
ナビオ経済＆経営教室講座ｉｎ大宮校【１～１０回目スケジュール】 ２０１６年４月２９日作成 
回 埼玉校 業種 ・ 業態 タイトル 簡単解説 ＆ 登場人物 

1回 

14/8/17 

（日） 

１０時～ 

 

IT＆ロボット 

 

【カンブリア宮殿 400回スペシャル】 

「大ボラの薦め」「人工知能ロボットの将来性」 

2014年 7月 31日 放送 

■２０１３年度連結売上高６兆超！ 

ソフト BK ： 孫 正義 社長、 

■知能ロボット学研究室 

大阪大学大学院 ： 石黒 浩 教授 

2回 

９/15 

（月・祝） 

１０時～ 

日本最大の 

食の教育機関 

 

高級料理×立ち食い 

【カンブリア宮殿】 食を支える１３万人！  

「本物の人材を作る方法」 

【ワールド BS】 「行列店の作り方」 

2014年 8月 20 ＆ 21日 放送 

■国内外料理学校 14校展開、卒業生 13万人! 

辻調グループ ： 辻 芳樹 代表 

■「俺のイタリアン」の仕掛け人  

俺のカンパニー(株) 坂本 孝 社長 

3回 

10/11 

（土） 

１０時～ 

世界屈指の 

自動車メーカー 

【知恵泉】 

「最強チーム(組織)」の作り方とは？前編 

「人がほれ込むリーダー」とは？ 後編 

2014年 9月 2 ＆ 9日 放送予定 

■戦後日本を代表する世界一になった経営者 

ホンダ： 故・本田 宗一郎 社長 

4回 

11/３ 

（月祝） 

１０時～ 

ＩＴ・ 

ソフトウェア製品開発 

＆販売の多国籍企業 

【レンタルビデオ】 「２０11年、享年 56才、 

今世紀最高の伝説の経営者ジョブズ！怒涛の

修羅場をくぐり抜け、挑戦を諦めなかった真実」 

■鋭いビジネス嗅覚、人の心を掴むカリスマ、 

アップルＣＰ創業者：故・スティーブ・ジョブズ 

5回 

15/１/３１ 

（土） 

９時～ 

情報サイト・ 

ECサイト 

【カンブリア宮殿】 

日本最大のポータルサイト！爆走する 

国民的サイト！これがネットの底力だ！ 

■設立１８年、閲覧数月間６００億 PV、 

Yahoo!JAPAN 代表取締役社長：宮坂 学 

6回 

１/１２ 

（月祝） 

１０時～ 

夢のリゾート、 

アミューズメントパーク 

【カンブリア宮殿】 

日本人に夢を！栄光と激動の 50年 

■年間入園者 3100万人、9割がリピート 

オリエンタルランド会長兼ＣＥＯ： 加賀見 俊夫 

 

7回 

２/１１ 

（水祝） 

１０時～ 

カジュアル衣料の

製造販売(SPI) 

【ガイヤの夜明け】総売上高 1.4兆円、 

画一的な店舗づくりからの脱却！ 

今こそ、店舗大改革へ！ 

■創業 50年、総店舗数約 2800店舗 

ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長： 

柳井 正 

8回 

３/１ 

（日） 

１０時～ 

成長に陰りが見え、

生き残り競争加速! 

回転寿司業界 

【ガイヤの夜明け】15/2/3放送第 651回 

回転寿司 ... 驚きの新業態！ 

成長に陰りが見え、生き残り競争が加速 

■回転寿司業界トップ 3の新戦略に迫る! 

「スシロー」「かっぱ寿司」「がってん寿司」 

9回 

４/２９ 

（水祝） 

１０時～ 

経済学＝ 

なぜ所得と資本（資産）

格差は生まれるの？！ 

【NHK E ﾃﾚ】15/1/9～ 1～3回分 

各国で話題の「21世紀の資本論 前篇」 

■世界の経済学者と連携、3百年の納税記録分析 

パリ経済学校 初代校長 ＆ 教授 

トマ・ピケティ 

10回 

５/１７ 

（日） 

１０時～ 

経済学＝ 

地域活性化 

【NHK E ﾃﾚ】15/４/２１ 放送分 

都市部だけでなく地方で産業を育成！

全国 500超の会社設立の知恵を学ぶ！ 

■日本資本主義の父 

第一国立銀行や東京証券取引所を設立 

渋沢 栄一 

《会場》 ★埼玉校：大宮校（金井ビル３F）埼玉県さいたま市大宮区仲町 1丁目 65－2 『JR大宮駅 東口』より徒歩４分 

《講義時間について》 ９:00～12:00（ｏｒ 13:00～16:00）の時間を予定。変更する場合もございます。 

《出欠確認》毎回、伝助で、確認いたします。(講座当日 AM７：００迄にご入力ください。) 

