
日本ヘッドセラピスト認定協会 資格講座 

 

４つの資格講座であなたを一流のヘッドセラピストに導きます。 

 

 

 

 

Ｓ級資格 小顔ヘッドセラピー講座 

 

１級資格 ヘッドマッサージ Pro 講座 

 

２級資格 ヘッドマッサージ Std 講座 

 

３級資格 アロマヘッドセラピー講座 
 

 

 

 

 

 

 

 



人気の理由１ 初心者・未経験者でも安心。 

初回は、経験を問わず、2 級、3級、ダブル受講（1,2級同時）トリプル受講（1,2,3

級同時）から参加できます。 
2011 年 6 月から、経験者・未経験者を問わずに開催してきました。図解テキストを使用して丁寧な授業を心が

けています。まったく初めてでも、手先が不器用な方でも安心してご参加ください。  

 

 

 

 

未経験者…約 40％  経験者…60％  

 

女性…約 90％  男性…10％  

 

年齢層 20 代…23％ 30 代…37％ 40 代…34％ 50 代…6％  

 

※入会金・登録料・更新料等はありません。  

 

POINT! 

全身のマッサージとは違い、ヘッドマッサージは施術範囲が限られているので未経験者でも短期間で習得が可

能です。力も体力も必要ありません。最年長受講生は、67 歳 女性（福岡県）個人レッスン   

 

 

受講した証である修了証は誰でも貰えますが、認定証は頑張って試験に合格した人

にしか与えられません。認定証を得てはじめて『認定ヘッドセラピスト』という肩

書が手に入ります。  

 

修了証…講座の最後に授与します。（全受講生）  

 

認定証…後日開催する資格認定試験に合格すると授与されます。（希望者のみ） 

 

 

 

POINT!  

認定証は信頼の証となります。認定者は、名刺・ホームページ・チラシなどに【日本ヘッドセラピスト認定協

会 ○級ヘッドセラピスト】と表記できます。 

 

 

講座修了後、別日に開催される認定試験に合格された方には優秀技能賞としてト

ロフィーを贈呈いたします。（無料） トロフィーを目標にチャレンジしてください。  

 

※試験は希望者のみ予約制にて開催します。（ご予約は随時募集） 

  

※認定トロフィーの授与は、日本ではまだ数少ないもので【日本ヘッドセラピスト

認定協会】特有ものです。 

 

 

 

POINT!  

華やかなトロフィーをサロンに飾るとお客様の注目を浴びること間違いなし！ 無理な売り込み、営業トーク

が必要なくなり、置いておくだけでサロンの売上アップに貢献する営業マンになってくれます。 



人気の理由２ 受講後のサポートが豊富。 

 

 

1 級ヘッドセラピストの認定試験に合格すると書面による申請のみで当協会の【認

定サロン】になることができます。（申請料あり・更新料なし） 

 

※認定を証明する楯を贈呈します。  

 

◆既に開業している場合…認定試験合格後すぐにサロン申請・登録が行えます。  

◆これから開業する場合…開業後にサロン申請・登録を行ってください。  

 

 

POINT!  

お客様に安心してご利用いただくために、認定サロン制度をご利用ください。楯をサロンに飾ることでお客様

の印象に残ります。クチコミの誘発・集客アップにもお役に立ちます。 

 

 

 

卒後の練習会は随時受け付けています。グループレッスンと個人レッスンがありま

す。気軽にご相談ください。（有料） 

 

◆グループレッスン 

生徒同士数名で練習します。施術する時間と施術を受ける時間が半分ずつになりま

す。  

◆個人レッスン 

講師と 1 対 1 で練習します。時間に余裕があれば授業にはない施術法も伝授しま

す。 

 

POINT!  

★同じ仲間が集まる場所で繰り返し施術経験が積める。★自分の技術を講師に確かめてもらえる★自信が身に

付く★細かな調整やお客様への気配りまで学べる。★納得いくまで何度でも通える。  

 

 

 

受講特典として【1 年間の無料メールサポート】が受けられます。実際に施術をは

じめると様々な疑問、質問が出てきます。そのような時は遠慮なく気軽にご相談く

ださい。  

 

※1 年間は無料です。（全員）  

※2 年目以降は有料（希望者のみ） 

 

 

 

よくあるメール相談 
・○○がお疲れの方にはどう施術すればいいですか？  ・○○な方にも施術していいですか？ 

・○○分コースを作るにはどうすれば良いですか？   ・集客で効果のある方法はありますか？ 

・ホームページの検索数をアップさせる方法は？    ・○○とヘッドを組み合わせてもＯＫですか？ 

 

POINT!  

