スクー ル＆ セミナ ー ガイド
東京都

費用
日程
講師
問合せ

スクール&セミナーガイド

東京都

【超目玉】セラピスト誌読者限定のエフェクティブタッチ体験レッスン！
！
内容

Access to Therapist

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
1月30日（月）または2月27日（月）
12:00-17:00 場所：神楽坂
小澤智子(オザティ）
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。

広橋憲子の成功するケアーセラピーシリーズ
内容

肩こりケアー

日程
費用

マッサージ教育の第1人者 臨床歴30年 大学でマッサージを長年教える。
スウェーデン、英国、米国、独等に留学、マッサージを学ぶ。
クライアントの愁訴で多い「肩こり」
。肩こりをマッサージで解決し、リピーターを
増やす。姿勢の見方、肩こりの原因の探し方、解決する為のマッサージプランの
立て方、セルフケアー法等。マッサージだけではなく、肩こり解消の道具も紹介。
講師3名の少人数制。
平成29年4月29日
（土 祭）
30日
（日）
10時～5時 限定12人
70,000円
（税別）東京池袋駅徒歩3分 認定証発行

問合せ

日本マニュアルセラピー協会

詳細と申込はホームページで。

メディカルアロマ入門講座からIFA認定アロマコース まで受講可能！

本号掲載の広橋憲子のスポーツマッサージ ノンオイル

内容

内容

日程

健康維持や身近な心身の問題に活かせるアロマの使い方を学ぶ入門講座。
セラピストとして仕事に活かせる技術を学ぶIFA認定アロマテラピーコース。
目的に合わせた講座が選べます。
◎メディカルアロマ入門講座
◎IFA認定アロマタッチコース
◎IFA認定メディカルアロマテラピーコース
◎IFA認定・看護師対象・医療アロマテラピーコース
日本ホリスティックケア研究所 ( JR 四谷駅下車) TEL 03-3355-7388
http://www.aromapot.co.jp E-mail: info@aromapot.co.jp

日程
費用

リオオリンピック「競泳日本代表」アメリカ合宿帯同。マッサージでサポート。
専門学校でスポーツ医学を教える 英国、米国、独に留学、マッサージを学ぶ。
日本の大会では、殆どがオイルを用いないマッサージ（着衣の上から）
。肌をさら
さず抵抗感がない。サロンや子供に受け入れられやすいノンオイル式。
着衣の上からするので、どこでも可能。早期疲労回復、体や動きの見方も学ぶ。
実業団や大学の現役トレーナーが加わり、計3名の講師による少人数制。
平成29年3月19日
（日）
20日
（月 祭） 10時～5時 限定12人
70,000円
（税別） 東京池袋駅徒歩3分 認定証発行

問合せ

日本マニュアルセラピー協会 詳細と申込はホームページで。

整膚＆気の手当療法の教室
内容

内容

日程
主催
問合せ

♪ 特製24金仕様音叉と黄金のアタッチメントで優雅にフェイシャル♪   
キラキラ輝く黄金のパワーと繊細な振動で短時間に驚く変化が！たるみ、小顔、
デコルテ、肌のハリ・つや、即効改善します。音叉の振動は全身にも行き渡るの
で、代謝改善＆浮腫みや冷え性にも◎しかも嬉しいことにメンタルにも抜群効
果の期待出来る音叉セラピーをこの機会にぜひ♪ 施術者育成講座です。少人
数で丁寧に＆認定資格制度があります。
2017年2月18 ，19日両日午前10時から午後7時まで
一般社団法人 日本音叉療法協会
http://japan-onsa.com 電話03-6322-7172

日時
費用
問合せ

体の表面から深部まで全ての層にマッサージ出来るようになります 。
体の見立て方や、今までにない新しいマッサージテクニックを多数紹介
ディープティシューマッサージの本とDVDの広橋憲子が直接お教えします。
表面だけでなく体の奥のコリや疲労も取り去り、多数の愁訴を改善出来ます。
中級終了時「ディープティシューセラピスト」資格が取れます。
5月3日
（水・祭） 4日
（木・祭） 5日
（金・祭）9 〜18時
（初日は10時から）女性限定12人
120,000円＋税
全4日 計23時間 詳細はホームページで。
日本マニュアルセラピー協会 Tel.03-6907-0080
http://japan-manual-therapy.org/

いよいよ次は東京オリンピック！＜スポーツアロマ1日講習会＞初心者コース

日程
費用
会場
問合せ

費用
場所

成長期真っ只中！子どもを怪我から救いたい！子どもの体と心を癒すお母さん
は名サポーター。
テーマ別で1日完結型の講座です。40代以上の女性限定クラスなのでゆったり
学べます。
第3期【スポーツアロマ（下肢編）
】
3月6日（月）
10時～16時
【スポーツアロマ（上肢編）
】
3月13日（月）
10時～16時
各1回のみ参加35,640円（税込）
、2回分を同時にお申込み 70,200円（税込）
プレミナセラピストスクール東京校（代官山・恵比寿）

問合せ

プレミナ TEL03-5755-3301 http://puremina.com/

本号掲載の広橋憲子のスポーツマッサージ１日体験講習

日時
費用
問合せ

サロンメニューにスポーツケアーを取り入れて、新しい客層を獲得 。
衣服の上からするノンオイル法。肌を出す抵抗感がなく、どこでもいつでも可能
ロンドンオリンピックトレーナーが初心者からベテランまで対象に教えます。
運動する中高年から子供まで新しいクライアント層をサロンに 。
疲労回復のみでなく、動きを良くする新しいスポーツマッサージも紹介 。
1月27日
（金）
10 〜12時または1月29日
（土）
5 〜7時 池袋で
本誌読者特別価格 5,000円
（税込み）
詳細はホームページで。
日本マニュアルセラピー協会 Tel.03-6907-0080
※お申し込みの時、本誌を見てとお伝え下さい。

