-17:00 ボリューム満点酢豚と春巻き 梶本 菜央 ピオレ姫路

2022/5/5 木 16:00-17:30 2022年5月Oメニュー 前里 有紀 イオンモール沖縄ライカム

2022/5/6 金 14:00-16:00 外カリッと＆中ジューシーなから揚げ 三枝 麻梨奈 錦糸町パルコ

2022/5/6 金 18:30-20:00 2022年5月Aメニュー 山田 彩絵 上大岡京急百貨店

2022/5/6 金 12:45-14:15 2022年5月Aメニュー 二木 あかね イオンモール白山店

2022/5/6 金 17:45-19:15 2022年5月Oメニュー 堀野 成美 ラクエ四条烏丸

2022/5/6 金 17:00-18:30 2022年5月Oメニュー 藤井 未来 草津エイスクエア

2022/5/6 金 13:00-14:30 2022年5月Oメニュー 和田 麻亜菜 エミフルMASAKI

2022/5/6 金 15:30-17:30 一番だしで作るふわとろ親子丼 横山 ほの JR博多シティ

2022/5/6 金 11:00-12:30 2022年5月Aメニュー 印南 千裕 イオンモール盛岡

2022/5/7 土 16:00-18:00 パラパラ炒飯と焼き餃子 七井 美友 ルミネ大宮

2022/5/7 土 16:30-18:00 2022年5月Aメニュー 磯野 道子 横浜モアーズ

2022/5/7 土 18:00-19:30 2022年5月Oメニュー 山田 紫月香 ルミネ町田

2022/5/7 土 13:00-15:00 魚をおろして作る南蛮漬け 安福 克麻 なんばPARKS

2022/5/8 日 16:00-17:30 2022年5月Oメニュー 菅野 恵美 北千住マルイ

2022/5/8 日 14:00-15:30 2022年5月Aメニュー 水口 栄 けやきウォーク前橋

2022/5/8 日 15:30-17:00 2022年5月Aメニュー 片桐 和子 セレオ八王子

2022/5/8 日 12:30-14:30 「さしすせそ」と黄金比で作る和食 青木 千春 ゆめタウン久留米

2022/5/9 月 18:30-20:00 2022年5月Aメニュー 上田 久仁子 柏高島屋ステーションモール

2022/5/9 月 10:30-12:00 2022年5月Aメニュー 大橋 美香 沼津イーラde

2022/5/9 月 11:00-13:00 ボリューム満点酢豚と春巻き 野澤 美月 阪急西宮ガーデンズ

2022/5/9 月 17:00-19:00 ボリューム満点酢豚と春巻き 大村 歩実 草津エイスクエア

2022/5/9 月 11:00-13:00 ボリューム満点酢豚と春巻き 梶本 菜央 ピオレ姫路

2022/5/9 月 17:30-19:00 2022年5月Oメニュー 緒方 里美 熊本鶴屋WING館

2022/5/10 火 19:00-21:00 魚をおろして作る南蛮漬け 徳丸 栞帆 アリオ川口

2022/5/10 火 10:30-12:30 外カリッと＆中ジューシーなから揚げ 衛藤 友紀 新宿タカシマヤタイムズスクエア

2022/5/10 火 16:00-17:30 2022年5月Aメニュー 二木 あかね イオンモール白山店

2022/5/10 火 18:00-19:30 2022年5月Oメニュー 今江 聡越 ラクエ四条烏丸

2022/5/10 火 12:45-14:15 2022年5月Oメニュー 野澤 美月 阪急西宮ガーデンズ

2022/5/10 火 17:00-18:30 2022年5月Oメニュー 小倉 愛絵 草津エイスクエア



2022/5/10 火 15:30-17:00 2022年5月Oメニュー 和田 麻亜菜 エミフルMASAKI

2022/5/10 火 11:00-12:30 2022年5月Aメニュー 松村 いづみ アリオ仙台泉

2022/5/11 水 16:00-17:30 2022年5月Oメニュー 三宅 菜月 ルミネ池袋

2022/5/11 水 17:00-18:30 2022年5月Aメニュー 大山 ひらり ルミネ立川

2022/5/11 水 10:45-12:45 1人ずつ包んで仕上げるオムライス 田尻 舞 ルミネ町田

2022/5/11 水 19:00-21:00 魚をおろして作る南蛮漬け 安福 克麻 なんばPARKS

