スクー ル＆ セミナ ー ガイド
東京都

《JSTA認定スポーツアロマトレーナー資格取得コース（通学・短期集
中）
》スポーツアロママッサージの技術を習得しませんか？

開催日
問合せ

大学や鍼灸学校でも取り入れられ、
サッカーや野球、テニス、マラソンなど多
競技に渡りスポーツアロママッサージが活用されています。2020年に向け、
益々スポーツアロマトレーナーの活躍する時代到来。スポーツアロマ第一人者
神﨑貴子をはじめ、多彩な講師陣がきめ細やかにサポート。はじめて学ぶ方大
歓迎！
【集中クラス（全10回）2015年2月7 ～11日（前期）3月20 ～24日（後期）】
プレミナ TEL03-5755-3301 http://puremina.com/

＊「お客様に選ばれる自宅サロンになる！」セミナーシリーズ第2弾
《ITプロが教える「売れるサロンになる！ブログの書き方セミナー」》
内容

講習日
問合せ

サロンの集客にいまやブログやSNSは欠かせません。
「どこにあるお店」
「どんな施術」
など、
お客様がみて行きたくなるブログには秘訣
があります。
どうすればアクセスを集められ、
サイトに訪れた方に読んでもらえるのか、数々の
企業WEB広告を手がけたプロが、
初心者の方へわかりやすく教えます。
2015年1月25日（日）10時~13時
プレミナ TEL03-5755-3301 http://puremina.com/

＊ 世界水準のチネイザンを学べる、日本で唯一の養成コース！
内容

日程
受講料
場所
問合せ

お腹へのタッチ、チネイザン（氣内蔵療法）施術法を習得！ 内臓と感情のバ
ランスを整え、生命力を高めます。瞑想、気功、呼吸法を学ぶ贅沢なプログラ
ム。上を目指す方には必須
2015年4月18日(土)から〜2015年8月（土日祝日 全17回）
2015年2月14日までのお申込 早割350,000円（税別）
2015年2月15日以降のお申込
450,000円（税別）
タオゼン表参道スタジオ（東京）03-5464-7295
一般社団法人日本チネイザン協会事務局
chineitsang@chinetsang.jp www.chineitsang.jp

＊腸もみセラピスト養成講座—プライマリーコース
内容

講習日
場所
問合せ

スクール&セミナーガイド

東京都

＊2020年東京を応援します！

内容

Access to Therapist

腸もみ研究をしているマザーアロマでは、15,000件の臨床データをもとにし
た、腸セラピーに必要な基礎と技術を学びます。
加えて心理療法であるゲシュタルトセラピーの基礎も学べます。腸を通して精
神的、身体的な調整技術を習得していただきます。
プロとして活躍したい方のために、アドバンスコースもご用意しております。お
問い合わせください。※修了証有。
4月18日（土）〜20日（月）、9月下旬開講予定（年2回開講）
マザーアロマJR山手線大塚駅下車徒歩1分
TEL03-3986-2469 URL : http://www.thl.co.jp E-mail : info-1＠thl.co.jp

＊にっぽんのアロマテラピー 和精油講座
内容

講義
実習
日時
費用
場所
問合せ

日本で生まれた 日本の香り
アロマテラピーもまた身土不二
使いやすい10種の和精油をとりあげます
植物の特徴・精油の使い方・生産地について
和精油のブレンドとハンドトリートメント
2月6日（金）13時〜16時30分
12,000円（教材費 税込）
神楽坂 詳細はお申込の際にご案内
健康のこと研究所ミディ 0797-34-8787 http://www.kenkounokoto-midi.jp

＊マッサージ教育の第1人者
内容

日時
問合せ

（１）全てのマッサージの基本スウェディッシュ。
臨床歴30年。大学非常勤講師。現地留学の講師計3名で教えます。
（２）
「治すマッサージ」肩こり、頭痛、四十肩など。
首、背中、肩の愁訴を治す技術。原因、注意点等も紹介。
（３）
「筋膜リリース」。英国で学んだ新テクニック。
体のコリや痛み、姿勢の歪みを治す。リンパの流れも改善。
（１）
3月21日(日 祭) 、
22日(日) 、
4月19日(日) 、
26日(日) （２）
5月3日(日) （３）
5月4日(月 祭)
日本マニュアルセラピー協会 http://japan-manual-therapy.org/