どんな些細なことでもＯＫです。メールなら 24 時間いつでも思いついたときに聞けるので便利です。数日以

内に担当者よりご返信いたします。 



人気の理由３ 実績がある専門店のノウハウが学べる。 

 

 

 

 

受講後、仕事や育児が忙しくて練習会に参加できない方やお住まいが遠方で参加で

きない方から「家でも練習できるように講座の動画が欲しい」というご要望が多く

あり練習用 DVD を作成しました。（別売）  

 

※受講生のみ販売しております。 

 

 

 

POINT!  

自宅で何度でも授業の復習ができる。わからない所だけを繰り返し学べる。練習用 DVD さえあれば、短期集中

講座でも、レベルが高い内容のヘッドマッサージが習得できます！   

 

 

 

自宅開業・週末起業・副業 etc. 

 

『自分のサロンを持ちたい！』というあなたに独立開業の際に役立つ資料を CD-R

にまとめて販売します。 

 

この資料があれば、開業前の貴重な時間というコストを大幅に削減できます。専門

店でのアンケートは言うまでもなく他にはない貴重なデータです。上手に活用して

サロン運営を安定させましょう！ 

 

 

POINT!  

★頭専門店のカウンセリングシート★予約台帳★開業設備、備品リスト（210 個）★雇用契約書★妊婦への同

意書★頭痛マニュアル（スタッフ用）★頭痛チェックシート（お客様用）★眼精疲労チェックシート（お客様

用）★頭と顔のツボ一覧★お客様 100 人に聞きました！ 

 

 

 

『どこまで学べばいいかわからない…』  

3 級試験から 2 級・1 級・スペシャリストへの【ステップアップ】についての目的・

目標などを伺いながらご相談承ります。（無料） 

 

※講座終了直後からご相談承ります。後日は、原則メールにてご相談承ります。 

 

 

 

 

 

POINT!  

階級が上がるにつれて整体の要素が加わります。３級～Ｓ級までそれぞれの施術や目的の違いをしっかり確か

めてから自分に合った講座を受講しましょう。 

 

 

 



人気の理由４ 集客のサポートがある。 

 

 

【開業希望者】は是非、ご相談ください。低リスク・低コストでの開業方法から価

格設定・ホームページ・チラシ・広告媒体の選定まで幅広く応援します。【開業後の

場合】は、集客方法・単価アップの方法・メニューの作り方など遠慮なくご相談く

ださい。  

 

※面談 1 回あたりの所要時間は 1 時間です。（有料） 

 

 

 

 

POINT!  

リラクゼーション業界はスタートから失敗する開業者が多くいます。悩まないで相談してください。まずは先

輩たちの知恵をいただいてから、自分らしさを上手に取り入れたサロン作りをしましょう。 

 

 

 

受講後にグループ会社主催のイベントに格安料金でご参加いただけます。 

 

・初めての太極拳～いつまでも若さを保つ健康法～  

・誰でも出来る！簡単♪風水講座  

・野菜ソムリエによるインナービューティーセミナー  

・骨盤シェイプアップ体操  

・坐禅会 （元京都大学助手で臨床心理学のプロが指導）  

・ダイエットにも効果がある「耳つぼ体験講座」  

・キレイになる☆ガールズハングル講座 

・今年を占う西洋占星術 

・ちょっとだけ深めのヨガ講座（座学）  

・ヘッドマッサージ体験講座  

・自分のためのウォーキングレッスン  

・体験マタニティヨガ♪ 

・アロハ☆はじめてのフラダンス 

 

POINT!  

不定期に開催しているイベントは 500 円から参加できます。たくさんの経験と出会があなたを待っています。

ブログのネタにもなると喜ばれています♪ 

 

 

あなたが手にするのは、 

一生の技術と一生の思い出です！ 

 



各講座の特徴 

おかげさまで、北海道から沖縄まで日本全国、アメリカ、ドイツ、シンガポールなど海外からも後を絶たない

人気の講座となりました。 

 

３級 アロマヘッドセラピー講座 

 

シャンプー不要のヘッドマッサージオイルを用いてアロマの成分を頭皮の深

部にまで浸透させる施術を学ぶ講座です。エッセンシャルオイルが持つ独自

の香りと成分で心身のバランスを整えながら、頭皮を健康な状態へ導くこと

を目的としています。 

 

40 分～60 分のコースとしてご利用できます。 

 

 

２級 ヘッドマッサージスタンダード講座 

 

硬い頭皮やむくみのある頭皮を健康的な状態に導く癒しのヘッドマッサージ

です。リラクゼーションとしてのヘッドマッサージの基本からお客様の満足

が得られる程度のスタンダードな手技を学ぶ講座です。 

 

40 分～60 分のコースとしてご利用できます。 

 

 

 