2022/5/12 木 16:00-17:30 2022年5月Aメニュー 寺﨑 有那 ペリエ千葉

2022/5/12 木 12:00-13:30 2022年5月Aメニュー 井上 芙美 たまプラーザ

2022/5/12 木 11:00-13:00 1人ずつ包んで仕上げるオムライス 山田 彩絵 上大岡京急百貨店

2022/5/12 木 10:30-12:00 2022年5月Aメニュー 土川 明穂 モレラ岐阜

2022/5/12 木 18:00-19:30 2022年5月Aメニュー 奥田 梨乃 NU茶屋町

2022/5/12 木 17:30-19:00 2022年5月Oメニュー 見良津 菜緒 イオンモール倉敷

2022/5/12 木 18:15-20:15 「さしすせそ」と黄金比で作る和食 吉留 莉帆 アミュプラザ鹿児島

2022/5/12 木 13:00-14:30 2022年5月Oメニュー 遠田 雅子 イオンモール名取

2022/5/12 木 16:30-18:00 2022年5月Oメニュー 橘 美樹 札幌赤れんがテラス

2022/5/13 金 17:00-19:00 一番だしで作るふわとろ親子丼 望月 恵 静岡パルシェ

2022/5/13 金 12:30-14:00 2022年5月Aメニュー 太田 宙輝 イオンモール堺北花田

2022/5/13 金 12:45-14:45 ボリューム満点酢豚と春巻き 野村 菜月 ラクエ四条烏丸

2022/5/13 金 15:30-17:00 2022年5月Oメニュー 田口 弓華 熊本鶴屋WING館

2022/5/14 土 12:45-14:15 2022年5月Aメニュー 福松 りな 丸の内

2022/5/14 土 16:00-17:30 2022年5月Oメニュー 三宅 菜月 ルミネ池袋

2022/5/14 土 13:00-15:00 魚をおろして作る南蛮漬け 宮田 萌 アリオ川口

2022/5/14 土 16:00-18:00 外カリッと＆中ジューシーなから揚げ 荒木 由美 新宿タカシマヤタイムズスクエア

2022/5/14 土 18:00-19:30 2022年5月Aメニュー 稲垣 寧乃 ららぽーと海老名

2022/5/14 土 10:30-12:00 2022年5月Aメニュー 二木 あかね イオンモール白山店

2022/5/14 土 17:00-18:30 2022年5月Oメニュー 塩谷 真子 ピオレ姫路

2022/5/14 土 17:00-18:30 2022年5月Oメニュー 柳生 良美 神戸BAL

2022/5/14 土 16:30-18:00 2022年5月Oメニュー 若林 佳奈 イオンモール倉敷

2022/5/15 日 14:45-16:15 2022年5月Bメニュー 片桐 和子 セレオ八王子

2022/5/15 日 16:00-17:30 2022年5月Oメニュー 今江 聡越 ラクエ四条烏丸

2022/5/16 月 16:30-18:00 2022年5月Oメニュー 大山 ひらり ルミネ立川

2022/5/16 月 11:00-12:30 2022年5月Bメニュー 山道 由美 ルミネ大宮

2022/5/16 月 17:00-18:30 2022年5月Bメニュー 杉山 絵莉香 沼津イーラde

2022/5/16 月 18:30-20:00 2022年5月Oメニュー 村上 紗規 札幌パセオ

2022/5/17 火 13:00-15:00 手作りホワイトソースのグラタン 一寸木 直子 イオンモール水戸内原

2022/5/17 火 16:30-18:30 一番だしで作るふわとろ親子丼 三宅 明日香 宇都宮インターパークビレッジ

2022/5/17 火 19:00-21:00 1人ずつ包んで仕上げるオムライス 水越 史恵 たまプラーザ

2022/5/17 火 12:30-14:00 2022年5月Bメニュー 加納 ゆかり パセーラ広島

2022/5/17 火 12:45-14:45 ふっくらジューシーハンバーグ 川越 芳美 仙台ロフト

2022/5/17 火 16:00-17:30 2022年5月Bメニュー 吉田 有里 札幌パセオ

2022/5/18 水 12:30-14:00 2022年5月Oメニュー 幸野 愛加 豊橋カルミア

2022/5/18 水 17:30-19:00 2022年5月Oメニュー 藤井 未来 草津エイスクエア

