エディオンクラブ

ってなぁに？

最新の家電を使ったカルチャースクールです。
家電の使い方をはじめ、
魅力あるプログラムを開催しています！

どんなプログラムがあるの？
エディオンクラブには、
大きく分けて

「撮る撮る」
・
「クッキング＆グルメ」
・
「観る聴く」の3つのプログラムがあります。

Thank You!

平素よりエディオンクラブ名古屋をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
デジタル一眼カメラなどの使い方や
写真の楽しみ方を学べます。

オーブンレンジやホームベーカリーなどの
使いこなし方や食の楽しみ方を学べます。

スマートフォンやタブレットなどの
使い方を学べます。

エディオンクラブに参加するには？
プログラムの参加はお電話にてお申込みください。
エディオンクラブ事務局
10：00〜18：00/休業日：毎週水曜日

お好きな
プログラムに
ご参加
いただけます！

この度、
エディオンクラブ名古屋は、
2022年3月31日
（木）
をもって終了させていただくこととなりました。
お楽しみいただいておりましたお客様には、
申し訳ございませんが、
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

【エディオンクラブ名古屋 サービス終了日：2022年3月31日
（木）】
エディオンクラブ名古屋の開設以来、
多くのお客様に賜りましたご厚情に御礼申し上げます。

0120 - 66 - 0004

※プログラムのお申込みにつきましては、実施日の1週間前がお申込みの締切となります。

名古屋スタジオプログラムカレンダー

【名古屋本店 駐車場をご利用のお客様へ】
エディオンクラブプログラム参加の方は、最大3時間まで駐車場のご利用が無料となります。
3時間を超えるプログラムの場合は、上記プラス1時間の駐車券を追加で発行いたします。

エディオンクラブ
からのお願い

プログラムに遅れそうな場合には、必ず事務局までご連絡くださいますようお願いいたします。ご連絡なく
プログラムに遅れて参加される方が多発しており、プログラムの開始および進行に支障をきたしております。
何卒ご協力いただけますよう、よろしくお願いいたします。

新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては、今後プログラムが中止となる場合がございます。
プログラムへの参加を楽しみにされている皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、
ご理解の程、
よろしくお願いいたします。

お知らせ

2・3月プログラムは

1/14 金 10：00 からの受付となります。
お申込みはお電話のみとなっております。

07

2022

2・3月プログラムに

関して重要なご連絡

02・03

エディオンクラブでは、
どなたでもお気軽にご参加いただけるよう、2021年12月をもちまして
会員制を廃止いたします。なお、会員制の廃止に伴い、
プログラムのお申込みは電話受付のみとなります。
専用ホームページは2022年1月31日17時をもちまして閉鎖となります。
今後は、
エディオン広島本店のホームページ https://hiroshima.edion.com/内にて
プログラムカレンダーの閲覧および出力ができる予定となっております。ぜひご利用ください。

プログラムの参加は
お電話にてお申込みください。

エディオンクラブ事務局

10：00〜18：00/休業日：毎週水曜日

0120 - 66 - 0004

※プログラムのお申込みにつきましては、実施日の1週間前がお申込みの締切となります。

プログラムカレンダー

初級者向けプログラム

3月

FEBRUARY

MARCH

プロ

iPadを使って、画像編集ソフト
「Lightroom」の使い方を教わろう！

5

（土）

今年は上品なスイーツで
ちょっぴり大人な、おうちバレンタイン
【ランチ付き】
P.04

11：00〜14：00

5

（土）

早い！おいしい！
ヘルシオイタリアン♪

6人

13 : 30〜15 : 30

参加費

Specialスイーツプログラム

【大人のためのスイーツプログラム】

定員

写真の整理から画像の編集まで、プロも使っている
強力な機能が満載の『Lightroom iPad版』
を使って、
プロカメラマンが丁寧に活用方法をレクチャーします。

カメラマン
から学ぶ！

2/19（土）

時間

2月

機材はこちらで
ご用意します。
開催日

￥0

【プロカメラマンから学ぼう！】

無料

11：00〜13：30

【講師】
フォトグラファー TAKASAN

（家族写真、記念写真などドキュメンタリータッチでの出張撮影が人気。
「ゲストの人生に寄り添い撮影すること」
をモットーにしている。
雑誌寄稿、
メディア出演実績もあり。）

