
オープン1周年記念！ 
 プレミアムレッスン満載！ 
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20 

16 

1 
[木] 

［兵庫・芦屋］ 

2 

パティスリー エトネ（スイーツ）  

時間：18:30～21:30 

講師：多田 征二 氏 

3 

7 

人気店 

11 

12 

とよなか桜会（日本料理）  

時間：12:00～14:30 

講師：満田 健児 氏 

14 

15 

［大阪・豊中市］ 

4 

人気店 

19 

［イタリア］ 

人気店 人気店 

23 

キメラ（イタリアン） 

時間：11:30～14:00、19:00～21:30 

講師：筒井 光彦 氏 

とよなか桜会（日本料理）  

時間：12:00～14:30 

講師：満田 健児 氏 

（食）ましか（イタリアン）  

時間：12:00～15:00 

講師：横山 英樹 氏 

［大阪・肥後橋］ 

パティスリー ラヴィルリエ(スイーツ）  

時間：10:30~13:30、18:30~21:30 

講師：服部 勧央 氏 

[金] 

茶酔楼 時ノ葉（点心）  

時間：11:30～14:00 

講師：馮 永剛 氏 

[土] 

[日] [水] 

[土] [土] [日] 

[月] [水] 

[木] [金] 

[月] 

CIAO HIRO（イタリアン）  

時間：18:30～21:30 

講師：正田 博彦 氏 

[水] [金･祝] 

23 

27 

[金･祝] 

[火] 

24 

人気店 

人気店 

人気店 

20 

［京都・祇園］ 

[土] 

[火] 

羽山料理店（ビストロ）  

時間：12:00～15:00 

講師：羽山 智基 氏 

［大阪・土佐堀］ 

［大阪・豊中］ 

［兵庫・三田］ 

21 

[火] 人気店 

18 
[日] 

麩屋町 うね乃（おでん）   

時間：11:00～14:00 

講師：山元 敏彦 氏 
   采野 佳子 氏 

13 
[火] 

祇園 やまぐち（イタリアン）  

時間：11:00～14:00 

講師：山口 正 氏 

人気店 

［大阪・豊中市］ 

人気店 

［京都・祇園］ 

（食）ましか（イタリアン）  

時間：18:30～21:30 

講師：横山 英樹 氏 

［大阪・肥後橋］ 

人気店 

［大阪・扇町］ 

京料理 高木（日本料理）  

時間：18:30～20:30 

講師：高木 一雄 氏 
   ジョスレン 氏 

［大阪・土佐堀］ 

焼き鳥YAMATO 
時間：18:00～21:00 

講師：川口 伸 氏 

［大阪・北新地］ 

人気店 

クッカーニャ(ｲﾀﾘｱﾝ）  

時間：19:00～21:30 

講師：今木 宏彰 氏 

［京都・祇園］ 

［大阪・豊中］ 日本酒イベント<とよなか桜会>  

時間：12:00～15:00 

講師：満田 健児 氏 

ブーランジェリー パリゴ（パン）  

時間：11:00～15:00 

講師：安倍 竜三 氏 

［大阪・上本町］ 

［大阪・西大橋］ 

［兵庫・芦屋］ 

大阪城南女子短期大学 スイーツデザインコース  

時間：18:30～21:30 

講師：西田 一巳 氏 

一碗水（中国料理） 

時間：11:00～14:30 

講師：南 茂樹 氏 

おとこめし教室（イタリアン・ROSSO）   

時間：19:00～21:00 

講師：内山 宗之 氏 

［大阪・豊中］ 

24 
[土] 

7 
[水] 

[土] 

プロの技 

茶酔楼 時ノ葉（点心）  

時間：11:30～14:00 

講師：馮 永剛 氏 

［大阪・西大橋］ 

ボジョレーヌーボ イベント  

時間：18:00～21:00 

講師：片山 晃輔 氏 
ワインバー 

日本酒LOVER 

キャビアナイト 

プロの技 

ひらいなおと氏プロデュース 

ひらいなおと氏プロデュース 

プロの技 

［大阪・堺筋本町］ 

プロの技 

ポンテベッキオ（イタリアン）  

時間：12:00～15:00 

講師：山根 大助 氏 

人気店 

25 
[日] 

［大阪・北浜］ ワイン塾（ワイン）  

時間：17:30～19:30 

講師：片山 晃輔 氏 シェフライブ ナイトFOOVER 

シャンパンLOVER 

28 
29 

[水] 

[木] 

30 
[金] 

ROSSO 豊中（イタリアン）   

時間：19:00～21:30 

講師：内山 宗之 氏 

［大阪・豊中市］ 

人気店 

コションローズ（ビストロ）  

時間：19:00～21:30 

講師：森田 尚孝 氏 
人気店 

酒中花 空心（中国料理）  

時間：11:30～14:00 

講師：大澤 広晃 氏 

［大阪・西大橋］ ［大阪・中央区］ 

人気店 

27 
[火] 

羽山料理店（ビストロ）  

時間：12:00～15:00 

講師：羽山 智基 氏 

26 
[月] 