2022/5/18 水 17:00-19:00 外カリッと＆中ジューシーなから揚げ 柴伐 陽宏 アミュプラザ小倉

2022/5/19 木 14:00-15:30 2022年5月Bメニュー 山地 しおり グランエミオ所沢

2022/5/19 木 18:00-19:30 2022年5月Bメニュー 大橋 美香 沼津イーラde

2022/5/19 木 10:30-12:00 2022年5月Bメニュー 関口 愛弓 静岡パルシェ

2022/5/19 木 13:00-14:30 2022年5月Oメニュー 藤田 和子 エミフルMASAKI

2022/5/19 木 16:30-18:00 2022年5月Oメニュー 橘 美樹 札幌赤れんがテラス

2022/5/20 金 18:30-20:00 2022年5月Bメニュー 山田 彩絵 上大岡京急百貨店

2022/5/20 金 13:00-15:00 パラパラ炒飯と焼き餃子 梅野 めぐみ イオンモールナゴヤドーム前

2022/5/20 金 19:00-21:00 魚をおろして作る南蛮漬け 冨永 佳奈 京橋京阪モール

2022/5/20 金 13:00-14:30 2022年5月Aメニュー 末田 朝子 パセーラ広島

2022/5/21 土 19:00-20:30 2022年5月Bメニュー 七井 美友 ルミネ大宮

2022/5/21 土 19:00-21:00 1人ずつ包んで仕上げるオムライス 林 友美 ルミネ町田

2022/5/21 土 14:00-15:30 2022年5月Bメニュー 田尻 彩里沙 天神ソラリアステージ

2022/5/21 土 13:00-14:30 2022年5月Oメニュー 弘田 志保 熊本鶴屋WING館

▼ブレッドコース
レッスン日 曜日 レッスン時間 メニュー 担当スタッフ 所属スタジオ



2022/4/21 木 15:30-17:30 ブレッド基礎 磯野 道子 横浜モアーズ

2022/4/21 木 18:00-20:00 ブレッド基礎 西野 亜子 横浜ランドマーク

2022/4/21 木 12:30-14:30 ブレッド基礎 西尾 枝美子 プライムツリー赤池

2022/4/22 金 12:30-14:30 リッシュ1,4,7,10月 田邨 眞紀 汐留シティセンター

2022/4/22 金 13:30-15:30 ブレッド基礎 宮坂 祐花 ペリエ千葉

2022/4/22 金 15:00-17:00 ブレッド基礎 澤 愛姫 錦糸町パルコ

2022/4/22 金 13:00-15:00 ブレッド基礎 山田 彩絵 上大岡京急百貨店

2022/4/22 金 19:00-21:00 ブレッド基礎 末田 朝子 パセーラ広島

2022/4/22 金 16:00-18:00 ブレッド基礎 中野 聖奈 天神ソラリアステージ

2022/4/23 土 14:00-16:00 ブレッド基礎 一寸木 直子 イオンモール水戸内原

2022/4/23 土 10:30-12:30 ブレッド基礎 野口 明栄 宇都宮インターパークビレッジ

2022/4/23 土 13:00-15:00 リッシュ1,4,7,10月 小澤 明美 ららぽーと海老名

2022/4/23 土 18:30-20:30 ブレッド基礎 岡 育美 イオンモール広島府中

2022/4/23 土 18:00-20:00 リッシュ3,6,9,12月 其田 翔大 イオンモール沖縄ライカム

2022/4/24 日 15:00-17:00 ブレッド基礎 谷宮 杏里 丸の内

2022/4/24 日 10:30-12:30 リッシュ1,4,7,10月 金塚 美歩 テラスモール湘南

2022/4/24 日 18:00-20:00 リッシュ1,4,7,10月 林 彩奈 イオンモール高岡

2022/4/24 日 18:00-20:00 ブレッド基礎 西森 未貴 天王寺MIO

2022/4/24 日 11:00-13:00 ブレッド基礎 佐藤 修子 イオンモール名取

2022/4/25 月 19:00-21:00 ブレッド基礎 籔内 悠利 グランエミオ所沢

2022/4/25 月 15:00-17:00 リッシュ1,4,7,10月 柴橋 瑞恵 新宿タカシマヤタイムズスクエア

2022/4/25 月 16:00-18:00 ブレッド基礎 折尾 佳菜子 セレオ八王子

2022/4/25 月 13:00-15:00 ブレッド基礎 照沼 翔子 ラゾーナ川崎