１級 ヘッドマッサージプロ養成講座 

 

「気持ちいいは最低条件」として整体法を取り入れた結果追求型のヘッドマ

ッサージ講座です。頭痛・不眠・眼精疲労・自律神経系に効果的なアプロー

チとヘッドマッサージの奥深さを理論的に学ぶことができる全国でも数少な

い講座として当協会でも一押しの内容です。 

 

全身調整を含む 60 分以上のコースとしてご利用できます。 

 

 

Ｓ級 小顔ヘッドセラピー講座 

 

力技の無理な矯正は行わず、頭蓋骨・骨盤・背骨をバランスよく整えること

で自然とお顔と頭を小さくする上級者向けの整体講座です。エステサロンや

リラクゼーションサロンのレベルアップにオススメです。 

 

30 分～60 分のコースとしてお客様の状態により施術時間を調整します。 

 

 

初回は、経験を問わず、2 級、3級、ダブル受講（1,2級同時）トリプル受講（1,2,3

級同時）から参加できます。 
各講座の日程、料金、授業内容の詳細はＷＥＢサイト「ヘッドライフ」でご確認ください。本資料、ＷＥＢサ

イトの内容は予告なく変更する場合があることを予めご了承ください。 



受講生の感想 

 

1級 K・S様 大阪府箕面市 女性 27歳 英会話講師  

2級を受けてから受けたので、落とし入れるのがすごくスムーズでした！！受ければ受ける程、海外で通用するのが納得

できる講座だと思います。ディプロマが 3枚目なので、こちらを早く壁に飾ってホームサロンができるのを目標に練習

会も参加したいと思います。  

★今後、参加される方へのメッセージ★  

受けたら分かります。見るのとやるのは白と黒ぐらい違います。おすすめです！！  

 

1級 匿名 大阪府大阪市 女性 38歳 アルバイト  

以前より我流していましたが、きちんと習うことができました。 細かく詳しい説明とともに丁寧に教えて頂きヘッドセ

ラピストの修了証も頂いたので、早く完全にマスターして自信を持って施術にのぞめるように精進したいと思います。  

★今後、参加される方へのメッセージ★  

ゆっくりと教えて下さるので安心して参加して下さい。他の参加者の皆さんと繰り返し練習ができるので 1歩ずつ進んで

いけますよ。おすすめです！！  

 

1級 匿名 神奈川県横浜市 女性 36歳 セラピスト  

自分の行っていることに対しての疑問点や手技のレパートリーなどを増やしたいと思い参加しました。施術のことはもち

ろん、現場の「生」の声を沢山教えていただき、また解剖生理なども再度 checkできる機会ができたので、とても有意義

でした。今後のやりたい方向も再認識できたと思います。ヘッドセラピスト眼精疲労ケアのエキスパートを目指して行き

たいと思いました。  

★今後、参加される方へのメッセージ★  

自分の特化した武器を持ちたい方やエキスパートになりたい方は、是非おすすめです。 

 

1級 個人レッスン 匿名 静岡県浜松市 男性 37歳 会社員  

2級講座を受講してヘッドマッサージに更に興味がわき 1級講座を個人レッスンで受講しました。知識もさらに深まり手

技も新たに覚え前回の復習もできとても良かったです。  

★今後、参加される方へのメッセージ★  

頭だけでも気持ちが良いですが体の施術も行うとより気持ち良くなり更に効果を高めることが解りました。 是非 1 級講

座にもチャレンジしてみて下さい。 

 

1級 井上様 滋賀県甲賀市 女性 43歳 カフェ店員  

とても楽しく学べました。わからないことは、すぐに聞けるというのも上達できた要因だと思います。どこまで出来るか

不安でしたが、最後にすべてのマッサージが出来たときは嬉しかったです。 あと、遠くから学びに来られた方と色々な

お話が出来きて良かったです。 これからヘッドセラピストとして、どんどん頑張ろうと思います。   

★今後、参加される方へのメッセージ★  

少人数でアットホームな雰囲気がとてもいいです。わからないこともすぐに質問できて、細かい指の動きまで見てもらえ

ます。充実した時間をすごせました。これから頑張れそうです。 

 

1級 Ｙ・Ｓ様 和歌山県和歌山市 女性 26 歳 開業準備中  

2級より、深い所まで知識が増え、技術向上、サービス向上、自信もつきました！ 受講中、先生が話してくださる余談が

とても面白く興味深い内容も多いので、もっと色々講習会をして頂けたらなぁ～と思います。  

★今後、参加される方へのメッセージ★  

サロンでの集客方法・売上アップの方法・リピート獲得方法などの実例が聞けるので絶対おすすめです。 

 

 

 