P.05

【会場】
エディオン名古屋本店2F 撮る撮るスタジオ

6

（日）

プロから学ぶヘルシオ韓国料理
本格的な韓国料理を学んでみよう♪

11：00〜13：30

6

（日）

写真の構図ってどんなもの？
白鳥庭園で実践しながら
レクチャーします！

P.05

11：00〜14：00

12

（土）

【春のポートレート体験会】

岡崎で早咲きの桜
「葵桜」の並木をバックに
人物撮影のコツを学びましょう！

P.03

P.05

13

（日）

19

（土）

13：30〜15：30

18

11：30〜13：30

（金）

カラダを内面からキレイに
イタリアン薬膳料理！

【ショップスタッフと楽しもう！】

ショップスタッフと楽しもう！

19

（土）

20

（日）

【お子さまと参加するクッキング講座】

お子さまと協力して
みんな大好きパンづくりに挑戦！
【ランチ付き】

（土）

13：30〜15：30

P.03

お子さまと一緒に東谷山フルーツパークへ
一足先に春を撮影しに行きましょう。
お子さまも参加されるプログラムのため、実施時間が前後する場合があります。時間に余裕を持ってご参加ください。

￥0

【キッズポートレート体験会】

「観光農園 花ひろば」で
子供を魅力的に
撮影する方法を学ぼう♪

カメラを
ご持参
ください！

カメラを
ご持参
ください！

2/20（日）

3組6名程度

写真の構図ってどんなもの？
白鳥庭園で実践しながらレクチャーします！

8人

参加費

定員

撮影経験豊富なスタッフがカメラの基礎からレクチャーする人気プログラム。今回は
「構図」
についてレクチャーします。言葉では聞いたことあるけど
「構図って何？」
「構図っ
て何のためにあるのか、わからない。」
という方も多いのではないでしょうか。そんな
お悩みをエディオンのスタッフと一緒に、実践しながら解決していきましょう。

3/6（日）

【講師】
エディオン名古屋本店 エディオンクラブ担当スタッフ 水谷 英治
【会場】2/20：東谷山フルーツパーク
（名古屋市守山区上志段味東谷2110） 3/6：白鳥庭園
（名古屋市熱田区熱田西町2- 5）
2/20 ★小学生以上のお子さまであれば保護者同伴でご参加いただけます。お申し込みの際にお知らせください。
※ご自身のデジタル一眼カメラをご持参ください
（メーカー・機種は問いません）
。
※ご希望の方にはデジタル一眼カメラを貸し出しいたしますので、必ずお電話にて事前のご予約をお願いいたします。
（1週間前までに）
※貸出用カメラをご利用の場合はSDカードをご持参ください。※会場に関して後日資料をお送りいたします。

01

13 : 30〜15 : 00

無料

ショップスタッフがお悩み解決！
時間

P.03

13：30〜15：30

26

￥0

お子さまといっしょに楽しむ撮影会
東谷山フルーツパークに
梅の花を撮りに行こう♪

開催日

（日）

知多市で早春の梅を撮ろう！
佐布里緑と花のふれあい公園撮影会

11：00〜14：00

P.06

P.02

27

11：00〜13：30

参加費

13：30〜15：30

プロの料理人から
ひと味違うオリジナルチャーハンを
体感しよう♪
P.04

親子参加
プログラム

定員

26

（土）

「味のちがいを美味しく学ぶ」シリーズ第２弾
【チャーハン編】3回目

時間

13：30〜15：00

P.02

冬は屋内でカメラを楽しもう♪
可愛い雪景色をテーブルで再現！
山岸代里子のテーブルフォト講座

無料

※ご自身のデジタル一眼カメラをご持参ください
（メーカー・機種は問いません）。
※マクロレンズと三脚をお持ちの方はご持参ください。

11：00〜13：30

開催日

お子さまといっしょに楽しむ撮影会
東谷山フルーツパークに
梅の花を撮りに行こう♪

6人

13 : 30〜15 : 30

【講師】
プロフォトグラファー 山岸 代里子（ポートレートスナップ・クローズアップネイチャーを得意とする。EOS学園名古屋校講師も務める。）
【会場】エディオン名古屋本店2F 撮る撮るスタジオ