2022/4/25 月 10:15-12:15 リッシュ1,4,7,10月 川本 真悠子 イオンモール白山店

2022/4/25 月 13:00-15:00 リッシュ1,4,7,10月 伊田 葵 パセーラ広島

2022/4/26 火 17:00-19:00 ブレッド基礎 大澤 真理子 汐留シティセンター

2022/4/26 火 14:00-16:00 リッシュ1,4,7,10月 鈴木 彩香 イオンモールつくば

2022/4/26 火 10:30-12:30 ブレッド基礎 井上 芙美 たまプラーザ

2022/4/26 火 19:00-21:00 ブレッド基礎 西川 衣代 沼津イーラde

2022/4/26 火 15:30-17:30 リッシュ1,4,7,10月 森 美菜子 イオンモール鈴鹿

2022/4/27 水 11:00-13:00 ブレッド基礎 山本 美和 アリオ亀有

2022/4/27 水 17:00-19:00 リッシュ1,4,7,10月 山岸 由佳 コクーンシティさいたま新都心

2022/4/27 水 18:00-20:00 ブレッド基礎 山田 紫月香 ルミネ町田

2022/4/27 水 14:00-16:00 ブレッド基礎 若林 佳奈 イオンモール倉敷

2022/4/28 木 13:00-15:00 リッシュ1,4,7,10月 大谷 さやか 宇都宮インターパークビレッジ

2022/4/28 木 10:30-12:30 ブレッド基礎 浅香 藍 上大岡京急百貨店

2022/4/28 木 15:30-17:30 ブレッド基礎 西森 未貴 天王寺MIO

2022/4/28 木 12:45-14:45 ブレッド基礎 川越 芳美 仙台ロフト

2022/4/29 金 17:45-19:45 ブレッド基礎 堀野 成美 ラクエ四条烏丸

2022/4/29 金 13:15-15:15 ブレッド基礎 西森 未貴 天王寺MIO

2022/4/30 土 10:30-12:30 リッシュ1,4,7,10月 菊地 穂乃実 トナリエ宇都宮

2022/4/30 土 15:30-17:30 リッシュ1,4,7,10月 藤村 有加 草津エイスクエア

2022/4/30 土 18:30-20:30 ブレッド基礎 岡 育美 イオンモール広島府中

2022/4/30 土 18:30-20:30 リッシュ1,4,7,10月 宇野 友莉乃 アミュプラザおおいた

2022/5/1 日 19:00-21:00 リッシュ2,5,8,11月 佐藤 愛加 高崎オーパ

2022/5/1 日 10:30-12:30 リッシュ2,5,8,11月 大野 千尋 KUZUHA MALL

2022/5/1 日 15:30-17:30 ブレッド基礎 西森 未貴 天王寺MIO

2022/5/2 月 13:00-15:00 ブレッド基礎 高倉 希 トナリエ宇都宮

2022/5/2 月 15:30-17:30 ブレッド基礎 一寸木 直子 イオンモール水戸内原

2022/5/2 月 12:45-14:45 リッシュ2,5,8,11月 蓑輪 丈太 宇都宮インターパークビレッジ

2022/5/2 月 15:30-17:30 リッシュ2,5,8,11月 北原 瑠菜 阪急西宮ガーデンズ

2022/5/2 月 15:00-17:00 リッシュ2,5,8,11月 西村 梨菜 ピオレ姫路

2022/5/2 月 18:30-20:30 ブレッド基礎 松熊 真 JR博多シティ

2022/5/3 火 19:00-21:00 ブレッド基礎 花石 麻帆 渋谷

2022/5/3 火 13:00-15:00 ブレッド基礎 水越 史恵 たまプラーザ

2022/5/3 火 11:00-13:00 ブレッド基礎 笹部 亜美 ラクエ四条烏丸

2022/5/3 火 16:00-18:00 リッシュ2,5,8,11月 野澤 美月 阪急西宮ガーデンズ

2022/5/3 火 10:30-12:30 ブレッド基礎 大村 歩実 草津エイスクエア



2022/5/3 火 18:15-20:15 リッシュ2,5,8,11月 平野 愛 エミフルMASAKI

2022/5/3 火 19:00-21:00 リッシュ2,5,8,11月 平岡 まゆみ イオンモール岡山

2022/5/3 火 13:00-15:00 リッシュ2,5,8,11月 浜田 亜美 イオンモール岡山

