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大好きな洋食器のことをもっと知ってみませんか？ひとつひとつの窯には

ドラマティックな創業の歴史、その窯ならではのこだわりがたくさんあります。

いつもの食器がもっと可愛く見える、憧れの食器がますます愛おしく思える・・・

そんな学びをしてみませんか？ティータイムにはもちろん、

テーマ毎の磁器窯作品を楽しんで頂きます。使い心地もお楽しみください。

ロイヤルコペンハーゲンのイヤープレート12月21日（水）
イヤープレートは北欧の風物詩。1 枚のプレートに込められたたくさんの愛を
知ってみませんか？ロイヤルコペンハーゲンの歴史と共に、
ブルー & ホワイトのテーブルウェアで聖夜の食卓を楽しみましょう。

定員：各回 8 名

時間：　　    ①10：00 ～ 12：00 （受付   9：45 ～）
　　    ②13：00 ～ 15：00 （受付 12：45 ～）
　　    ③16：00 ～ 18：00 （受付 15：45 ～）

会費：税込 6,480 円（本体 6,000 円）
　　   ※Cha Tea 紅茶教室の生徒様はチケット参加可能
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ハンガリーの秘宝 ヘレンド10月26日（水）
日本でも大人気のヘレンド。でもその歴史を知っている方は意外に少ないのでは ?!
波瀾万丈ヘレンドの歴史を知ると、器への愛もグッと増します。
ティータイムは様々なデザインのヘレンド磁器を楽しんで頂きます。

定員：各回 8 名

時間：　　    ①10：00 ～ 12：00 （受付   9：45 ～）
　　    ②13：00 ～ 15：00 （受付 12：45 ～）
　　    ③16：00 ～ 18：00 （受付 15：45 ～）

会費：税込 6,480 円（本体 6,000 円）
　　   ※Cha Tea 紅茶教室の生徒様はチケット参加可能
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リチャード・ジノリでサマー・タイム7月27日（水）
リチャード・ジノリの歴史はまだ日本ではあまり知られていない気がします。
ジノリ家が代々継承してきた磁器作りへのこだわりや想いを知ってみませんか？
講座受講後はジノリの食器を見る目がきっと変わるはず ?!

定員：各回 8 名

時間：　　    ①10：00 ～ 12：00 （受付   9：45 ～）
　　    ②13：00 ～ 15：00 （受付 12：45 ～）
　　    ③16：00 ～ 18：00 （受付 15：45 ～）

会費：税込 6,480 円（本体 6,000 円）
　　   ※Cha Tea 紅茶教室の生徒様はチケット参加可能
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◆キャンセルについて
キャンセルの場合、材料費等の都合状、手数料または全額ご請求をさせていただきますので、
なるべく代理の方のご参加をご検討頂きたくお願いいたします。

・開催 8 日以前のキャンセル  … 手数料 1,000 円（各回ごと）

・開催 8 日以内のキャンセル  … 手数料 3,000 円（各回ごと）

・開催当日のキャンセル　　  … 会費全額 

お振込み確認後、開催約 2 週間前にご案内状をご郵送させていただきます。

当日はご案内状をお持ちになってお越しくださいませ。

① お名前　 ② ご住所（郵便番号含む）   ③ 電話番号　 ④ メールアドレス（お持ちの方） 

⑤ ご参加希望日時　⑥ ご参加希望レッスン名

お申込み方法

 メール .  customer.services@aynsley.co.jp
 T E L .   03-3562-7617 ( 営業時間：平日 10:00 ～ 17:00 / 定休日：土日祝）

会 場 & 交 通

皆様のお越しを、 心よりお待ちしております。

Step.1 ご予約 お申込み・お問い合わせは、エインズレイカスタマーサービスまで

お電話またはメールでお願いいたします。

Step.2　ご予約時に下記の内容をお知らせください。

Step.4　ご案内状のご郵送

お申込は各回ごとお申込いただけます。

エインズレイ株式会社

銀 行 名：三菱東京ＵＦＪ銀行（銀行番号 ０００５）

支 店 名：京橋支店 (キョウバシシテン )（支店番号 ０２３）

普通預金： ０４３４８５０/名義： エインズレイ株式会社

Step.3 お振込み後、受付完了

・ご予約後、下記の口座へお振込みください。お振込み手数料はご負担くださいませ。

　※備考欄にご予約代表者のお名前を必ずご記載ください。

・ご予約から７日以内にお振込みがない場合は、ご予約を取消させていただきますので
　ご了承をお願いいたます。

★ＪＲ山手線・京浜東北線・常磐線「日暮里」

★京成線・日暮里舎人ライナー　　 「日暮里」

★ＪＲ山手線・京浜東北線　　　　 「西日暮里」

★東京メトロ千代田線　　　　　　 「西日暮里」

★日暮里舎人ライナー　　　　　　 「西日暮里」 

【交 通】

各徒歩 4～ 5分

〒116-0013
東京都荒川区西日暮里 3-3-11

Cha Tea 紅茶教室

TEL 03-5832-9728
西日暮里駅前交番

諏訪神社

経王寺ダージリン
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5 月 9 日（月）より受付開始