Specialクッキングプログラム

20

2/26（土）

P.06

P.02

（日）

冬に屋内で楽しく撮影できる方法を女性プロフォトグラ
ファーがレクチャーします。100円ショップにあるものを
使って、
テーブルの上で雪景色を再現してみましょう。

カメラを
ご持参
ください！

P.03

【プロカメラマンから学ぼう！】

iPadを使って、
画像編集ソフト「Lightroom」の
使い方を教わろう！

プロ

カメラマン
から学ぶ！

ネイチャーフォトの
達人と撮影に行こう♪
陽のあたるときだけ咲く花
「カタクリ」を撮影しよう

P.06

可愛い雪景色をテーブルで再現！
山岸代里子のテーブルフォト講座

参加費

11：00〜13：30

￥0 冬は屋内でカメラを楽しもう♪

定員

13

（日）

プロから学ぶビストロ中華
ホテルの絶品中華レシピに
挑戦しよう♪

13：30〜15：30

時間

（土）

※iPad、iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。※iPhoneの商標は、
アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
※lightroom、Lightroom iPad版はAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

P.02

【お子さまと参加するクッキング講座】

バレンタインに向けて
スイーツをつくろう♪
【ランチ付き】

13：30〜15：00

開催日

12

※参加者様には
『Lightroom iPad版』
がインストールされたiPadを貸し出します。
※iPodまたはiPhoneをお持ちの方は
『Lightroom iPad版』
をインストールし、
アカウントを登録のうえお持ちください。

【ショップスタッフがお悩み解決！】

※プログラムの終了時間は多少前後する場合がございます。※都合により、
講師が変更になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。※写真はイメージです。

02

13 : 30〜15 : 00

無料

STEP
UP

ステップアップ講座【中級者向けプログラム】
13 : 30〜15 : 30

無料

11 : 30〜13 : 30

ランチ付き
今年は上品なスイーツで
ちょっぴり大人な、おうちバレンタイン

参加費

8人

無料

【講師】
プロフォトグラファー 山岸 代里子（ポートレートスナップ・クローズアップネイチャーを得意とする。EOS学園名古屋校講師も務める。）
【会場】2/27：佐布里緑と花のふれあい公園
（愛知県知多市佐布里台3 -101） 3/13：香嵐渓
（愛知県豊田市足助町飯盛）
※ご自身のデジタル一眼カメラをご持参ください
（メーカー機種は問いません）
。
※会場に関して後日資料をお送りいたします。

8人

13 : 30〜15 : 30

（関西の有名菓子店に入社。各地のホテルでキャリアを重ね、アルカンシエル luxe mariage 名古屋でシェフパティシエとして
数々のハウスウエディングケーキを手がける。現在は、県内の専門学校講師。）

【会場】エディオン名古屋本店3F クッキングスタジオ
※都合によりメニューが変更になる場合があります。※エプロンをご持参ください。※作ったお料理はご試食いただけますが、
お持ち帰りいただけません。

premium program

名店の
味を学ぶ！
参加費

定員

カメラを
ご持参
ください！

岡崎公園から乙川沿いに上流へ約3ｋｍほど行った
ところにある桜の並木。
「葵桜」
と呼ばれるこの桜は
ソメイヨシノより濃いピンクの花を咲かせます。
この並木を活かしてポートレートに挑戦します。

3/12（土）

時間

プロ

カメラマン
から学ぶ！

無料

Specialクッキングプログラム
開催日

STEP
UP

6人

11：00〜14：00

【講師】専門学校講師
（製菓）番場 英樹

￥0 【春のポートレート体験会】

岡崎で早咲きの桜「葵桜」の並木をバックに
人物撮影のコツを学びましょう！

2 /5（土）

参加費

◎ちょっぴり大人のブラウニー、チョコレート細工にも挑戦します！

定員

シェフパティシエから、大人のためのスイーツ作りを
学ぶ人気講座。今年はいつもより大人なスイーツで、
おうちバレンタインを盛り上げましょう。

時間

3/13（日）

時間

早春の山を最初に彩る花の1つが「カタクリ」の花。
今回は香嵐渓にある群生地に、
ネイチャーフォトの
達人と向かいます。講師のレクチャーをうけながら
みんなで楽しく撮影に挑戦しましょう。