2022/5/3 火 16:00-18:00 ブレッド基礎 古閑 千尋 天神ソラリアステージ

2022/5/4 水 10:30-12:30 ブレッド基礎 清野 さくら ルミネ立川

2022/5/4 水 18:00-20:00 ブレッド基礎 朝倉 裕子 イオンモール大高

2022/5/4 水 13:00-15:00 ブレッド基礎 笹部 亜美 ラクエ四条烏丸

2022/5/5 木 11:30-13:30 ブレッド基礎 衛藤 友紀 新宿タカシマヤタイムズスクエア

2022/5/5 木 13:00-15:00 リッシュ2,5,8,11月 佐伯 香織 イオンモールナゴヤドーム前

2022/5/5 木 15:30-17:30 リッシュ2,5,8,11月 青山 美和 京橋京阪モール

2022/5/5 木 15:30-17:30 リッシュ2,5,8,11月 山 裕美 京橋京阪モール

2022/5/5 木 18:30-20:30 ブレッド基礎 岡 育美 イオンモール広島府中

2022/5/6 金 10:30-12:30 リッシュ2,5,8,11月 福田 恵里 豊橋カルミア

2022/5/6 金 16:00-18:00 ブレッド基礎 髙島 凛 イオンモール白山店

2022/5/6 金 19:00-21:00 ブレッド基礎 宇野 友莉乃 アミュプラザおおいた

2022/5/6 金 12:45-14:45 ブレッド基礎 松村 いづみ アリオ仙台泉

2022/5/7 土 13:00-15:00 ブレッド基礎 後藤 千絵 BiVi藤枝

2022/5/7 土 11:00-13:00 リッシュ2,5,8,11月 行待 実穂 上本町YUFURA

2022/5/7 土 14:00-16:00 リッシュ2,5,8,11月 西村 梨菜 ピオレ姫路

2022/5/7 土 18:30-20:30 ブレッド基礎 橘高 朱香 さんすて福山

2022/5/8 日 18:00-20:00 リッシュ2,5,8,11月 小竹 和美 イオンモール高岡

2022/5/8 日 15:30-17:30 ブレッド基礎 西森 未貴 天王寺MIO

2022/5/9 月 13:00-15:00 リッシュ2,5,8,11月 吉田 沙弥 けやきウォーク前橋

2022/5/9 月 12:00-14:00 ブレッド基礎 三田 みどり ルミネ大宮

2022/5/9 月 10:45-12:45 ブレッド基礎 門田 京子 ルミネ町田

2022/5/9 月 18:00-20:00 リッシュ2,5,8,11月 首藤 杏美 近鉄四日市

2022/5/9 月 16:00-18:30 オンライン限定ブレッド基礎 前里 有紀 イオンモール沖縄ライカム

2022/5/10 火 13:15-15:15 ブレッド基礎 上川名 京子 横浜モアーズ

2022/5/10 火 10:30-12:30 リッシュ2,5,8,11月 栗原 由衣 メイワン浜松

2022/5/10 火 10:30-12:30 ブレッド基礎 森 美菜子 イオンモール鈴鹿

2022/5/10 火 18:00-20:00 リッシュ2,5,8,11月 木元 あやね イオンモール広島府中

2022/5/11 水 14:00-16:00 ブレッド基礎 中井 優 北千住マルイ

2022/5/11 水 11:00-13:00 ブレッド基礎 中崎 美由紀 新宿タカシマヤタイムズスクエア

2022/5/11 水 10:30-12:30 ブレッド基礎 金岡 愛美 イオンモールつくば

2022/5/11 水 19:00-21:00 ブレッド基礎 小泉 麻子 テラスモール湘南

2022/5/11 水 12:30-14:30 リッシュ2,5,8,11月 後藤 さち子 イオンモール堺北花田

2022/5/11 水 19:00-21:00 ブレッド基礎 今江 聡越 ラクエ四条烏丸

2022/5/11 水 18:00-20:00 リッシュ2,5,8,11月 坂井 百 新潟ビルボードプレイス

2022/5/11 水 15:00-17:00 リッシュ2,5,8,11月 西村 梨菜 ピオレ姫路

2022/5/11 水 17:00-19:00 ブレッド基礎 西森 未貴 天王寺MIO

2022/5/11 水 19:00-21:00 ブレッド基礎 林田 里咲 神戸BAL

2022/5/12 木 10:30-12:30 ブレッド基礎 高倉 希 トナリエ宇都宮