2級  CRISS暁子 様 アメリカ LA  女性 40 歳 マッサージセラピスト  

アメリカでマッサージセラピストとして働いていますが、肩こり・頭痛持ちのクライエントさんが多い中で、頭のマッサ

ージの必要性を感じ、今回参加させて頂きました。 細かい指導でとてもわかり易く、ぜひ自分のマッサージの取り入れ

ていきたいと思いました。特に頭皮をしっかりつかんで（とらえて）揉むところが目からウロコでした。  

★今後、参加される方へのメッセージ★   

繊細なテクニックが素晴らしいです！海外でも通用する技術が学べますよ。 

 

2級  匿名 兵庫県神戸市 女性 41歳 主婦 開業予定  

これから始めるフェイシャルリンパケアサロンに向けてフェイシャルトリートメントに合わせて、施術出来る様にして

いきたいと思いセミナーを受けましたが、頭皮マッサージだけでのメニューも出来そうです。先生方も親しみやすく楽し

く勉強が出来ました。 ありがとうございました。  

★今後、参加される方へのメッセージ★  

価値のあるセミナーだと思います。 エステなどと合わせての勉強にも良いと思います。 

 

 

 

 



受講生の感想 

 

 

2 級  仲岡様 愛媛県大洲市 38歳 美容師  

今まで見よう見まねでお店のメニューに取り入れられたらと思い自分なりに練習してましたが、全然納得いくように出

来ずでした。こんなに細かく教えて頂き、理論も実技も少し自信がつきました。今後練習を重ねて必ず出来るようにな

りたいです。お店のメニューにできたら幸いです。  

★今後、参加される方へのメッセージ★  

ヘッドマッサージを勉強したい方には絶対オススメです！ 

 

2級  金澤様 兵庫県尼崎市 女性 49歳 エステティシャン  

講座内容がわかりやすかったです。小顔効果・顔痩せ効果もあるのでエステサロンにも良さそうです。 自分が相モデル

になることで更に気持ち良さが感じられたの良かったです。少し練習してから、さっそくサロンメニューに取り入れたい

と思います。  

★今後、参加される方へのメッセージ★  

他のメニューと組み合わせが簡単なのでサロンメニューの強化におすすめです。 

 

2級  やっちゃん様 兵庫県姫路市 女性 43 歳 整骨院受付  

楽しい授業ありがとうございました。未経験ですが、ヘッドマッサージをすることで頭痛や肩こりが解消されていくこと

が分かり、まずは、娘の頭痛を楽にしてあげたいと思いました。勤め先の整骨院でヘッドマッサージの施術を取り入れら

れると幸いです。  

★今後、参加される方へのメッセージ★  

初心者の私でも快適な授業でした。技術を身につけるとたくさんの方に喜んでもらえると思います。是非参加してみてく

ださい。 

 

2級  あや様 大阪府泉南郡岬町 女性 23歳 ヘアメイク  

髪が乾いた状態での技術はあまりしていなかったのですごく勉強になりました。筋肉をほぐすだけでなく、骨を考えなが

らのマッサージは、ただのリラクゼーションとしてだけでなく、お客様の体の事をしっかり考えながらできるのでお客様

にきちんと伝えてマッサージしていく事が大切だなと思いました。  

★今後、参加される方へのメッセージ★  

少人数でしっかり学べ、初心者の方でも不安なく技術が提供できると思いました。 

 

2級  匿名 三重県玉城町 女性 36歳 エステティシャン   

すぐにお客様にお伝えしたいと思いました！ 理論の方も、普段聞けないようなお話もして頂けたので良かったです。お

客様への対応の仕方など実践的な内容のお話もたくさんありましたので、とても参考になりました。 練習をしっかりす

ればするほど中身の濃い、充実したコースをお客様に提供できると実感しました。 実際に受けてみて、とてもスッキリ

した爽快感がありました！！ 明日から家で練習し、少しでも喜ばれるような施術ができるように頑張りたいと思います。  

★今後、参加される方へのメッセージ★  

とても丁寧に教えて頂き、内容もとても濃く満足できました。ぜひ楽しみに参加してください！！ 

 

2級  Ｍ・Ｔ様 大阪府大阪市 女性 43歳 エステティシャン  

オイルなど何も使わないヘッドマッサージを習得したくて受講しました。 頭皮からリフトアップ効果が期待できるので

今のメニューと組み合わして更にお客様に喜んで頂けると思います。 先生お二人とも人柄がとても良く楽しく学ばせて

頂きました。  

★今後、参加される方へのメッセージ★  

きめ細やかな指導を受けられるので、疑問点を残さず終了できるので安心して受講できると思います。説明の際、先生の

手技の体験できるのでとても良かったです。 

 