から学ぶ！

定員

カメラを
ご持参
ください！

プロ
開催日

プロ

カメラマン
から学ぶ！

陽のあたるときだけ咲く花
「カタクリ」を撮影しよう

￥0【大人のためのスイーツプログラム】

開催日

￥0 ネイチャーフォトの達人と撮影に行こう♪
STEP
UP

Special クッキングプログラム
Special スイーツプログラム

参加費

8人

時間

2/27（日）

定員

STEP 佐布里緑と花のふれあい公園撮影会
UP
「佐布里（そうり）緑と花のふれあい公園」。早春には
プロ 佐布里梅を始め、25種類約5,100本の梅が美しい花を
カメラマン
から学ぶ！
咲かせることで有名です。そんな園内を、講師とゆったり
カメラを
散策しながら撮影します。池の周囲に咲き誇る梅林だけ
ご持参
ください！
でなく、水面に映り込む様も見所のひとつですよ。

開催日

￥0 知多市で早春の梅を撮ろう！

￥0
プロ

から学ぶ！

（家族写真、記念写真などドキュメンタリータッチでの出張撮影が人気。
「ゲストの人生に寄り添い撮影すること」
をモットーにしている。
雑誌寄稿、
メディア出演実績もあり。）

6人

参加費

◎ブラックジンジャーチャーハン、
木耳（きくらげ）と豚肉の卵炒め、羊肉のクミン炒めを作ります。

※ご自身のデジタル一眼カメラをご持参ください
（メーカー機種は問いません）
。※会場に関して後日資料をお送りいたします。

定員

【会場】愛知県岡崎市東明大寺町 付近

3/19（土）

時間

エディオンクラブ講師陣の、様々なチャーハンの
味の違いをおいしく学ぶプログラム3回目。
オリジナルチャーハンを一緒に学びましょう。

【講師】
フォトグラファー TAKASAN

3回目

プロの料理人から
ひと味違うオリジナルチャーハンを
体感しよう♪
開催日

無料

「味のちがいを美味しく学ぶ」シリーズ 第2弾【チャーハン編】

11：00〜13：30

無料

【講師】
日本中国料理協会 名古屋支部 相談役 梅村 和正

（平成27年「あいちの名工」に表彰されるなど、現在も活躍中。）

￥0 【キッズポートレート体験会】

8人

参加費

いつ訪れても、季節の花を楽しめる
「観光農園 花ひろば」。
今回は卒園、入学シーズンという事で、
プロフォトグラファーが
子供を魅力的に撮影する方法をレクチャーします。
この機に、みんなで撮影テクニックを磨きましょう。

定員

カメラを
ご持参
ください！

3/26（土）

時間

プロ

カメラマン
から学ぶ！

「観光農園 花ひろば」で
子供を魅力的に撮影する方法を学ぼう♪

開催日

STEP
UP

【会場】
エディオン名古屋本店3F クッキングスタジオ

※都合によりメニューが変更になる場合があります。※エプロンをご持参ください。※作ったお料理はご試食いただけますが、
お持ち帰りいただけません。

13 : 30〜15 : 30

無料

【講師】
プロフォトグラファー 関 リカコ

（ライアンスタジオ所属、
フリーカメラマン。ニューボーンやこどもたちの撮影で定評がある。透明感のある写真で幸せな瞬間を収めることが得意。）

【会場】観光農園 花ひろば（愛知県知多郡南知多町豊丘高見台48）
※ご自身のデジタル一眼カメラをご持参ください
（メーカー機種は問いません）
。
※会場に関して後日資料をお送りいたします。※入園料はお客様のご負担となります。