＊ 世界に広がる台湾うまれの国際派リフレクソロジー
内容

問合せ

若石リフレクソロジーは世界50の国や地域に普及しているWHO賞賛の健康
法です。国内でおよそ30年の歴史と実績があり、確かなスキルを身に付けるこ
とができます。全国で認定プロ養成コースを開催し、卒業後の開業支援・勉強
会等のバックアップ体制も万全。直営サロンではベテラン施術者のもとで腕
を磨くことができます。何度でも受講できる無料リピート受講制度を設けて
おり、施術者に負担のかからない手技や姿勢を大切に指導しています。
さらに、若石リフレクソロジーを伝える講師の育成にも力を注いでいますの
で、講師活動もできるようになります。
TEL 0120-754-440 http://www.jakuseki.com

＊バリ州公認スクール・バリスパセラピスト養成コース
内容

場所
連絡先

＊気の癒し教室
内容

意念、イメージ、言葉等は使わずに、高い気が自動的に
身体から流れ出るようになりますので、癒し能力が高まります！
長年の豊富な施術経験が裏付けです。
松本宏一。1960年生まれ、キャリア20数年、延べ5万人。
ご希望日時を予約して下さい。2人以上の参加で実施。
入会金なし。1回5,000円
千葉県長生郡一宮町本給7-2
http://ki-matsumoto.com/をご覧下さい。
TEL.0475-42-1550  気の癒し松本

広橋憲子が直接教えます。

スウェディッシュマッサージ。治すマッサージ 肩こり編。筋膜リリース。

内閣府認証NPO法人国際セラピスト協会から資格取得可。
○トラディショナルバリニーズ3日間 160,000円他、バリスパセラピストコース/
バリニーズフェイシャルコース
（頭蓋骨リンパセラピー）/バリ式ホットストーン
1Day/バリ式リフレクソロジー/アロマ/リンパドレナージュなど
○トータルバリニーズコース3 ヶ月間もあり
○修了者現地研修制度 全国認定校募集中
東京
（港区）スクール＆サロン ソワンドテージャス
E-mail：info@tejas.jp http://www.tejas.jp/
※出張教育、開業パックも応相談

スクール情報

千葉県

講師
日時
費用
場所
詳細
問合せ

東京都

北海道
＊ハンドボンディングケア講習
内容

日程
費用
場所
問合せ

＊【無料】セラピストが90日で集客数を5.3倍にしたWeb集客術とは？

＊「自然治癒力を高める動灸温熱療法 初級講座」全国開催！

内容

内容

     「集客が苦しい・・・」と常に頭を悩ませ続けていませんか？
もしも、安定・継続的にWebから集客できたのならば・・・
集客に疲弊していたセラピストがソーシャルメディアを活用し、
90日で集客数を5.3倍にして、ラジオ出演も果たした
セラピストのためのWeb集客術とは？
1年で年収1,000万円を達成！
安定・継続的にWebで集客する仕組みの秘密を知りたい方は、
「セラピストのためのWeb集客術 志師塾」で検索！

費用
日程

問合せ

＊【超目玉】セラピスト誌読者限定の実技特別体験レッスン！
！
内容

費用
日程
講師
問合せ

話題のエフェクティブタッチを1日体験！
エフルラージュ
（＝軽擦法）で結果を出すメソッドを読者限定で特別に開催。
通常、1日21,600円のコースを今回は5,400円の超特価。
5,400円
2月9日
（月）
12:00-17:00 場所：都内
小澤智子
Well-being
（株）TEL03-6421-4554
e-mail：info@well-beingpeople.com URL：http://therapure.jp/body.html
※お申込みの際に
「セラピスト誌を見た」とお知らせください。

