
 
 
 
 
  

ふろむすくらっち 
(ワインのお供編) 

 

講師 近藤 裕子講師 
日程 11/23(火・祝) 
時間 10：30～13：00 
季節の野菜を使ったフランスの家庭料理。 
手土産にも喜ばれます。 
・季節の野菜とベーコンのケーク・サレ 

ケーク・サレ：塩味のお惣菜ケーキ 
・全粒粉のクラッカー ・フルーツチーズスプレッド  
金額 ¥3,800(税込) 

 

手作りおせち料理教室  
講師 栗原 弘美講師 
日程  12/20(月) 
時間 10：30～13：30 
小さなお重を二人分お持ち帰り(お重付き) 
・海老の旨煮 ・豚肉の昆布巻き ・ゆずカップなます  
・松風焼き ・栗きんとん ・花れんこん  
・かまぼこの飾り切り ※れんこんとかまぼこはデモのみ 

ひとり分のおせちを小さなお重に詰めます 
思っているより簡単に美味しく仕上がります！ 

金額 ￥5,000(税込) 
 

パン教室ふろむすくらっち 
(フライパン編) 

 

講師 近藤 裕子講師 
日程 11/29(月) 
時間 10：30～13：30 
オーブンを使わなくても美味しいパンが作れます 
・W チーズフランス（4 個）  
・スィートポテトフランス（4 個） 
金額 ￥3,800(税込) 

 

パパッと！おいしいレシピ  
 
 

講師 浅井 ひとみ講師 
時間 10：30～13：00 
12 月 7(火)・10(金) 
・チキンフリカッセ 
・にんじんのナツメグ煮 
・パセリライス 
・パイシートでデザートディニッシュ2 種 
※おせち1 品とおせち盛り付けアドバイスのレシピ付き♪ 
（実演あり） 
金額 ￥4,000(税込) 

 

  

講師から 

男性限定・初心者歓迎  
手作りおつまみ教室 

 

講師 栗原 弘美講師 
日程  12/5(日) 
時間 10：30～12：30 
冬アジをさばいてみよう！ 
～1 人３尾 鯵の三枚卸しに挑戦～ 
・山家焼き ・アジフライ ・骨せんべい 
※350ml 缶ビール１本付き 

お客様からのリクエストが多かった魚の卸し方教室です 
自分で卸した魚での調理は格別の美味しさ！ 

金額 ￥4,000(税込) 
 

ふろむすくらっち 
(親子編) 

 

講師 近藤 裕子講師 
日程 11/21(日) 

時間 10：30～12：30 
13：30～15：30 

秋の味覚を親子で楽しもう！ 
・りんごのパン(3 個） ・スィートポテトパン(3 個） 
※大人と子供あわせて 3 名まで 
※お子さまの対象学年：小学 1 年～中学３年 
金額 ￥3,000/組(税込) 
日程 12/11(土) 

時間 10：30～12：30 
13：30～15：30 

今日のティータイムは手作りのお菓子で！ 
・カップショートケーキ(6 個） 

※大人と子供あわせて 3 名まで 
※お子さまの対象学年：小学 1 年～中学３年 
金額 ￥3,300/組(税込) 

 

パン教室ふろむすくらっち 
(オーブン編) 

 

講師 近藤 裕子講師 
日程 12/13(月) 
時間 10：30～13：30 
いま大流行のマリトッツォを手作りで！ 
・マリトッツォ（6 個） 
金額 ￥3, 800(税込) 

 

パン教室ふろむすくらっち 
(ケーキ編) 

 

講師 近藤 裕子講師 
日程 12/24(金) 
時間 10：30～13：30 
サイドのストライプがオシャレな、チーズクリームとふわふわ
スポンジのケーキ 
・オリジナルクリスマスケーキ（直径約18 センチ） 
※お一人さま1 パックお好きないちごをご持参下さい。 
金額 ￥4,000(税込) 

 

パン教室ふろむすくらっち 
(クリスマス編) 

 

講師 近藤 裕子講師 
日程 12/25(土) 
時間 10：30～13：30 
ボリュームも十分！年末年始にも大活躍！！ 
・パンプキンミートキッシュ（直径20 センチ） 
・カラフルサラダ 
金額 ￥3, 700(税込) 

 

親子クッキング  
 
 