【撮る撮る】屋外撮影プログラム 荒天時のご対応に関して

プログラム開催日の前日AM11時時点の気象庁予報で、当日の降水確率が70％以上の場合は屋外撮影プログラムは中止といたします。
なお、プログラム中止が決定した場合、事務局よりお申込みいただいた皆様にお電話させていただきます。※一部例外のプログラムもございます。

03

エディオンクラブ
からのお願い

プログラムに遅れそうな場合には、必ず事務局までご連絡くださいますようお願いいたします。ご連絡なくプログ
ラムに遅れて参加される方が多発しており、プログラムの開始および進行に支障をきたしております。何卒ご協力
いただけますよう、よろしくお願いいたします。

※プログラムの終了時間は多少前後する場合がございます。※都合により、
講師が変更になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。※写真はイメージです。
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ス チ ー ム オ ー ブ ンレン ジ を 使 い こ な そ う！

ウォー タ ー オ ー ブ ンレン ジ を 使 い こ な そ う！

ビストロプログラム

ヘルシオプログラム
ホテルシェフから韓国料理の魅力を学べるプログラム。
今回は旨辛料理をレクチャーします。

6人

11：00〜13：30

参加費

★豚スペアリブの辛味煮

定員

◎メウンカルビチム ★ 、チャプチェ、オイコチュの味噌和えを作ります。

2/6（日）

無料

から学ぶ！

（料理学校卒業後、名古屋の中華料理店で5年間修業を積み、現在ホテルオークラレストラン名古屋「中国料理 桃花林」に勤務。）

※都合によりメニューが変更になる場合があります。※スチームオーブンレンジ
（ビストロ）
を使って調理を行います。
※エプロンをご持参ください。※作ったお料理はご試食いただけますが、
お持ち帰りいただけません。

イタリアン薬膳料理！

冬の養生には、体を冷やさないことが一番大切です。
今回は、体を温め、血の巡りをよくすることを
目指した薬膳料理に挑戦しましょう。

◎彩り野菜とバーニャカウダソース、パプリカのポタージュ、
菜の花のペペロンチーノを作ります。

（大手カルチャーセンターで薬膳料理教室、男性向け料理教室、初心者向け料理教室の講師を務めたのち、
現在は名古屋と一宮で料理教室を主宰している。
また、名古屋市主催の親子料理教室も担当。）

※都合によりメニューが変更になる場合があります。※スチームオーブンレンジ
（ビストロ）
を使って調理を行います。
※エプロンをご持参ください。※作ったお料理はご試食いただけますが、
お持ち帰りいただけません。

お子さまと参加するクッキング講座

◎メロンパン、シナモンロール、レンジで簡単！苺のクレープを作ります。

3/20（日）

3組6人程度

参加費

無料

（9年間のイタリア修業で10店のリストランテやお菓子屋で働き、郷土料理、食文化、
ドルチェオリーブオイルを学ぶ。ローマでは料理長も経験。）

【協力】
シャープマーケティングジャパン株式会社 【会場】
エディオン名古屋本店3F クッキングスタジオ
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ランチ付き

定員

参加費

6人

【講師】
ニチエイ調理専門学校 イタリア料理専任教授 篠田 真理

※都合によりメニューが変更になる場合があります。※ウォーターオーブン
（ヘルシオ）
を使って調理を行います。
※エプロンをご持参ください。※作ったお料理はご試食いただけますが、
お持ち帰りいただけません。

みんな大好き
パンづくりに挑戦！

時間

11：00〜13：30

開催日

時間

3/5（土）

￥0 お子さまと協力して

お子さまといっしょにご参加いただける人気プログラム！
今回はビストロを使って、美味しいパンづくりに挑戦します。
定員

◎ソーセージと小松菜の包み焼きピッツァ カルツォーネ（オーブン機能）、
季節野菜のクリームスープ（レンジ機能）、
苺とベリーのミルクゼリーを作ります。

お子さま向け
プログラム
開催日

イタリアで料理長を務めた女性講師がレクチャーする
人気プログラム。今回はヘルシオを使って、
早くておいしいイタリアンを作るコツを伝授します！

無料

【協力】
パナソニック コンシューマーマーケティング株式会社 【会場】エディオン名古屋本店3F クッキングスタジオ

￥0 早い！おいしい！
から学ぶ！

6人

11：00〜13：30

【講師】漢方ナチュラルkitchen主宰・栄養士・国際中医薬膳師 高山 恵美

お子さまも参加されるプログラムのため、実施時間が前後する場合があります。時間に余裕を持ってご参加ください。

プロ

3/18（金）

参加費

★小学生以上のお子さまであれば、保護者同伴でご参加いただけます
（別途お申込みが必要です）
。
※都合によりメニューが変更になる場合があります。※ウォーターオーブン
（ヘルシオ）
を使って調理を行います。※エプロンをご持参ください。

