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教室 サロン サロン サロン

科目 アロマカレッジ アロマカレッジ アロマカレッジ

講師名 岩谷 河角智美 岩谷宏美 佐藤⇒岩谷

10:00～11:30

11:40～13:10

14:10～15:40

15:50～17:20

教室 整体教室 サロン サロン サロン

科目 整体・リフレカレッジ アロマカレッジ アロマカレッジ アロマカレッジ

講師名 佐藤まなみ 岩谷 河角智美 岩谷宏美 湯本浩世

10:00～11:30 リフレ基礎１

11:40～13:10 リフレ基礎2

14:10～15:40 骨格調整スタート

15:50～17:20

教室 サロン サロン サロン

科目 アロマカレッジ アロマカレッジ アロマカレッジ

講師名 湯本浩世 佐藤まなみ 河角智美 岩谷宏美 湯本浩世

10:00～11:30 骨格調整スタート

11:40～13:10

14:10～15:40

15:50～17:20

教室 サロン サロン サロン

科目 アロマカレッジ アロマカレッジ アロマカレッジ

講師名 湯本浩世 佐藤まなみ 河角智美 岩谷宏美 湯本浩世

10:00～11:30 小顔デザイン

11:40～13:10 小顔デザイナー試験

14:10～15:40

15:50～17:20

教室 サロン

科目 アロマカレッジ

講師名 湯本浩世

10:00～11:30

11:40～13:10

14:10～15:40 小顔デザイン

15:50～17:20 小顔デザイナー試験

【新宿校】整体リフレクソロジストカレッジ・アロマセラピストカレッジスケジュール※講師や授業予定が変更になることもあります

7月25日版版
月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7

整体教室 整体教室 整体教室 整体教室 整体教室 整体教室

整体・リフレクソロジストカレッジ 整体・リフレクソロジストカレッジ 整体・リフレクソロジストカレッジ 整体・リフレクソロジストカレッジ 整体・リフレクソロジストカレッジ 整体・リフレクソロジストカレッジ