『スポーツアロマって何？』
スポーツにアロマを活かす！スポーツケアに役立つ精油のご紹介から、ケガの
予防や疲労回復のためのセルフケアマッサージを学びます。スポーツアロマを
体験したい！スポーツをする子どもに教えてあげたい方にピッタリの講座。
スポーツアロマ1日講習会 1月27日（日）
10時～13時
ベテランママさんのためのスポーツアロマ１日講習会 2月20日（月）
10時～13時
15,000円（税込）
／各回
プレミナセラピストスクール東京校（代官山・恵比寿）
プレミナ TEL03-5755-3301 http://puremina.com/

40代からはじめよう！ベテランママさんのためのスポーツアロマ実技練習会
内容

内容

北海道
臨床結果に基づいた最先端のメディカルアロマ
内容

費用
説明会
場所

東京都

「ディープティシューセラピスト」資格認定入門講習会
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。整膚も学べます。
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 松本健康院

講師
日程
費用
場所
詳細
問合せ

内容

うっとり♪ 日本初！ 黄金のフェイシャル音叉マッサージ®講座

スクール情報

千葉県

日程

2020年東京を応援します！スポーツアロマトレーナー資格取得コース
内容

日程
場所
問合せ

NPO法人日本スポーツアロマトレーナー協会の資格を取ろう!
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、マラソンなど多く
の競技でスポーツアロママッサージが活用されています。スポーツアロマ第一
人者の神﨑貴子や、経験豊富な講師がきめ細やかにお教えします。初心者の方
大歓迎！
【集中コース5期】
（前期）
2月9日～2月12日 （後期）
3月16日～3月20日（全9回）
【水曜通学1期】
1月25日～3月29日（全10回）
プレミナセラピストスクール東京校（代官山・恵比寿）
プレミナ TEL03-5755-3301 http://puremina.com/

岩手県
エサレンアプローチを学ぼう！心で触れるボディワーク本格コース
内容

場所
日程
費用
問合せ

女性の魅力を引き出す技術
内容

日程
費用
問合せ

場所
問合せ
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骨格美矯正スクール 受講生募集

たった一回で見た目が変わるがモットー！整体理論をもとに、美容矯正とエス
テを融合した画期的で結果を出せるスキルを学びませんか？ブログ掲載の画
像が反響を呼び、プロの施術家からも注目されている即効性のある技術、それ
が“骨格美矯正”です。詳細はHP・ブログをご覧下さい。他に認定セラピストコー
ス、腕に自信がつく個別レッスンも開催中です。
4月秋田スクール
300,000円（税別）
〜
体験随時受付中。お問い合わせください。
骨格美矯正サロンマリー http://ameblo.jp/marrysei

千葉県
五次元ワールド®マスター講座

ジョジアンヌ ロール学院 発毛・育毛セラピスト養成！ 生徒募集
いま注目の発毛・育毛技術習得で独立開業を目指す。母体は発毛育毛サロン・ク
リエーションヘアーズ。開店して34年、2万人の女性の髪の悩みを解消してきた
実績を誇る。副作用のない、体に安心・安全な発毛法は長く支持されている。心
身を健康にすることにより、頭皮の改善を追求した独自の理論と、手技「エナル
ジックリンパドレナージュ」を伝授。そのほかカウンセリングからサロン経営ま
で独立開業に必要なすべてを実践的に学べる。
その他のコースとして短期間で集中して学びたい方のためのコースも用意。
東京都目黒区鷹番3-5-3第一ビル2F・3F 東急東横線学芸大学駅3分
ジョジアンヌロール学院 0120-40-7330

エサレンⓇボディワークの草分け鎌田麻莉が行う
セラピスト向け本格集中トレーニング
質の高い全身オイルトリートメントをお探しの方にお勧めです。
5泊6日の合宿を2回行います。初回1月30日（月）スタート
岩手県花巻市心で触れるボディワークスクール
＜レベル1＞1月30日（月）
ー2月4日（土）
＜レベル2＞5月29日（月）
ー6月3日（土）
35万円（税別）
http://bodyworkjp.org/course-honkaku/

秋田県

内容

内容

体の不調の原因の多くは老化(エイジング)であることが分かっています。
アロマテラピーだからこそ可能なエイジングケアと予防医学の知識を身につけ
家庭やサロン、医療の現場で活かせる講座です。
入学金：21,600円
受講料：329,800円(資材料込)
随時募集 ご来店頂いた方に体質別オイルをプレゼント♪
イデアアロマスクール
札幌市中央区南2条西6丁目17-2 トシックス26ビル2F
011-281-2220
http://idea-aroma-school.com/

日時
場所
問合せ

あなたを３次元脳から５次元脳にシフトチェンジし、
クライアント様に笑顔になって頂くための講座。
怒り、不安などの不要な感情を瞬間メンタルリセット。
今お持ちの各メソッドのパワーアップが期待できる
エネルギーワーク。浄霊をも可能に。
１ＤＡＹで習得可。納得いくまでフォローします。
http://5jigenworld.com/ を参照
千葉県袖ケ浦市神納1-11-13クレストA-101 高橋総合健康センター
TEL 0438-62-9474
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