2級  村上様 大阪府大阪市 女性 35歳 セラピスト  

テキストなどとても見やすく、骨・筋肉の名称など分かりやすく説明してもらい勉強になったし、アドバイスに取り入れ

ていこうと思います。 施術も細かく丁寧に教えてもらい、復習もしてくれたので明日から早速サロンで実践していきま

す。 フェイシャルのプラスにヘッドマッサージがあれば、Ｗでのリフトアップ効果・エイジングケアになると思ってい

るので、次回はデコルテも含む 1級に来ます。  

★今後、参加される方へのメッセージ★  

遠方でも来たら絶対に為になるので参加しましょう(^o^) 

 

2級  匿名 三重県鈴鹿市 男性 28歳 整体師  

普段お店でヘッドマッサージをしていましたが、今回講座を受けてより細かいところや詳しいところを教えてもらい勉

強になりました。 知識面でもそうですが、とくに技術面で知らない手技を教えていただけたので、さっそく自分のお店

に帰ったら練習して実践で使えるように精進したいと思います。  

★今後、参加される方へのメッセージ★  

経験者の方でも参考になる手技などもありますし、未経験の方でも頭は身体に比べて効かせやすい箇所なので身近な人

にやってあげたいと思っている方は、ぜひ参加した方が良いと思います。 

 



受講生の感想 

 

2級  H様 和歌山県 女性 50歳 主婦 

覚えが悪くてどうなる事かと思いましたが、すごく丁寧に教えて下さり、ありがとうございました。グループレッスンで

したが個人レッスンみたいで圧の加え方や力の方向など、その都度チェックしてもらえてとても良かったです。 

★今後、参加される方へのメッセージ★ 

絶対自分の物にできるまで指導して下さるので安心して参加して下さい！！ 

 

 

ダブル受講 Ｋ様 大阪府大阪市 女性 33歳 会社員 

講座内容は思っていた以上に内容の濃いものですごく勉強になりました。 実習でもわからないポイント等をすぐ聞くこ

とができたので、そこまで不安にはなりませんでした。 講座後、自宅で繰り返して学習できるものや、実際お客様から

の質問でよくあるもの等、リストで頂けるため、これっきりで終わりといった不安がなく安心できました。  

★今後、参加される方へのメッセージ★ 

少人数で細かいところまで教えて頂けるので、満足できる講座だと思います。 

 

ダブル受講 細江様 石川県 女性 35歳 足つぼサロン経営  

頭だけでものすごく内容の濃い理論や手技があって、とてもびっくりしました。 覚えるのは、大変ですが知識を知った

上でお客様に施術すれば効果が全然違うと実感しました。これから少しでも多くのお客様に習った技術を提供していけ

るようにしたいと思います。 とにかく奥深いです！！ こちらで習って良かったです。  

★今後、参加される方へのメッセージ★   

これからの時代は、ますますパソコンなどで目や肩が疲れ、さらにストレスが増えていく人が多くなるので、この技術

を覚えておけば、きっと役に立つと思います。ご家族や自分の為にも。 

 

ダブル受講 長尾様 愛知県名古屋市 女性 23歳 アルバイト  

初めはドキドキして、全く経験も無かったけれど分かりやすい説明で、リラックスして受ける事ができました。これか

らの仕事や独立開業の為になることをたくさん学べて受けてよかったと思いました。これからも練習してもっと上手に

なろうと思います。  

★今後、参加される方へのメッセージ★  

まず何から始めていいかわからない、どの情報が正しいか分からない。という方におすすめの講座だと思います。 

 

ダブル受講 H・M 島根県出雲市 女性 27 歳 ヘッドスパサロン経営  

色々な講座に参加した事がありますが、この 2day 講座は、とても内容が濃かったです。理論もしっかり説明され、手技

もたくさんで覚えられるか心配でしたが、最後には、みんな形になっていたと思います。少人数で楽しく 2日間学べる

事が出来ました。  

★今後、参加される方へのメッセージ★    

少人数なので、しっかり先生にアドバイスもしてもらえ、フォローもしっかりしているので参加して良かったです。 

 

 

ダブル受講 匿名 愛知県春日井市 女性 37 歳 会社員  

リラクゼーションのお仕事の経験もなく、本当に自分にもできるのか心配でしたが、受講日前にもメールで質問をお送

りしたところ、とても丁寧な返信を頂き、不安な気持ちを減らして頂きました。ありがとうございました。受講中も、

できていない所をすぐ聞けて多少は習得できたのかな？と思います。  

★今後、参加される方へのメッセージ★ 

今回、初心者は私だけでしたが先生も他の受講生の方も優しく教えて下さり本当にありがたかったです。迷って申し込

みましたが受講して良かったです。 

 