佐藤まなみ 田邊正宏 佐藤まなみ 河角智美 佐藤まなみ

固定制ボディケア
横臥位：腰部・臀部

ボディケア 骨格調整

整体・アロマ入学式　9:30～ IHTA実技認定試験
骨格調整
アドバンス

ボディケア
オイル

トリートメント
/メディカルボディ
トリートメント

リフレ 骨格調整 ボディケア 骨格調整

ボディケア 専科：筋膜トリートメント①

小顔デザイン

IHTA実技認定試験　　　　　　　　　　　　メ
ディカルトレーナー

リラクゼーションセラピスト
リフレクソロジストボディケア基礎１

リフレ 骨格調整 小顔デザイン
オイルトリートメント
/メディカルボディ
トリートメント

ボディケア基礎２ 固定制骨格調整
施術の流れ

固定制リフレ⑩
症例別ロープレ：
冷え・むくみ

オイルトリートメント
/メディカルボディ
トリートメント

4コマ目に個別相談が可能です
（通学方法・就職・転職・その他）【オンライン】AEAJアロマテラピー検定対応講座

火曜日コース2日目 3・4コマで骨格復習も可能
【オンライン】AEAJアロマテラピー検定対応講座

土曜日コース3日目

8 9 10 11 12 13 14

整体教室 整体教室 整体教室 整体教室 整体教室

整体・リフレクソロジストカレッジ 整体・リフレクソロジストカレッジ

高橋洋一 河角智美 佐藤まなみ 佐藤まなみ

骨格調整

IHTA実技認定試験
メディカルトレーナー
リラクゼーション

セラピスト
リフレクソロジスト

オイル
トリートメント

/メディカルボディ
トリートメント

リフレ 骨格調整

整体・リフレクソロジストカレッジ 整体・リフレクソロジストカレッジ 整体・リフレクソロジストカレッジ

ボディケア 骨格調整 小顔デザイン ボディケア リフレ

小顔デザイン
オイルトリートメント
/メディカルボディ
トリートメント

骨格調整 ボディケア
四肢トリートメント授業体験会

14時15分～15時15分
リフレクソロジー授業体験会
15時30分～16時30分

オイルトリートメント
/メディカルボディ
トリートメント

骨格調整

【オンライン】AEAJアロマテラピー検定対応講座
火曜日コース3日目 3・4コマで骨格復習も可能

ボディケア

整体教室

15 16 17 18 19 20

整体・リフレクソロジストカレッジ 整体・リフレクソロジストカレッジ 整体・リフレクソロジストカレッジ

21

整体教室 整体教室 整体教室 整体教室 整体教室 整体教室

整体・リフレクソロジストカレッジ

佐藤まなみ 田邊正宏 高橋洋一 河角智美 佐藤まなみ 佐藤まなみ

整体・リフレクソロジストカレッジ 整体・リフレクソロジストカレッジ 整体・リフレクソロジストカレッジ

固定制ボディケア
横臥位：頚部・肩部

オイルトリートメント
/メディカルボディ
トリートメント

ボディケア 骨格調整

四肢トリートメント
授業体験会
10時～11時

ボディケア
オイル

トリートメント
/メディカルボディ
トリートメント

リフレ 骨格調整 ボディケア 骨格調整 小顔デザイン

専科：筋膜トリートメント②
オイルトリートメント
/メディカルボディ
トリートメント

ボディケア

骨格調整

骨格調整
リフレ 骨格調整 ボディケア 小顔デザイン

固定制骨格調整
ロープレ：
肩こり

固定制リフレ⑪
症例別ロープレ：

不眠・頭痛
ボディケア リフレ

3・4コマで骨格復習も可能

22 23 24 25 26 27

整体教室 整体教室 整体教室 整体教室

28

整体教室

整体・リフレクソロジストカレッジ 整体・リフレクソロジストカレッジ 整体・リフレクソロジストカレッジ 整体・リフレクソロジストカレッジ 整体・リフレクソロジストカレッジ 整体・リフレクソロジストカレッジ 整体・リフレクソロジストカレッジ

整体教室 整体教室

佐藤まなみ 田邊正宏 高橋洋一 河角智美 佐藤まなみ 佐藤まなみ

固定制ボディケア
仰臥位：下肢・ストレッチ

ボディケア 骨格調整

オイルトリートメント
/メディカルボディ
トリートメント

ボディケア 骨格調整

リフレクソロジー
授業体験会
10時～11時

ボディケア
オイルトリートメント
/メディカルボディ
トリートメント

リフレ 骨格調整 ボディケア 骨格調整
整体・アロマ入学式　9:30～

ボディケア基礎１

リフレ 骨格調整 小顔デザイン
固定制骨格調整
ロープレ：腰痛

リフレ
IHTA実技認定試験
オイルボディ

オイルアドバンス
ボディケア 専科：筋膜トリートメント③

小顔デザイン
授業体験会

14:15～15:15
オイルボディ
授業体験会

15:30～16:30

ボディケア基礎２

4コマ目に個別相談が可能です
（通学方法・就職・転職・その他）3・4コマで骨格復習も可能

29 30 31

整体教室 整体教室

「固定制」の授業について
固定制と記載のある授業は、当日の履修部位が固定されてお
り、手技の解説時に機能解剖学や生理学の知識も盛り込みま
す。また、受講者全員が同じ部位を練習しますので、講師が3
時間しっかりと見る事ができます。それぞれに必要な改善策
を伝えます。1つの部位をじっくり学びたい方、知識を深めた
い方にお勧めです。

【新型コロナ感染拡大防止対策/受講時の注意点とお願い】
★しばらくの間フェイスタオルを2枚ご持参下さい。仰臥位・横臥位の頚部の練習の際
は顔をタオルで覆ってください。
★食事中は会話を控え、食後にマスクをつけてからおしゃべりを楽しんでください
★感染防止の為、共用スペースでの歯磨きをお控えください
■オイルと小顔は各コマ4名までの定員を設けます
■教室を出入りする際は手指消毒をしてください
■受講時はマスクの着用をお願いします
■相モデル交代の際は手指消毒を行い、ヘッドピース・腕載せ台を消毒し、手指消毒を
してください
■オイル・小顔はワゴンを1人1台使用し、授業後はワゴンの消毒を行ってください

整体・リフレクソロジストカレッジ 整体・リフレクソロジストカレッジ

佐藤まなみ 高橋洋一

固定制ボディケア
仰臥位：肩部・頚部

IHTA実技認定試験　　　　　　　　　　　　メディカルトレーナー
リラクゼーションセラピスト　　　　　　　　　　　　　　　リフレク

ソロジスト

オイルトリートメント
/メディカルボディ
トリートメント

ボディケア 骨格調整

リフレ 骨格調整