2022/5/12 木 18:00-20:00 ブレッド基礎 菊地 美華 柏高島屋ステーションモール

2022/5/12 木 14:00-16:00 リッシュ2,5,8,11月 宮谷 智香子 イオンモール高岡

2022/5/12 木 13:15-15:15 ブレッド基礎 藤井 未来 草津エイスクエア

2022/5/12 木 17:00-19:00 リッシュ2,5,8,11月 西村 梨菜 ピオレ姫路

2022/5/12 木 12:30-14:30 ブレッド基礎 十塚 恵理奈 神戸BAL

2022/5/12 木 18:30-20:30 リッシュ2,5,8,11月 小西 諒 札幌赤れんがテラス

2022/5/13 金 16:00-18:00 ブレッド基礎 吉原 淳子 たまプラーザ

2022/5/13 金 10:30-12:30 ブレッド基礎 金塚 美歩 テラスモール湘南

2022/5/13 金 16:00-18:00 リッシュ2,5,8,11月 東本 恭佳 イオンモール大高

2022/5/13 金 13:00-15:00 ブレッド基礎 真鍋 美佐子 ゆめタウン佐賀

2022/5/14 土 10:30-12:30 リッシュ2,5,8,11月 田中 望 宇都宮インターパークビレッジ

2022/5/14 土 15:15-17:15 リッシュ2,5,8,11月 近藤 洋子 流山おおたかの森

2022/5/14 土 14:00-16:00 ブレッド基礎 山道 由美 ルミネ大宮

2022/5/14 土 10:30-12:30 ブレッド基礎 服部 秀美 イオンモール熱田

2022/5/14 土 17:30-19:30 ブレッド基礎 坂本 愛 KUZUHA MALL

2022/5/15 日 15:00-17:00 ブレッド基礎 金子 滉平 丸の内



2022/5/15 日 18:30-20:30 リッシュ2,5,8,11月 宮崎 香 イオンモール高岡

2022/5/15 日 18:00-20:00 ブレッド基礎 西森 未貴 天王寺MIO

2022/5/15 日 13:00-15:00 リッシュ2,5,8,11月 平野 愛 エミフルMASAKI

2022/5/16 月 18:30-20:30 リッシュ2,5,8,11月 菊地 穂乃実 トナリエ宇都宮

2022/5/16 月 13:30-15:30 ブレッド基礎 内田 優香 草津エイスクエア

2022/5/16 月 10:15-12:15 ブレッド基礎 西森 未貴 天王寺MIO

2022/5/16 月 11:00-13:00 リッシュ2,5,8,11月 佐藤 修子 イオンモール名取

2022/5/17 火 17:00-19:00 リッシュ2,5,8,11月 三宅 菜月 ルミネ池袋

2022/5/17 火 12:55-14:55 リッシュ2,5,8,11月 中澤 佑紀 キラリナ京王吉祥寺

2022/5/17 火 15:30-17:30 ブレッド基礎 大森 美加 横浜モアーズ

2022/5/17 火 15:30-17:30 ブレッド基礎 森 美菜子 イオンモール鈴鹿

2022/5/17 火 10:30-12:30 ブレッド基礎 奥田 梨乃 NU茶屋町

2022/5/18 水 12:45-14:45 ブレッド基礎 梅原 真由美 柏高島屋ステーションモール

2022/5/18 水 19:00-21:00 ブレッド基礎 山田 彩絵 上大岡京急百貨店

2022/5/18 水 17:30-19:30 リッシュ2,5,8,11月 金塚 美歩 テラスモール湘南

2022/5/18 水 13:00-15:00 ブレッド基礎 西村 梨菜 ピオレ姫路

2022/5/18 水 16:00-18:00 ブレッド基礎 岡 育美 イオンモール広島府中

2022/5/19 木 17:15-19:15 ブレッド基礎 根本 理恵 アリオ亀有

2022/5/19 木 16:00-18:00 リッシュ2,5,8,11月 西川 衣代 沼津イーラde

2022/5/19 木 13:00-15:00 ブレッド基礎 齊田 奈緒子 メイワン浜松

2022/5/19 木 10:30-12:30 ブレッド基礎 北原 瑠菜 阪急西宮ガーデンズ

2022/5/19 木 15:00-17:00 ブレッド基礎 改発 光子 神戸BAL

2022/5/19 木 13:00-15:00 リッシュ2,5,8,11月 山口 ちはる ゆめタウン佐賀