《ライブ料金》1,620円/回・人  ※希望回毎での参加も可能です。   

《DVD受講+送料》1,620円+152円=1,772円/回 (※遠方者や遅れての受講も可。遠方の方は２名様までは、スカイプ受講可。) 

《緊急での欠席の場合》  ０９０－６６４３－０１９５（川田まで） 



ナビオ経済＆経営教室講座ｉｎ大宮校【１１～２０回目スケジュール】２０１６年４月２９日作成 
回 埼玉校 業種 ・ 業態 タイトル 簡単解説 ＆ 登場人物 

１１回 

15/６/１３ 

（日） 

8：45～ 

投資家・ 

ファンドマネージャー 

【NHKスペシャル マネーと闘う男】 

「時代にあらがう、信念の金融！」 

２０１５年５月１１日 放送参照 

■２０１３年度連結売上高６兆超！ 

鎌倉投信㈱： 新井 和弘氏 

※元資産運用会社バークレイズ在籍。 

１2回 

７/２５ 

（土） 

９時～ 

三井財閥 

【NHK E ﾃﾚ】 

「買い物に革命を起こせ！ 

商売繁盛の極意 三井高利」 

２０１５年 6月 2日 放送参照 

■三井の基礎を築いた江戸の豪商 

庶民が殺到する超人気店を実現！ 

三井高利 

※デパート、銀行等のグループ企業の礎 

１3回 

９/２０ 

（日） 

９時～ 

兵学者 

人材育成 

【NHK E ﾃﾚ】「やる気を引き出せ！ 

幕末の熱血教師 吉田松陰」 

2015年 8月 18日（再 25日）放送参照 

■明治維新の立役者を育てた幕末 

の兵学者：吉田松陰 

※「松下村塾」での芽を出させる教育法 

１4回 

１１/２３ 

（月・祝） 

９時～ 

日本郵政の創始者 

【NHK】 

「にっぽん郵便創業物語」 

2005年 5月 11日放送 

■日本近代郵便の父： 

前島密 

１5回 

１１/２３ 

（月・祝） 

１３時～ 

阪急電鉄 

宝塚歌劇の創設者 

【NHK】 「大衆の夢を形に  

起業家・小林一三の挑戦」 

『経世済民の男』～夢とそろばん～ 

2001年 1月 24日、2015年 9月 5＆12日放送 

■阪急電鉄＆宝塚歌劇の創設者： 

小林一三 

１6回 

１２/２３ 

（水・祝） 

９時～ 

TSUTAYA 

社長 

【NHK】プロフェッショナル 仕事の流儀 

「常識の外に、未来はある」 

2015年 10月 19日放送  

■伝説の起業家  

増田 宗昭 

１7回 

16/１/１１ 

（月・祝） 

９時～ 

西部合同ガス 

（現西部ガス） 

初代社長 

【NHK】 

「鬼と呼ばれた男〜松永安左エ門」 

2015年 9月 19日放送 

■「電力王」・「電力の鬼」、 

日本の財界人＆政治家 

松永 安左エ門 

１8回 

２/１１ 

（木・祝） 

９時～ 

ネット上の巨大スーパー 

アマゾンＣＥＯ 

【TV東京】世界中のライフスタイルを変えよ！ 

「アマゾン(Amazon)帝国の全貌」 

2012年 6月放送等 参照 

■スティーブ・ジョブズが亡き今、 

IT業界で一番注目すべき人物 

ジェフ・ベゾス 

１9回 

３/２１ 

（月・祝） 

９時～ 

三菱財閥 

【NHK E ﾃﾚ】 

「売れっ子の極意 教えます！」  

「新ビジネスでトップをつかめ！」 

2016年 1月 19日＆26日 放送参照 

■幕末、坂本 龍馬たちと活躍した 

幕末の風雲児 ＆ 明治の大富豪 

岩崎 彌太郎 

２０回 

４/２９ 

（金・祝） 

９時～ 

実業家・ 

大阪商法会議所会頭 

大阪証券取引所設立 

【NHK E ﾃﾚ】先人たちの底力 知恵泉 

「明治の実業家 五代友厚の大阪復興」 

2016年 3月 15日 放送参照 

■破綻に瀕していた大阪の地を「東洋のマンチェ

スター」へと変貌させた「事業構想と行動力」 

五代 友厚 

《会場》 ★埼玉校：大宮校（金井ビル３F）埼玉県さいたま市大宮区仲町 1丁目 65－2 『JR大宮駅 東口』より徒歩４分 

