
講習会ご案内 四谷ブリッジセンター

対象受講 開始 受講料
経験年数 時間 （1期分）

入門　（はじめて）
クラブコース 入門 はじめて 火 毎週 10:30 10 津守和子 ¥10,000 4月4日 － 次期7月開講
クラブコース 入門 はじめて 金 毎週 10:30 10 津守和子 ¥10,000 5月12日 － 次期8月開講
土曜日昼  入門コース 入門 はじめて 土 4ケ月8回 13:30 8 横内しのぶ ¥8,000 3月4日 － 次期7月開講
土曜日夜　入門コース 　入門　 はじめて 土 毎週 18:00 10 横内しのぶ ¥10,000 4月8日 － 次期7月開講

入門
ダイヤモンドコース（プレイ編） 入門 4ヶ月以上 火 毎週 10:30 10 津守和子 ¥15,000 7月4日 － 次期24年1月開講

ダイヤモンドコース（プレイ編） 入門 4ヶ月以上 金 毎週 10:30 10 津守和子 ¥15,000 5月12日 － 次期11月開講
ハートコース（ディフェンス編） 入門 4ヶ月以上 火 毎週 10:30 10 津守和子 ¥15,000 4月4日 － 次期10月開講
ハートコース（ディフェンス編） 入門 4ヶ月以上 金 毎週 10:30 10 津守和子 ¥15,000 8月4日 － 次期24年2月開講

入門総合復習コース 入門 1年以上 火 毎週 10:30 10 横内しのぶ ¥18,000 4月4日 1期 次期7月2期
入門総合復習コース 入門 1年以上 金 毎週 10:30 10 横内しのぶ ¥18,000 5月12日 1期 次期8月2期
土曜日昼  初級コース 入門 4ヶ月以上 土 4ケ月8回 13:30 8 横内しのぶ ¥13,000 3月4日 － 次期7月開講
土曜日夜　初級コース 　入門　 4ヶ月以上 土 毎週 18:00 10 横内しのぶ ¥15,000 4月8日 － 次期7月開講

横内しのぶ教室
スタンダード ビディング コース 初級 1年以上 木 第2・4週 10:30 6 横内しのぶ ¥11,000 5月11日 3/4期 1回毎に受講可能

新アドバンストスタンダードビディングコース 初級 1年以上 木 第2・4週 10:30 6 横内しのぶ ¥11,000 5月11日 7/8期 1回毎に受講可能

原田裕己教室
火曜日朝  原田教室 初級 1年以上 火 第1・3週 10:30 8 原田裕己 ¥17,000 6月20日 4/8期 1回毎に受講可能

水曜日朝  原田教室 初級 1年以上 水 毎週 10:30 10 原田裕己 ¥18,000 3月15日 6/8期 1回毎に受講可能

木曜日昼　原田教室　2 over 1 初級 1年以上 木 第2・4週 14:00 6 原田裕己 ¥17,000 4月27日 5/8期 1回毎に受講可能

金曜日昼　原田教室　カードプレイテクニック 初級 2年以上 金 第1・3週 14:00 6 原田裕己 ¥17,000 3月3日 3/7期 1回毎に受講可能

日野雄之教室
月曜朝の講習会 初級 1年以上 月 毎週 10:15 週１回 日野雄之 \1,500/回 － 当日受付
初めての2オーバー1GF 中級 1年以上 金 第2・4週 14:00 6 日野雄之 ¥17,000 4月14日 7/7期 1回毎に受講可能

西田奈津子教室
２オーバー１総復習 中上級 4年以上 水 第1・3週 14:00 6 西田奈津子 ¥17,000 3月15日 8/8期 1回毎に受講可能

山田彰彦教室
コンペティティブビディングとプレイの練習 中上級 5年以上 水 第1・3週 10:30 6 山田彰彦 ¥17,000 － 募集中
プレイ中心の中・上級者向き講習会 中上級 6年以上 　金 第2週 18:30 6 山田彰彦 ¥17,000 － 募集中

井野正行教室
上達のノウハウをあなたに 上級 5年以上 木 第1・3週 14:00 6 井野正行 ¥17,000 4月20日 － 1回毎に受講可能

ビッドを生かしたプレイとディフェンス 中級 3年以上 月 第2・4週 14:00 6 井野正行 ¥17,000 3月27日 － 1回毎に受講可能

早坂雅之教室
ディフェンスにおける５つの基本ライン 上級 4年以上 月 第3週 14:00 6 早坂雅之 ¥17,000 5月15日 － 1回毎に受講可能

田中陵華教室
プレイプロブレム　初中級編 初･中級 1年以上 火 第2・4週 14:00 6 田中陵華 ¥17,000 4月11日 - 1回毎に受講可能

コンピート 競り合いの悩みを解決するヒント 上級 5年以上 水 第2・4週 14:00 6 田中陵華 ¥17,000 4月12日 - 1回毎に受講可能

ご質問・お問い合わせがありましたら、お気軽に電話ください。　　電話　03-3357-7940

お申し込みは当ブリッジセンター備え付けの申込用紙でお願いいたします。
受講料は当日会場にてお支払いください。キャンセルは初回受講前に限り全額返金いたします。

2023年3月9日現在

開講日 期 備考コース名 対象 曜日 週 回数 講師