2022/5/20 金 10:30-12:30 ブレッド基礎 野口 明栄 宇都宮インターパークビレッジ

2022/5/20 金 10:30-12:30 リッシュ2,5,8,11月 藤村 眞規子 イオンモール堺北花田

2022/5/20 金 15:00-17:00 リッシュ2,5,8,11月 塩谷 真子 ピオレ姫路

2022/5/20 金 15:15-17:15 リッシュ2,5,8,11月 吉岡 愛 イオンモール徳島

2022/5/21 土 10:30-12:30 リッシュ2,5,8,11月 川合 由紀子 グランエミオ所沢

2022/5/21 土 13:00-15:00 ブレッド基礎 中居 紗希 モレラ岐阜

2022/5/21 土 17:45-19:45 ブレッド基礎 笹部 亜美 ラクエ四条烏丸

2022/5/21 土 17:45-19:45 ブレッド基礎 日下 亜希子 阪急西宮ガーデンズ

▼ケーキコース ※希望するメニューの開講が無い場合は、一度スタジオまでご相談ください。

レッスン日 曜日 レッスン時間 メニュー 担当スタッフ 所属スタジオ

2022/4/21 木 18:00-20:30 白桃のリースタルト 横田 なつみ メイワン浜松

2022/4/21 木 10:15-12:45 (3・4月オンライン限定)NYスタイルのチーズケーキ笹嶋 章乃 イオンモール白山店

2022/4/21 木 15:30-18:00 (3・4月オンライン限定)NYスタイルのチーズケーキ堀野 成美 ラクエ四条烏丸

2022/4/22 金 15:30-18:00 (3・4月オンライン限定)NYスタイルのチーズケーキ小野寺 陽 イオンモール水戸内原

2022/4/22 金 10:30-13:00 (3・4月オンライン限定)NYスタイルのチーズケーキ東本 恭佳 イオンモール大高

2022/4/23 土 12:00-14:30 (3・4月オンライン限定)NYスタイルのチーズケーキ水口 栄 けやきウォーク前橋

2022/4/24 日 13:00-15:30 (3・4月オンライン限定)NYスタイルのチーズケーキ黒田 佳奈 イオンモール水戸内原

2022/4/24 日 16:00-18:30 春のプティ・フール・セック 矢嶋 佳奈 ルミネ町田

2022/4/25 月 12:45-15:15 春のプティ・フール・セック 皆川 真由佳 上大岡京急百貨店

2022/4/25 月 14:00-16:30 (3・4月オンライン限定)NYスタイルのチーズケーキ松浦 朱里 ラクエ四条烏丸

2022/4/25 月 11:00-13:30 春のプティ・フール・セック 木田 七都子 上本町YUFURA

2022/4/25 月 14:45-17:15 (3・4月オンライン限定)NYスタイルのチーズケーキ藤村 有加 草津エイスクエア

2022/4/25 月 14:00-16:30 (3・4月オンライン限定)NYスタイルのチーズケーキ宇野 友莉乃 アミュプラザおおいた

2022/4/26 火 15:30-18:00 春のプティ・フール・セック 上川名 京子 横浜モアーズ

2022/4/26 火 13:00-15:30 (3・4月オンライン限定)NYスタイルのチーズケーキ小林 真希代 イオンモール高岡

2022/4/27 水 16:00-18:30 春のプティ・フール・セック 山 裕美 京橋京阪モール

2022/4/27 水 13:00-15:30 白ごまと抹茶のレアチーズ 松岡 和志 ららぽーと和泉

2022/4/27 水 15:30-18:00 (3・4月オンライン限定)NYスタイルのチーズケーキ改発 光子 神戸BAL

2022/4/28 木 16:00-18:30 プレミアム パイシュー 大野 文 ららぽーと海老名

2022/4/28 木 10:30-12:30 春のプティ・フール・セック 首藤 杏美 近鉄四日市

2022/4/29 金 19:00-21:30 黒みつわらびもちの抹茶シフォンロール 奥山 ほのか ルミネ立川

2022/4/29 金 13:00-15:30 春のプティ・フール・セック 井上 芙美 たまプラーザ

2022/4/29 金 13:15-15:45 (3・4月オンライン限定)NYスタイルのチーズケーキ村上 絵梨 プライムツリー赤池