《講義時間について》 9:00～12:00（ｏｒ 13:00～16:00）の時間を予定。変更する場合もございます。 

《出欠確認》毎回、伝助で、確認いたします。(講座当日 AM７：００迄にご入力ください。) 

《ライブ料金》1,620円/回・人  ※希望回毎での参加も可能です。   

《DVD受講+送料》1,620円+152円=1,772円/回 (※遠方者や遅れての受講も可。遠方の方は２名様までは、スカイプ受講可。) 

《緊急での欠席の場合》  ０９０－６６４３－０１９５（川田まで） 



ナビオ経済＆経営教室講座ｉｎ大宮校【２１～３０回目スケジュール】 ２０１7年 1月１７日作成 

回 大宮校 業種 ・ 業態 タイトル 簡単解説 ＆ 登場人物 

21回 

16/5/28 

（土） 

９時～ 

テーマパーク 

【TV東京】 カンブリア宮殿 

「家族で楽しめる！Ｖ字回復を実現した 

感動テーマパークの秘密」 

２０１６年４月２８日 放送参照 

■入場者数年間 750万⇒1390万人に復活！ 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン  

執行役員 森岡 毅 

22回 

6/19 

（日） 

14時～ 

起業家 

エンジニア 

【NHK E ﾃﾚ】TED(プレゼンテーション) 

「テスラモーターズ、 Space X、 

ソーラーシティ の 夢」 

2013年 2月 米国での放送分等参照 

■オンライン金融サービス PayPal、電気自動車

テスラモーターズ、太陽光発電ソーラーシティ、

ロケット製造開発 SpaceX の 創業者 

代表 イーロン・マスク 

23回 

7/17 

（日） 

１４時～ 

日本の実業家 

【TV東京】 カンブリア宮殿 等 

「奇跡のＪＡＬ再生！その全てを語る… 

稲盛和夫が挑んだ最後の闘い」等 

2012年 6月 28日放送等 

■京セラ・KDDI創業、日本航空（JAL）を再建！ 

中小企業経営者育成の経営塾「盛和塾」の塾長 

稲盛和夫（日本航空・名誉会長）氏 

 

24回 

8/２1 

（日） 

１４時～ 

クリエイティブディレクター 

アートディレクター 

グラフィックデザイナー 

【NHK】プロフェッショナル 仕事の流儀 

「アートディレクター 佐藤可士和の仕事」 

2013年 8月 25日放送 等  

■ヒットの陰にこの男あり！可士和マジック 

クリエイティブスタジオ「SAMURAI」 

経営者： 佐藤可士和 

25回 

9/18 

（日） 

１４時～ 

ネット検索最大手 

オンライン広告 

自動運転車 等 

【NHK E ﾃﾚ】TED(プレゼンテーション)

「グーグルが向かう未来」等 

2013年 8月 25日放送 等 

■オンライン検索世界シェア 65%！

Google CEO： ラリー・ペイジ  

Google 共同創業者：セルゲイ・ブリン 

26回 

10/23 

（日） 

１４時～ 

工業デザイナー 

カーデザイナー 

【NHK】プロフェッショナル 仕事の流儀 

新しいものは「衝突」から生まれる 

20０６年７月６日放送 等 

■フェラーリのデザイン等世界で大活躍！ 

KEN OKUYAMA DESIGN CEO： 

奥山 清行 

27回 

１１/20 

（日） 

１４時～ 

ウェブデザイナー 

インターフェースデザイナー、

映像ディレクター 

【NHK】プロフェッショナル 仕事の流儀 

「ワンクリックで、世界を驚かせ」 

20０８年４月１日放送 等 

■世界のＣＰマニアからカリスマと崇められる！ 

多摩美術大学美術学部統合デザイン学科教授 

中村勇吾 

28回 

１２/１８ 

（日） 

１４時～ 

7度大蔵大臣に就任 

第 20代内閣総理大臣 

【NHK Eﾃﾚ】「人生 七転び八起き～

どん底から神様へ」 

2016年 10月 18日（再 25日）放送 等 

■幕末～昭和を生き総理大臣、大蔵大臣歴任!