ダブル受講 後藤様 群馬県高崎市 女性 35 歳 独立希望  

ぎこちなく不器用な中、親切にご丁寧に教えていただきありがとうございます。 集客の時に、この言葉を入れるとよ

いとか、このようなお客様には、こういうアドバイスを。と実践に向けて教えていただけたので、とても勉強になりま

す。 たくさん頭をさわり現場に出られるようがんばります。2日間本当にお世話になりましてありがとうございます。  

★今後、参加される方へのメッセージ★ 

細かなアドバイス、実践に向けたアドバイスで、ためになりました。あとは、自分の練習次第だと思うので、自分のお

店・サロンを意識しながら参加すると色々とイメージできるのだろうなと思いました。 

 

ダブル受講 村瀬祐子様 岐阜県可児市 女性 38歳 会社員  

家族や知人にマッサージしていると、頭痛持ちの方が意外に多いので、今回学びにきました。専門的な話や初めて聞く

話も多く、勉強になりました。とりあえず、施術の流れだけなんとか覚えた(!?)だけなので、圧のかけ方、指の動かし

方(皮膚のとらえ方)、細かい所は DVD等で復習します。  

★今後、参加される方へのメッセージ★   

駅やホテルも近く、交通の便も良かったので、遠方から来ましたが、そこまでの疲労はありませんでした。講義中にマ

ッサージのモデルにもなっているので、脳の疲れもとれたのかもしれません。 

 

 



受講生の感想 

 

 

ダブル受講 M.H 福岡県 女性 30代 開業予定  

あっという間の二日間でした。内容はみっちりで覚えることはたくさんありますが、とても勉強になる濃い内容でし

た。優しい先生で細かいアドバイスもしていただき他の受講生も優しい方達でとても楽しい時間でした。練習をたくさ

ん重ねて自分のものにし家族にしたり将来セラピストとしてメニューに取り入れられるように頑張ります。  

★今後、参加される方へのメッセージ★    

迷われている方は是非受けて下さい！！私は福岡からでしたが受講して良かったです。 

 

ダブル受講 Y・H 広島県福山市 女性 50 歳 セラピスト  

とても楽しく学べた 2日間でした。理論を非常に丁寧に教えていただけたことに感動しました。先生お話の引き出しが

たくさんあって、いろんなたとえに置きかえて説明して下さるので、すんなり頭に入りました。ひとつひとつの施術の

意味がよく理解できました。 これから、もっともっと精度を上げて満足して頂けるよう頑張りたいと思います。  

★今後、参加される方へのメッセージ★ 

先生が気さくな方でとても楽しく勉強できます。 理論も実技も、とても中身の濃いものなので、とても良いと思いま

す。 絶対おススメです！！ 

 

ダブル受講 K・M 鳥取県鳥取市 女性 50 歳 自営業  

理論も手技も細かくしっかりと教えていただきました。もうひとつのところの講座と、こちらとどちらをうけようかと

迷っていましたが、こちらで教えていただいて良かったです。 アフターも少人数であるようで、そちらもうれしいで

す。 帰ってからも DVDをみながら練習して早くお客様に喜んでいただけるように施術ができたらと思います。  

★今後、参加される方へのメッセージ★ 

同じ時に参加したメンバー同志、仲良くなって楽しく講習がうけられますヨ。 

 

ダブル受講 矢口様 長野県大町市 女性 28 歳 開業準備中  

はじめすごく不安でしたが、ていねいにわかりやすく教えて下さり、とても楽しかったです。早く技術を習得して開業

したいです。  

★今後、参加される方へのメッセージ★  

私は長野からの参加で夜行バスできましたが、朝つらかったです…遠くから来る方は、余裕をもって前日来た方がいい

です。 とても楽しい講座なので是非来て下さい！ 

 

ダブル受講 西村彩様 大阪府寝屋川市 女性 32歳 会社受付  

以前、耳ツボジュエリーの資格をとったので、他にもできることを増やしたいと思い、小顔など耳つぼと同様の効果が

得れそうなヘッドマッサージを学んでみたく受講を決めました。練習を重ねて、いつかサロンを開けたらいいなと思い

ます。  

★今後、参加される方へのメッセージ★ 

未経験でも丁寧に技術を教えていただけ、とてもわかりやすいです。どうせ学ぶならデコルテなど 2日の講座の内容も

知りたいと講習しました。すごく楽しいのでオススメです。 

 

