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←確定（名前のみの場合は調整中 ←事前キャンセル 【託児をご利用の方】 ←お子さんと来校の方は、予約表の右の欄の緑色がお子さんの利用状況となります。 【ご予約について】 予約専用フォーム ・毎月予約受付15日までとなります。

←調整中 ←当日キャンセル ←練習で来校の際に託児をご利用される場合 生徒専用LINE ・追加希望は随時受付しております

←練習 ←無断キャンセル 名前 ←赤で表記の場合は、0歳児のお子さんです。 ・授業回数、ご希望が正しく反映されていないなどあれば、お手数ですが事務局までご連絡下さい。

正しく反映されていない場合は必ずご連絡下さい。

I　n　f　o　r　m　a　t　i　o　n

火曜日午前のみ一部ご予約可能になりました！

ご希望の方はご予約お待ちしております。

5/22 5/23 5/24 5/25 5/26 5/27 5/28
月 火 水 木 金 土 日

講師 三浦 大石 日向 増岡 増岡・飛高 大石 中野 増岡 大石 中野 大石 飛高 中野 大貫 - 大貫 飛高 ー

10：30

13：30

服部 上級-4 伊藤 練習 日向 矢口 S30−10 大関 上級-3 大矢 中級-5 横山(翌 金澤 1級-3 木本 初級模擬 安田 野村 初級-2 鴻巣 3級−1,2 大矢 福居 S15−7 佐藤(実 S30−11 福居 S15−9★ 原田 ファイル

安田 3級−3 持丸 3級−1 安田 長嶋 2級−2 本吉 2級−1★ 横山(翌 2級−2 冷水 町田 S30-13★ 大矢 初級模擬 大矢 長嶋 2級−3 10:30-12:30 徳田 杉山 S15−4 吉津 S15−5★ 作岡 2級−3 須藤 ファイル

大矢 中級-4 鈴木(幸 練習 大矢 持丸 3級−2 長嶋 2級−3 冷水 中級-4 大矢 櫻井 2級−4モ 安田 3級−4 藤 櫻井 2級−5 佐藤(実 S30−9 横山(翌 2級−3 増田 初級模擬 深井 フットジェル 10:30-12:30
矢口 S30−10 南里 練習 藤 西川 3級−3 矢口 S30−10 金 中級-5 西川 服部 上級-6 藤 S30−18★ 起田 宮崎 2級−8 徳田 初級−6 作岡 2級−1★ 大坪 フットジェル

藤 S30-18｜17 松尾 再テスト 作岡 2級−1★ 角谷 SW30- 香月 S30−8★ 鈴木(幸 S30−13★ 鈴木(啓 中級-3 大矢 中級-6 杉浦 2級-4 原沢 杉浦 2級-5
渡部 3級−5 藤村 中級-3 藤岡 S30-18★ 伊佐次 2級−7 佐藤(実 S30−7★ 起田 1級-2 穂積 S30−7★ 南里 練習 竹内(由 練習 深井 練習

講師 宮崎 2級−7 本田 上級-1★ 深井 S30−18★ 杉本 飛高 大貫 飛高

14：30

17：30

飛高 杉本 宮崎 中級-1★ 鴻巣 3級−1,2 福居 S15−8 谷江 S30−1★
林(夕 初級-2 佐藤(実 S30−8★ 坂本 2級−3 14:30-16:30 杉山 S15−5★
作岡 チップ＆ 野澤 中級-5 佐藤(実 S30−10 作岡 2級−2
徳田 チップ＆ 深井 S30−19★ 渡部 3級−6 増田 2級-8
本吉 チップ＆ 深井 S30−20★ 佐藤(実 S30−12

深井 S30−21★
講師 杉本 飛高

18：30
 21：30

曽我 3級−5 須藤 ファイル

18:30-20:30

5/29 5/30 5/31 6/1 6/2 6/3 6/4
月 火 水 木 金 土 日

講師 三浦 大石 日向 増岡 増岡 大石・飛高 山本 増岡 大石 日向 大石 山本 大貫 飛高 ー 飛高 ー

10：30

13：30

櫻井 2級−6 鴻巣 3級−3,4 日向 櫻井 2級−7 藤 S30-21★ 徳田 藤 町田 S30−14★ 長嶋 日向 野村 初級-3 松尾 再テスト 徳田 斎藤 S15−15★ 原田 ケアカラ 谷江

服部 上級-7 10:30-12:30 安田 長嶋 2級−6 藤岡 S30-21★ 作岡 2級−4 横山(翌 深井 S30−24 穂積 持丸 3級−4 横山(翌 曽我 初級-2 10:30-12:30 杉浦

安田 3級−5 長嶋 2級−5 大矢 矢口 S30−15★ 矢口 S30-21★ 横山(翌 2級−4 冷水 木本 深井 S30−26 深井 S30−28 高橋

大矢 中級-7 鈴木(幸 練習 持丸 3級−3 深井 S30−22★ 大矢 中級-8 大矢 金澤 鈴木(啓 鈴木(幸 再テスト 原沢 練習

伊藤 練習 深井 練習 角谷 S30−4 大関 上級-3 冷水 中級-4 徳田 鈴木(実 徳田 作岡 練習 大関

矢口 S30−14★ 松尾 再テスト 服部 上級-4 金 中級-6 鈴木(実 増田

講師 内林 中級-8 穂積 S30−8★ 杉本 杉本 大貫

14：30

17：30

飛高 深井 S30−25 野村 初級-4 曽我 初級-3 高橋

林(夕 初級-3 伊佐次 初級模擬 木本 深井 S30−27 深井 S30−29
作岡 2級−5 宮崎 初級模擬 鈴木(実 鈴木(実 竹内 練習

深井 S30−23 宮崎 宮崎 作岡 練習

伊藤 練習

講師 杉本

18：30
 21：30

曽我 3級−6

6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11
月 火 水 木 金 土 日

中級・上級合同模擬

講師 三浦 大石 日向 増岡 増岡 大石 山本 増岡 大石 山本 大石 山本 大貫 飛高 大貫 山本

10：30

13：30

櫻井 2級−8 鴻巣 日向 持丸 3級−5 野村 初級-5 本吉 初級模擬 藤 S30-20★ 深井 練習 藤 野村 初級-6 深井 練習 大矢 斎藤 S15−15★ 松尾 上級模擬 上地 深井 練習 上地