最新ツールの料理教室<羽山料理店>  

時間：11:00～14:00 

講師：羽山 智基 氏 
キッチンツール 

シェフライブ 

パティシエ エス コヤマ（スイーツ）  

時間：17:00～20:00 

講師：小山 進 氏 

山元シェフ 羽山シェフ 満田シェフ 馮シェフ 横山シェフ 多田シェフ 内山シェフ 片山 氏 正田シェフ 高木シェフ ジョスランシェフ 山根シェフ 

服部シェフ 川口シェフ 筒井シェフ 大澤シェフ 西田シェフ 森田シェフ 安倍シェフ 山口シェフ 今木シェフ 采野 氏 南シェフ 小山シェフ 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 
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18 

15 

1 
[土] 

2 4 

7 

人気店 

9 

10 

とよなか桜会（日本料理）  

時間：12:00～14:30 

講師：満田 健児 氏 

12 

13 

［大阪・豊中市］ 

4 

18 

22 

OIL LOVER（FOOD編） 

時間：18:00～20:30 

講師：酒見 由香 氏(オイルソムリエ) 

とよなか桜会（日本料理）  

時間：12:00～14:30 

講師：満田 健児 氏 

パティスリー ラヴィルリエ(スイーツ）  

時間：18:30~21:30 

講師：服部 勧央 氏 

[日] 

茶酔楼 時ノ葉（点心）  

時間：11:30～14:00 

講師：馮 永剛 氏 [火] 

[火] [金] 

[土] [土] [日] 

[月] [水] 

[木] [土] 

[火] 

[金] [土] 

人気店 

人気店 

人気店 

19 
[水] 

羽山料理店（ビストロ）  

時間：12:00～15:00 

講師：羽山 智基 氏 

［大阪・土佐堀］ 

ROSSO 豊中（イタリアン）   

時間：19:00～21:30 

講師：内山 宗之 氏 

［大阪・豊中市］ 

21 

[火] 人気店 

16 
[日] 

11 
[火] 人気店 

［大阪・豊中市］ 

人気店 

PESCE ROSSO（イタリアン）  

時間：19:00～21:30 

講師：山中 伸彦 氏 

（食）ましか（イタリアン）  

時間：18:30～21:30 

講師：横山 英樹 氏 

［大阪・肥後橋］ 

人気店 

［大阪・扇町］ 

酒中花 空心（中国料理）  

時間：11:30～14:00 

講師：大澤 広晃 氏 

［大阪・西大橋］ 

［大阪／東京］ 

人気店 

［大阪・西大橋］ 

大阪城南女子短期大学 スイーツデザインコース  

時間：18:30～21:30 

講師：西田 一巳 氏 

5 
[水] 

[土] 

プロの技 

吉田 麻子（和食）  

時間：18:30～21:30 

講師：吉田 麻子 氏 

ファータイ（タイ料理）  

時間：12:00～14:30 

講師：ジャトゥポン 氏 

プロの技 

プロの技 

プロの技 

ブレックファーストイベント  

時間：10:00～12:30 

講師：佐藤 旦拓 氏 

［大阪・北浜］ 

クリスマスディナー＆ワイン（ワイン）  

時間：18:00～20:30 

講師：片山 晃輔 氏 
   佐藤 旦拓 氏 

ナイトFOOVER 

OilLOVER 

茶酔楼 時ノ葉（点心）  

時間：11:30～14:00 

講師：馮 永剛 氏 

［大阪・西大橋］ 

羽山料理店（ビストロ）  

時間：12:00～15:00 

講師：羽山 智基 氏 

［大阪・土佐堀］ 

大阪城南女子短期大学 スイーツデザインコース  

時間：10:30~13:30、18:30～21:30 

講師：西田 一巳 氏 

大阪城南女子短期大学 スイーツデザインコース  

時間：10:30～13:30 

講師：西田 一巳 氏 

［大阪・東心斎橋］ 

［大阪・西大橋］ 

人気店 

酒中花 空心（中国料理）  

時間：11:30～14:00 

講師：大澤 広晃 氏 
人気店 

プロの技 プロの技 

FOOVER物産展  

時間：11:00～20:00 

NEW 

プロの技 

仁王門 うね乃（うどん）  

時間：11:00～14:00 

講師：高橋 集一 氏 
   采野 佳子 氏 

［京都・左京区］ 

人気店 NEW 

OIL LOVER（美容編） 
時間：13:00～15:00 

講師：福島 三知子 氏(オイルソムリエ) 
OilLOVER 

NEW 

NEW 

[水] 

26 23 
24 

[日] 

[月] 

茶酔楼 時ノ葉（小龍包）のレッスンは、 
2019年1月30日(水)、2月27日(水)、3月27日(水)の 
3回コースも開催いたします。 

羽山シェフ 満田シェフ 馮シェフ 服部シェフ 西田シェフ ジャトゥポンシェフ 酒見 氏 福島 氏 

横山シェフ 内山シェフ 片山 氏 大澤シェフ 吉田 氏 山中シェフ 佐藤シェフ 采野 氏 高橋シェフ 