講師 浅井 ひとみ講師 

時間 10：00～12：30 
14：00～16：30 

12 月 19(日) 
・クリスマスロールサンド（食事サンドとフルーツサンド） 
・クリスピーチキン 
※コーンスープのレシピ付き♪（実演あり） 
※お子さまの対象学年：小学 1 年～中学３年 
金額 ￥4,000/組(税込) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四季を感じる和菓子教室  

講師 
和菓子教室 
てぃーあんだ。 
宮川 睦講師 

時間 10：00～12：00 
13：30～15：30 

日程 11/10(水) 
・紅葉流し(1 本) ・落葉(4 個) 
日程 12/15(水) 
・柚子まんじゅう(4 個) ・焼きかのこ(4 個) 

秋を楽しむ和菓子です  
師走は柚の香り高い饅頭と洋風かのこをどうぞ♪ 

金額 ￥3,500(税込) 
 

お申し込み受付は 
10 月 4 日(月)10 時から 
開始いたします。 

申込方法▷インターネット 
問い合わせ先▷BeE クッキングスタジオ 

TEL▷043-291-1510 
受付時間：10：00～17：00(土日祝は除く) 

  

シェフから教わる 
イタリアン 

 

講師 
ペッシェアズーロ  
オーナーシェフ  
池田 征弘講師 

日程 11/15(月) 
時間 10：00～11：00 
≪体験教室≫・ミートソースパスタ（パスタ１人前 お持ち帰り） 
日程 12/6(月) 
≪体験教室≫・カルボナーラパスタ（パスタ１人前 お持ち帰り）  
金額 ¥1,000(税込) 

 

菓子工房セ・ラ・ヴィの 
ケーキ教室 

 

講師 
菓子工房セ・ラ・ヴィ  
オーナー  
草処 英次講師 

日程 11/17(水) 
時間 10：30～13：30 
・菓子工房セ·ラ·ヴィのクリスマスケーキ 
金額 ¥4,000(税込) 
 

料理教室の詳細やお申し込みはこちら 
ご応募お待ちしております 

  
講師から皆様へ 
紹介動画はこちら 

池田講師 栗原講師 小栗講師 近藤講師 

シェフから教わる 
イタリアン 

 

講師 
ペッシェアズーロ  
オーナーシェフ  
池田 征弘講師 

時間 13：30～16：00 
日程 11/15(月) 
≪肉DE 本格イタリアン≫   
・肉ペーストとガーリックトースト ・ボロネーゼ  
・鶏むね肉のイタリア風カツレツ  
（２人分 お持ち帰り） 
日程 12/6(月) 
≪クリームソースDE イタリアンアン≫    
・ガーリックトーストとサーモンパテ  
・冬野菜とベーコンのパスタ  
・鶏もも肉のクリーム煮（2 人分 お持ち帰り） 
金額 ¥6,000(税込) 

  

養生料理重ね煮 
～主婦の味方☆リメイククッキング～ 

 

講師 小栗 世津子講師 
日程 12/16(木) 
時間 10：30～13：30 
～サラダが主菜・スープに！～ 
・ポテトサラダ ・ポテトコロッケ  
・クラムチャウダー  
・玉ねぎドレッシング（デモのみ） 
金額 ¥3,800(税込) 
 

クリスマスケーキコース  
講師 安西 早葉講師 
日程 12/14（火）・23（木） 
時間 10：30～13：30 
・大株ブッシュ・ド・ノエル(モカ風味) 
金額 ¥3,500(税込) 

 

男の料理コース  
講師 中村 美香講師 
日程 12/17(金)・18(土) 
時間 10：30～13：00 
・和風ミートローフ ・綿紙巻き ・田作り ・黒豆のゼリー 

金額 ￥3,800(税込) 
 

やさしいお菓子教室  
講師 中村 美香講師 
日程 12/3(金)・4（土） 
時間 10：30～13：00 
・フルーツタルト 

金額 ￥4,000(税込) 
 

 手軽に作るパン教室  
講師 中村 美香講師 
時間 11：30～14：00 
日程 11/12(金) 
・ピロシキ ・黒こしょうとチーズのスコーン 
日程 12/9(木) 

時間 10：00～12：30 
13：30～16：00 

・壺焼シチュー ・チーズスティック 
金額 ￥3,800(税込) 

   

男性歓迎 