「日本のケインズ」「財政の神様」「ダルマ宰相」 

高橋 是清 

29回 

17/１/22 

（日） 

１４時～ 

日本初の総合商社 

【TV東京】 カンブリア宮殿 等 

「世界で稼ぐ！何でも稼ぐ！三井物産の全貌」 

2013/09/05(木)放送等 

■手掛ける事業が約 6万種類、 

売上高 4兆円、社員数連結 43,661名 

会長： 飯島 彰己 

3０回 

２/19 

（日） 

１４時～ 

アメリカ合衆国の石油王 

【NHK】 「グレートファミリー新たな支配者」 

石油の世紀 「ロックフェラーの野望」 

2015年 11月 29日放送等 

■ジョン・ロックフェラーから始まる  

アメリカ合衆国の企業家を輩出した

大富豪の家系： ロックフェラー一族 

《会場》 ★埼玉校：大宮校（金井ビル３F）埼玉県さいたま市大宮区仲町 1丁目 65－2 『JR大宮駅 東口』より徒歩４分 

《講義時間について》 主に、 日曜日の大宮初級コースの後、14:00～17:00の時間を予定。変更する場合もございます。 

《出欠確認》毎回、伝助で、確認いたします。(講座当日 AM７：００迄に、ご入力ください。) 

《ライブ料金》1,620円/回・人  ※希望回毎での参加も可能です。   

《DVD受講+送料》1,620円+152円=1,772円/回  

《緊急での欠席の場合》  ０９０－６６４３－０１９５（川田まで） 



ナビオ経済＆経営教室講座ｉｎ大宮校【３１～４０回目スケジュール】 ２０１7年１０月２２日作成 

回 大宮校 業種 ・ 業態 タイトル 簡単解説 ＆ 登場人物 

31回 

17/3/19 

（日） 

１４時～ 

リゾート開発 

【TV東京】 カンブリア宮殿 等 

 リゾート再生達人が更なる進化！日本旅館を世界へ 

2016/12/01(木) 放送 等 

■リゾート再生の達人 

星野リゾート代表： 星野 佳路 

32回 

4/16 

（日） 

14時～ 

世界最大の 

CP ソフトメーカー 
https://www.youtube.com/watch?v=EI7-J-JlCAY 

【NHK】新・電子立国「ソフトウェア帝国

の誕生」 ～天才たちの光と影～ 

1996年 2月 25日放送等 

■Microsoft の共同設立者＆世界の

長者番付世界一＆慈善活動家 

ビル・ゲイツ 

33回 

5/21 

（日） 

１４時～ 

世界規模展開の 

コーヒーチェーン店 

https://www.youtube.com/watch?v=29XAmltVk9 

【TV東京】 池上彰の経済経営教室 

「成功企業の戦略を考える」 

2015年 3月 7日放送分等 

■シアトルスタイルカフェ・ブームの火付け役 

約 90 ヶ国２３，０００店舗展開 

スターバックス会長兼 CEO：ハワード・シュルツ 

34回 

6/18 

（日） 

１４時～ 

自動車メーカー 

http://v.youku.com/v_show/id_XMjk4OTE4MzI0.html 

【TV東京】 カンブリア宮殿  

「ゴーン神話は終わらない～日産自 次世代への挑戦～」 

2009年 1月 5日 放送等  

■日産自動車社長＆現三菱自社長 

カルロス・ゴーン 

http://v.youku.com/v_show/id_XMjk4OTE4MzI0.html 

35回 

7/16 

（日） 

１４時～ 

朝鮮戦争史に残るリーダー 

https://www.youtube.com/watch?v=I5P6kaZEjKA 

【日本ＴＶ】知ってるつもり?!ダグラス・マッカーサー

＆ 戦争史に残るリーダーたち 

1993年 12月 5日放送等 

■連合国軍最高司令官 

ダグラス・マッカーサー 

36回 

9/17 

（日） 

１４時～ 

二上達也九段門下 

http://jp.channel.pandora.tv/channel/video.pt v?ch_userid=24244191&prgid=32201437 