2022/4/30 土 18:30-20:30 春のプティ・フール・セック 小梁川 佳世 ラゾーナ川崎



2022/5/1 日 10:30-13:00 (5・6月オンライン限定)メープルロール 加藤 万梨音 名鉄百貨店本店

2022/5/2 月 10:30-13:00 プレミアム パイシュー 栗林 奈保 たまプラーザ

2022/5/2 月 18:00-20:30 抹茶のミル・クレープ 奥 詩央里 上本町YUFURA

2022/5/2 月 10:15-12:45 ケーク・オ・シトロン＆グレープフルーツのヴェリーヌ藤村 有加 草津エイスクエア

2022/5/3 火 13:00-15:30 (5・6月オンライン限定)メープルロール 瀬尾 風秋空 静岡パルシェ

2022/5/4 水 17:00-19:30 (5・6月オンライン限定)メープルロール 横田 なつみ メイワン浜松

2022/5/4 水 16:30-19:00 抹茶のミル・クレープ 坂井 百 新潟ビルボードプレイス

2022/5/5 木 14:00-16:30 (5・6月オンライン限定)メープルロール 小林 真希代 イオンモール高岡

2022/5/6 金 16:00-18:30 (5・6月オンライン限定)メープルロール 宮坂 祐花 ペリエ千葉

2022/5/6 金 15:00-17:30 (5・6月オンライン限定)メープルロール 小澤 明美 ららぽーと海老名

2022/5/7 土 15:15-17:45 プレミアム パイシュー 小泉 麻子 テラスモール湘南

2022/5/8 日 17:30-20:00 (5・6月オンライン限定)メープルロール 山本 彩華 札幌パセオ

2022/5/10 火 19:00-21:30 (5・6月オンライン限定)メープルロール 山田 海帆 たまプラーザ

2022/5/10 火 19:00-21:30 抹茶のミル・クレープ 青山 美和 京橋京阪モール

2022/5/11 水 10:15-12:45 (5・6月オンライン限定)メープルロール 上仁 亮 アリオ亀有

2022/5/11 水 18:30-21:00 白桃のリースタルト 加藤 万梨音 名鉄百貨店本店

2022/5/12 木 18:00-20:30 抹茶のミル・クレープ 奥山 ほのか ルミネ立川

2022/5/12 木 12:00-14:30 (5・6月オンライン限定)メープルロール 行待 実穂 上本町YUFURA

2022/5/14 土 13:00-15:30 (5・6月オンライン限定)メープルロール 皆川 真由佳 上大岡京急百貨店

2022/5/15 日 14:45-17:15 (5・6月オンライン限定)メープルロール 近藤 洋子 流山おおたかの森

2022/5/15 日 15:55-18:25 苺のモンブラン 伊藤 沙也香 キラリナ京王吉祥寺

2022/5/15 日 15:30-18:00 抹茶のミル・クレープ 山田 紫月香 ルミネ町田

2022/5/16 月 14:00-16:30 抹茶のミル・クレープ 川本 真悠子 イオンモール白山店

2022/5/16 月 15:30-18:00 (5・6月オンライン限定)メープルロール 木田 七都子 上本町YUFURA

2022/5/17 火 16:00-18:30 (5・6月オンライン限定)メープルロール 横田 雄介 新宿タカシマヤタイムズスクエア

2022/5/17 火 14:00-16:30 (5・6月オンライン限定)メープルロール 松浦 朱里 ラクエ四条烏丸

2022/5/17 火 13:00-15:30 白ごまと抹茶のレアチーズ 石丸 直美 イオンモール宮崎

2022/5/18 水 12:30-15:00 抹茶のミル・クレープ 金子 滉平 丸の内

2022/5/18 水 17:30-20:00 (5・6月オンライン限定)メープルロール 鶴岡 裕子 KUZUHA MALL

2022/5/19 木 11:00-13:30 メープルりんごのミルフィーユ 木田 七都子 上本町YUFURA

2022/5/20 金 18:30-21:00 抹茶のミル・クレープ 瀬尾 風秋空 静岡パルシェ

2022/5/21 土 10:30-13:00 (5・6月オンライン限定)メープルロール 織田 玲香 イオンモール白山店

2022/5/21 土 18:00-20:30 (5・6月オンライン限定)メープルロール 長谷川 優子 新潟ビルボードプレイス