ダブル受講 H・S 鳥取県米子市 男性 42 歳 自営業  

リンパ・カイロなどのしておりヘッドマッサージを取り入れた施術院を開業したいと考え参加しました。難しいと思っ

ていましたが、なんとかなりました。あとは練習あるのみです。練習して開業に向けて頑張りたいと思います。  

★今後、参加される方へのメッセージ★  

開業の相談もできたので満足しています。ヘッドセラピストとして第一線で活躍されている先生に直接相談できるので

悩んでる方は参加すると心が晴れますよ！ 

 

ダブル受講 中西様 大阪市天王寺区 女性 33歳 鍼灸師  

２ｄａｙ講座に参加して、すごく解りやすくて、何回か練習をすると、すぐに施術が出来そうな所が良かったです。 

ヘッドマッサージで、色々な人を癒したいです。 理論もとてもよく理解する事が出来て、楽しかったです。  

★今後、参加される方へのメッセージ★  

２日間でヘッドマッサージのメニューが習得できるので、忙しい人にピッタリです 

 

 

ダブル受講 山本様 千葉県 女性 33歳 会社員  

未経験でしたが、先生方が親切に教えてくれて、楽しく授業を受けることができました。 ありがとうございました。 

練習会にも参加して、もっとスムーズに施術ができる様になりたいです。 ２ｄａｙ講座に参加して本当によかったで

す。是非、東京校も作っていただきたいです！！  

★今後、参加される方へのメッセージ★ 

未経験でも気楽に参加できる講座だと思います。 そして、絶対に２ｄａｙ講座がいいと思います。 

 

 

 

 



受講生の感想 

 

ダブル受講 わたなべ様 島根県 女性 45歳 会社員  

以前から興味がある事でしたので、講座を受講でき大変良い経験でした。 実技も勉強になりました。 先生方も素敵な

方で、受講された方々も良く、楽しい２日間でした。 ありがとうございました。  

★今後、参加される方へのメッセージ★ 

良い環境で受講でき、素晴らしい体験ができると思います。  

 

 

ダブル受講 Y子様 島根県 女性 46歳 会社員  

とても内容の濃い講座でした。 全く未経験でしたが、修了時には何とか形になったと思います。 今後、少しずつ経験

を積んで、将来は開業出来る様頑張ります。 ２日間ありがとうございました。  

★今後、参加される方へのメッセージ★ 

未経験でも、とてもわかりやすく教えていただけます。 手に職をつければ自信もつきます。 

 

 

 

ダブル受講 匿名 大阪府大阪市 女性 47歳 主婦  

とても楽しい２日間でした。ありがとうございました。 頭のことだけでなく、体全体のことをいろいろ教えてくださる

ので、とてもありがたかったです。 ヘッドマッサージの練習の時は、先生お二人が細かい部分まで見てくださってい

て、その都度アドバイスをしてくださいました。 一緒に受講した方々もみなさん良い方で、２日間でお別れするのがと

ても寂しかったぐらいです。 本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。  

★今後、参加される方へのメッセージ★  

２日間で、思った以上の知識と技術を習得できます。 親切でアットホームなスクールです。  

 

ダブル受講 まき様 大阪府泉南市 女性 41 歳 アロマセラピスト  

2 日間とてもじっくりと学べました。 ヘッドマッサージの奥の深さに驚きましたが、リラックスした雰囲気で緊張せず

に、集中して練習ができました。 先生方も、とても優しく質問しやすい雰囲気を作ってくださいました。 受講者の皆

さんと交替で練習をさせていただいたので、2 日間で色々なタイプの方の経験ができたのが良かったと思います。  

★今後、参加される方へのメッセージ★ 

復習用の資料なども充実していて、修了後も自宅で練習ができて、しっかりと身につけることができると思います 

 

ダブル受講 匿名 東京都中央区 女性 37歳 会社員  

少人数制なので丁寧に教えて頂くことができ、とてもよかったです。 開業したい人向けのアドバイスや小ネタなども

盛り込まれていて、講義が楽しかったです。脳疲労や VDT症候群について等の知識も覚えることができて、広がりがあ

りました。 マッサージの DVDや開業支援 CDのおまけも有難いです。  

★今後、参加される方へのメッセージ★ 

プロの技術を学べるのでかなりお得だと思います。また、自分もそうですが、大阪以外からの参加者も多く、すぐにな

じめました。 開業を考えている人には、DVDや開業支援ツール含め、かなりよいコースだと思います。 

 

ダブル受講 匿名 滋賀県大津市 女性 40歳 セラピスト 

今までサロンで行っていた施術に取り入れたいと思い受講しました。力加減や圧の方向など、細かくわかりやすく教え

ていただきました。座学も、先生のお話がおもしろく、楽しく学ばせていただけて良かったです。受講を決めるまでは

けっこう迷いましたが、受講して良かったと思います。練習を重ねて、お客様に施術できるようにしたいです。またぜ

ひ練習会にも参加したいです。ありがとうございました。 

★今後、参加される方へのメッセージ★ 

一人ひとり丁寧に見て下さるので、最初不安でも大丈夫だと思います。充実した時間になると思います。 

 