内容

問合せ

元気で若々しく人生を送るためのインテグラシー。
体はすべてつながっている・健康と美容は一体のものという石川校長の理
念を基に多種多様なセラピーを統合して編み出した究極の療法がインテグラ
シーなのです。
幅広い領域の知識と、英国で培い信頼された高度なテクニックを修得できる
日本でただ一つのカレッジです。
4月生募集説明会1月〜3月開催、詳細をお問い合わせください。
TEL03-5511-1593
e-mail  info@integracy.co.jp  

＊2時間でセルフセラピーと未来予知をマスター！
【アストロカード®講座】
内容

日時
場所
費用
問合せ

アストロカード®は占星術とタロットが融合してできたオリジナルのカードで
す。<初級> ジュニア・アストロカード®リーダー講座を受講すると、美しいカー
ドをめくりながら「セルフセラピー」や「未来予知」をマスターできます。
公式ホームページ http://astrocard.net/ をご覧ください。
銀座セミナールーム（東銀座駅6分、銀座駅8分）
21,600円（税込み） 特典 受講生全員にアストロカード®
（非売品）、オリジ
ナルテキスト、認定証を差し上げます。
メール：info@astrocard.net TEL：03-3464-2662

セラピストの皆様へ、
今のスキルに更に新しいアプローチ法を学ぶセミナーです。
温熱療法【動灸】は、
東洋医学の経絡・ツボ療法、
リンパセラピーなどを基本概
念に、
氣血水の流れを整える療法です。
基本講座9時30分〜13時 70,000円（動灸器・テキスト付き）
2月1日（日）札幌 2月7日（土）埼玉 2月8日（日）東京
3月1日（日）東京 3月15日（日）仙台 3月21日
（土）
札幌
3月26日（木）福岡 各地区会場については、
お問い合わせください。
主催：Natural Hands HP : http://naturalhandsgroup.com/dokyuu
011-300-2377 shinchiro2001@gmail.com

埼玉県
＊平成27年2月開講 シニアセラピーセラピスト養成講座
3 ヵ月（9日間）コース 大宮校・横浜校
内容

＊インテグラシーカレッジ４月生募集
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〜手に触れること、
それは心に触れること
手を通して 心は伝わる 心はつながる〜
ハンドトリートメントの練習と共に、
概論、
手の構造、
反射区、
ケアの際の注意事項などを学びます。 修了証発行。
3月21日（土）9時30分〜16時
14,000円（教材費、
税込）
札幌市教育文化会館 会議室
健康のこと研究所ミディ 0797-34-8787 http://midi.typepad.jp/hand/
ほか 東京2月8日 芦屋1月18日 福岡1月25日

問合せ

シニアセラピーはご高齢の方に毎日をいきいきと過ごして頂くための療法です。
ご高齢の方向けにアレンジされた施術で、
『心と身体』両面に働きかけます。
リンパや血液の流れをやさしいタッチで促していくのが特徴で、お元気な高齢
者の方はもちろんのこと、車いすの方や寝たきりの方への施術も行っています。
植物性オイルを使ったひざ下のリンパドレナージュと低刺激の化粧水を使用し
たお顔のリンパドレナージュを学びます。2日間の実習では実際にデイサービス
センターのご利用者の方々へ、会話を楽しみながら施術させて頂きます。
seniortherapy@wis-net.co.jp http://www.wis-net.co.jp/spa/ ㈱ウイズネット 金澤

千葉県
＊幸せ引き寄せ心のセッション
内容

日時
費用
問合せ

幸せ引き寄せ心のセッション
メンタルカウンセリング、引き寄せセラピー
・メンタル コーチング
・ネガティブな心をポジティブに変える、メンタル チェンジャー
日時と場所は、ご予約にて要相談
3,000円
080-4814-1019
HP http://www2.hp-ez.com/hp/daizymammy
ブログ http://s.ameblo.jp/kotone-aihara2/
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