大矢 練習 10:30-12:30 大矢 角谷 櫻井 中級-1★ 深井 練習 町田 S30−15★ 長嶋 持丸 3級−6 宮崎 沖田 S30−22★ 内林 中級模擬 谷江

深井 練習 香月 安田 松尾 再テスト 服部 木本 穂積 鈴木(啓 穂積 曽我 初級-5 大矢 中級模擬 原田

安田 渡部 徳田 大関 鈴木(実 金澤 福田 大矢 練習 原田 増田

徳田 長嶋 横山(翌 鈴木(実 服部 深井 練習 杉浦

横山(翌 宮崎 横山(翌 竹内 練習 作岡 練習

講師 ー 杉本 ー 杉本 大貫

14：30

17：30

林(夕 初級-4 深井 練習 木本 深井 練習 野村 チップ＆ 深井 練習 原田 深井 練習 深井 練習

徳田 鈴木(実 作岡 練習

鈴木(実 杉浦

講師 杉本

18：30
 21：30

曽我 初級-4

6/12 6/13 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18
月 火 水 木 金 土 日

2級・3級合同模擬

講師 三浦 大石 山本 増岡 増岡 大石 山本 増岡 大石 山本 大石 飛高 ー 大貫 寒川 山本

10：30

13：30

櫻井 鴻巣 大矢 持丸 藤 深井 練習 藤 藤 深井 練習 藤 野村 鴻巣 野村 3級模擬 谷江 冷水 谷江 練習

大矢 練習 10:30-12:30 徳田 角谷 櫻井 大関 冷水 安田 長嶋 安田 持丸 10:30-12:30 沖田 深井 練習 大矢 深井 練習

服部 深井 練習 松尾 再テスト 内林 宮崎 木本 福田 大矢 鈴木(啓 深井 練習 冷水 2級模擬 原田 大矢

徳田 長嶋 冷水 本吉 大矢 練習モ 作岡 3級模擬 竹内 練習

穂積 服部 鈴木(実 増田 2級模擬 横山(翌 2級模擬

鈴木(実 横山(翌 大矢 2級模擬

講師 杉本 杉本 大貫

14：30

17：30

林(夕 深井 練習 木本 深井 練習 野村 深井 練習 曽我 3級模擬 谷江 練習 深井 練習

徳田 鈴木(実 渡部 原田 深井 練習

鈴木(実 宮崎 作岡 練習

本吉

講師 杉本

18：30
 21：30

曽我

6/19 6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 6/25
月 火 水 木 金 土 日

サロンワークネイルケア講習 フット理論

講師 三浦 日向 増岡 増岡 大石 山本 増岡 大石 日向 大石 飛高 大貫 飛高 ー 飛高 山本

10：30

13：30

櫻井 鴻巣 日向 持丸 野村 深井 練習 藤 藤 深井 練習 日向 野村 鴻巣 斎藤 谷江 杉浦 上地

持丸 10:30-12:30 安田 角谷 藤 長嶋 冷水 町田 香月 藤 鈴木(啓 10:30-12:30 沖田 深井 練習 上地

服部 深井 練習 徳田 松尾 再テスト 櫻井 本吉 木本 中第2模擬 穂積 深井 練習 原田 竹内 練習

安田 渡部 長嶋 冷水 鈴木(実 福田 木本 中第1模擬 作岡 練習

徳田 鈴木(実 大関 本吉 木本 2級模擬 大関 コンペ

横山(翌 宮崎 横山(翌 高橋

講師 杉本 増岡 杉本 大貫

14：30

17：30

林(夕 深井 練習 深井 練習 ネイルケア講習 野村 深井 練習 原田 谷江 練習

徳田 木本 松尾 斎藤 増田 深井 練習

鈴木(実 鈴木(実 志岐 鈴木(幸 高橋 作岡 練習

本吉 宮崎 森崎 杉浦

講師 杉本

18：30
 21：30

6/26 6/27 6/28 6/29 6/30 7/1 7/2
月 火 水 木 金 土 日

11月中級受験希望者、初級締め切り 3級合同模擬

講師 三浦 日向 増岡 増岡 山本 増岡 大石 日向 大石 飛高 大貫

10：30

13：30

櫻井 鴻巣 日向 持丸 藤 藤 藤 横山(翌 日向 野村 鴻巣 林(夕 3級模擬

持丸 10:30-12:30 大矢 角谷 冷水 冷水 町田 香月 藤 鈴木(啓 10:30-12:30 持丸 3級模擬

安田 3級模擬 深井 練習 安田 松尾 再テスト 鈴木(実 櫻井 服部 深井 練習

徳田 渡部 徳田 長嶋 宮崎 木本

横山(翌 穂積 長嶋 金澤

本吉 鈴木(実
講師 杉本 増岡 杉本 大貫

14：30

17：30

林(夕 木本 ネイルケア講習

鈴木(実 鈴木(実
宮崎

講師 杉本

18：30
 21：30

曽我