から学ぶ！

定員

無料

プロ

時間

11：00〜14：00

開催日

参加費

定員

3組6人程度

時間

開催日

2/12（土）

￥0 カラダを内面からキレイに

【講師】料理研究家 春日井 千恵（製菓・製パンを学び、専門学校にて食生活専攻助手として勤務。料理教室、講習会などにて講師を務める。）
【協力】
シャープマーケティングジャパン株式会社 【会場】
エディオン名古屋本店3F クッキングスタジオ

ヘルシオイタリアン♪

無料

【協力】
パナソニック コンシューマーマーケティング株式会社 【会場】
エディオン名古屋本店3F クッキングスタジオ

お子さまと参加するクッキング講座

◎ミルクチョコと紅茶のタルトを作ります。

6人

【講師】
ホテルオークラレストラン名古屋「中国料理 桃花林」総料理長 鈴村 博彦

※都合によりメニューが変更になる場合があります。※ウォーターオーブン
（ヘルシオ）
を使って調理を行います。
※エプロンをご持参ください。※作ったお料理はご試食いただけますが、
お持ち帰りいただけません。

お子さまといっしょにご参加いただける人気プログラム！
今年のバレンタインデーは手づくりスイーツで
楽しくておいしい3時間です♪

11：00〜13：30

参加費

◎蟹の玉子焼きご飯、ハマグリの春雨蒸し、
胡麻の香りプリンを作ります。

【協力】
シャープマーケティングジャパン株式会社 【会場】
エディオン名古屋本店3F クッキングスタジオ

￥0 バレンタインに向けて
スイーツをつくろう♪ ランチ付き

2/13（日）

ホテルの料理長が、ほっと温まる中華レシピを
伝授します。寒い時期にピッタリなメニューで、
プロの技術を学びましょう。

（1994年：調理師学校卒業後、
ヒルトン名古屋 王朝にてキャリアスタート、
2004年：全日空ホテルズ ホテル グランコート名古屋 中国料理「花梨」、2010年：
ミレニアム ソウル ヒルトン Taipan 料理長、
2018年：ANAクラウンプラザホテル グランコート名古屋 中国料理「花梨」副料理長を経て2019年より料理長に就任、現在に至る）

お子さま向け
プログラム

ホテルの絶品中華レシピに
挑戦しよう♪

定員

【講師】ANAクラウンプラザホテル グランコート名古屋 中国料理「花梨」料理長 秀島 輝昭

プロ

時間

本格的な韓国料理を学んでみよう♪

￥0 プロから学ぶビストロ中華

開催日

から学ぶ！

時間

プロ

開催日

￥0 プロから学ぶヘルシオ韓国料理

11：00〜14：00

無料

【講師】料理研究家 春日井 千恵（製菓・製パンを学び、専門学校にて食生活専攻助手として勤務。料理教室、講習会などにて講師を務める。）
【協力】
パナソニック コンシューマーマーケティング株式会社 【会場】
エディオン名古屋本店3F クッキングスタジオ
★小学生以上のお子さまであれば、保護者同伴でご参加いただけます
（別途お申込みが必要です）
。
※都合によりメニューが変更になる場合があります。※スチームオーブンレンジ
（ビストロ）
、
ホームベーカリーを使って調理を行います。※エプロンをご持参ください。
お子さまも参加されるプログラムのため、実施時間が前後する場合があります。時間に余裕を持ってご参加ください。

※プログラムの終了時間は多少前後する場合がございます。※都合により、
講師が変更になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。※写真はイメージです。
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