【NHK】第 20回プロフェッショナル仕事の流儀  

 「直感は経験で磨く」 

2006年 7月 13日放送等 

■25歳で史上初の七冠独占達成 

先読み棋士の天才：羽生善浩 

37回 

10/22 

（日） 

１４時～ 

多国籍コングロマリット企業 

https://www.youtube.com/watch?v=YstMYU2wWQA  

【TV東京】  

世界最強の経営者 ジャック・ウェルチの挑戦 

2012年 3月 15日放送等 

■20世紀最高＆伝説の経営者 

ジャック・ウェルチ 

： 米ゼネラル・エレクトリック社元 CEO 

38回 

11/26 

（日） 

１４時～ 

サイバーセキュリティー 

http://oodoori.com/2408   、https://www.youtube.com/watch?v=ru DX4ICn5aA  

https://www.youtube.com/watch?v=_T_Ky4UTKiA  、  

【NHK】第 277 回 プロフェッショナル仕事の流儀  

 「不屈のﾄｯﾌﾟｶﾞﾝ：ｻｲﾊﾞｰ攻撃に挑む」、「サイバー攻撃：狙われる日本」 

2015年 9月 14日放送等 

■超一流サイバーセキュリティ技術者 

ファイア・アイ(NASDAQ：FEYE )：名和利男 

39回 

12/17 

（日） 

１４時～ 

起業家・IT・SNS 

https://www.youtube.com/watch?v=Zvh1h5 i8TVU   、 htt ps://www.youtube.com/watch?v=wcVPIvGzX5s  、 http://blogos.com/art icle/225402/  、  、

https://www.youtube.com/watch?v=nFaCasVBvD8&t=24s 、 http://data zoo.jp/w/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%81/14702213 

【TV朝日】「天才ザックバーグ vs父親 世界 10億人を繋いだ少年」 

＆  映画 「ソーシャル・ネットワーク」 

2013年 5月 14日放送等 

■シリコンバレーで起業＆大成功 

Facebook共同創業者兼 CEO 

FB (NASDAQ)：マーク・ザッカーバーグ 

4０回 

18/1/27 

（日） 

１４時～ 

EC 

企業間電子商取引  

【中国】起業家志望者に向けた講演 

「創業者が遭遇する若干の問題について」  

2008年 放送 等 

■流通世界最大アリババ（阿里巴巴集団） 

創業者＆現会長、ソフト B・G取締役 

ジャック・マー（馬雲） 

《会場》 ★埼玉校：大宮校（金井ビル３F）埼玉県さいたま市大宮区仲町 1丁目 65－2 『JR大宮駅 東口』より徒歩４分 

《講義時間について》 主に、 日曜日の大宮初級コースの後、14:00～17:00の時間を予定。変更する場合もございます。 

《出欠確認》毎回、伝助で、確認いたします。(講座当日 AM７：００迄に、ご入力ください。) 

《ライブ料金》1,620円/回・人  ※希望回毎での参加も可能です。   

《DVD受講+送料》1,620円+152円=1,772円/回  

《緊急での欠席の場合》  ０９０－６６４３－０１９５（川田まで） 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EI7-J-JlCAY
https://www.youtube.com/watch?v=29XAmltVk9
http://v.youku.com/v_show/id_XMjk4OTE4MzI0.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjk4OTE4MzI0.html
https://www.youtube.com/watch?v=I5P6kaZEjKA
http://jp.channel.pandora.tv/channel/video.ptv?ch_userid=24244191&prgid=32201437
https://www.youtube.com/watch?v=YstMYU2wWQA
http://oodoori.com/2408
https://www.youtube.com/watch?v=ruDX4ICn5aA
https://www.youtube.com/watch?v=_T_Ky4UTKiA
https://www.youtube.com/watch?v=Zvh1h5i8TVU
https://www.youtube.com/watch?v=wcVPIvGzX5s
http://blogos.com/article/225402/
https://www.youtube.com/watch?v=nFaCasVBvD8&t=24s
http://datazoo.jp/w/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%81/14702213


ナビオ経済＆経営教室講座ｉｎ大宮校【４１～５０回目スケジュール】 ２０１8年６月１４日作成 

回 大宮校 業種 ・ 業態 タイトル 簡単解説 ＆ 登場人物 

41回 

18/2/18 

（日） 

１3時半～ 

 

スポーツ関連商品 

https://www.youtube.com/watch?v=P8-MZFovkwc 

ナイキ創業者のサクセスストーリー 

2016/06/20 放送等 

■絶大な人気を誇るｽﾎﾟｰﾂ関連商品 

ナイキ創業者： フィル・ナイト 

42回 

4/15 

（日） 

14時～ 

食品 

ルビコンの決断  

“食の安全”をどう守ったのか？

2016/06/20 放送等 

■インスタントラーメン開発者 

日清食品の創業者： 安藤百福 

43回 

5/20 

（日） 

１４時～ 

海運業 

鉄道業 

【米国】鉄道（物流）網の発展 と 背景 

鉄道王 vs石油王ﾛｯｸﾌｪﾗｰとの戦い 

2012/10以降 放送等 

■米国東部と西部の繋がりを強化し、 

海運業で成した財を鉄道業に投資  

鉄道王：コーネリアス・ヴァンダービルト 

44回 

6/17 

（日） 

１４時～ 

鉄鋼業 

【米国】鉄鋼業の飛躍 と 背景 

鉄鋼王 vs石油王ﾛｯｸﾌｪﾗｰとの戦い 

2012/10以降 放送等 

■史上２番目の資産家 

鉄鋼王： アンドリュー・カーネギー 

45回 

7/22 

（日） 

１４時～ 

 

金融業 

http://diamond.jp/articles/-/6237 

【米国】資本主義の発展 と 歴史 

「米国 5大財閥の 1つ：モルガン財閥」 

2012/10以降 放送等 

■モルガン財閥の創始者： 

金融帝国創始者：J・P・モルガン 

46回 

8/19 

（日） 

１４時～ 

電気業 

【米国】電流戦争 

ニコラ・テスラ vs T・エジソン 

2012/10以降 放送等 

■電気技師＆発明家：ニコラ・テスラ 

■エジソン･ゼネラル･エレクトリック･カンパニー 

発明家＆企業家： T・エジソン 

47回 

9/23 

（日） 

１４時～ 

米国政府 

【米国】米国政府「反トラスト」  

ｖｓ 超巨大企業家「米政府買収」 

2012/10以降 放送等 

■米国大統領 

第 25代：ウィリアム・マッキンリー 

第 26代：セオドア･ルーズベルト 

48回 

10/21 

（日） 

１４時～ 

自動車業 

【米国】自動車産業の隆盛 と 

米国の発展と超巨大企業家のその後 

2012/10以降 放送等 

■企業家＆自動車会社 

フォード・モーター創設者：ヘンリー･フォード 

49回 

11/18 

（日） 

１４時～ 

https://www.youtube.com/watch?v=Zvh1h5 i8TVU   、 htt ps://www.youtube.com/watch?v=wcVPIvGzX5s  、 http://blogos.com/art icle/225402/  、  、

https://www.youtube.com/watch?v=nFaCasVBvD8&t=24s 、 http://data zoo.jp/w/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%81/14702213 

  

5０回 

18/1/27 

（日） 

１４時～ 

   

《会場》 ★埼玉校：大宮校（金井ビル３F）埼玉県さいたま市大宮区仲町 1丁目 65－2 『JR大宮駅 東口』より徒歩４分 

《講義時間について》 主に、 日曜日の大宮初級コースの後、14:00～17:00の時間を予定。変更する場合もございます。 

《出欠確認》毎回、伝助で、確認いたします。(講座当日 AM７：００迄に、ご入力ください。) 

《ライブ料金》1,620円/回・人  ※希望回毎での参加も可能です。   

《DVD受講+送料》1,620円+152円=1,772円/回  

《緊急での欠席の場合》  ０９０－６６４３－０１９５（川田まで） 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zvh1h5i8TVU
https://www.youtube.com/watch?v=wcVPIvGzX5s
http://blogos.com/article/225402/
https://www.youtube.com/watch?v=nFaCasVBvD8&t=24s
http://datazoo.jp/w/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%81/14702213