ダブル受講 まこと様 長崎県一岐市 女性 41歳 主婦 

エステティシャン歴 10年程ですがブランクも 10年くらいです。 開業を目指して、以前から興味があったヘッドセラ

ピーを学びたいと思い色々なスクールのＨＰを見て、技術も営業についてのことも、こちらがじっくり本格的だと感じ

て選びました。 自己流で人にしたりしていましたが、1日目からここを選んで正解だと安心しました。思っていた以上

に気持ちがいい技術でなのでうまい人にしてもらったらリピーターさんが出来る！と思いました。がんばります。  

★今後、参加される方へのメッセージ★ 

習うならここです！！ 

 

ダブル受講 K様 兵庫県尼崎市 女性 29 歳 自営業  

頭と身体のつながりにビックリの連続でした。 身体を触って人を癒してきましたが、頭をしっかり触り、ほぐす事で身

体の中からもアプローチ出来る事が学べ、今までの考え方と 180度変わった気がします。 以前からヘッドマッサージに

興味はあったものの、専門的に学べる所が無かったので、あきらめていました。今回学んだことをこれからのお店作り

に取り入れ、他のリラクゼーション店とは、ひと味もふた味も変わったサロンにしていきたいです。  

★今後、参加される方へのメッセージ★  

目からウロコの 2日間でした。深い所までじっくり教わる事ができ、さらに分からない所なども、丁寧に教えていただ

きました。とっても得るものの多い内容ですので、迷われている方は是非受講されてみて下さい。 



受講生の感想 

 

3 級 細井様 兵庫県姫路市 女性 45歳 整骨院受付  

ヘッドマッサージにアロマオイルを加える事でリラックス効果がかなり期待できると思いました。 １つ１つ丁寧に指

導してくださり、大変勉強になりました。  

 

Q．ヘッドマッサージオイルの使用感はどうでしたか？  

オイルなのにベタつき感が全く感じられず肌にスッーっとなじんでいき、その後はしっとりした感じでした。  

Q．香りはどうでしたか？  

ほのかに甘く、そのなかにもペパーミント、ユーカリなどの爽快感ある香りでとてもリラックスできる香りだと思いま

す。  

Q．効果は期待できますか？  

この香りでしたら脳がリラックスでき、頭痛やイライラ感などといった症状に特に期待できると思います。  

 

 

 

 

3 級 りゅうたろう様 静岡県浜松市 男性 37歳 会社員  

ヘッドマッサージ講座を受けてからの受講でしたがアロマの知識も得ることができ、ヘッドマッサージの復習もできと

ても充実した１日でした。 女性はもちろんですが、男性にも興味を持つ方がいると思うので、多くの方に広められる

よう練習していきます。  

 

Q．ヘッドマッサージオイルの使用感はどうでしたか？  

思った以上にベタつき感が無く頭皮や首や手などの皮膚への浸透が良くとても使いやすかったです。  

Q．香りはどうでしたか？  

とてもさわやかで上品な香りでした。香りが強すぎないところも良かったです。  

Q．効果は期待できますか？  

ベースオイル、エッセンシャルオイルの特性を知る事ができ頭皮のケアに期待できると共に気分転換などにも有効だと

思います。 

 

 

 

 

3 級 山岡様 三重県鈴鹿市 女性 28歳 耳ツボセラピスト  

とてもわかりやすい説明で大満足です。 耳つぼピアスを施術されるお客様へのマッサージとして取り入れる予定です

が、アロマヘッドセラピーだけのコースも作ろうと思います。 先生方が明るくアットホームなサロンでとても安心し

ました。 いつか、2・1 級も受講します。  

 

Ｑ．ヘッドマッサージオイルの使用感はどうでしたか？  

ベタベタせず、とても良かったです。 通常の 3倍量のオイルを使って練習したそうですが、終わってからも気になり

ませんでした。  

Ｑ．香りはどうでしたか？  

きつい香りは苦手だったので心配していましたが、ほんのり香る程度で施術されている間も癒されました。  

Ｑ．効果は期待できますか？  

マッサージで血行が促進されているのを実感できました。 続けて施術されているうちに、だんだん眠くなってきたの

で、不眠の人にイイなと感じました。 

 

 

3 級 太田様 宮城県仙台市 女性 42歳 セラピスト（自営）  

新しいメニューを考えておりました。 以前に頭ほぐしのセミナーは受講しましたが、オイルを使ったアロマヘッドセ

ラピーの洗い流し不要は、とても興味があり今回受講しました。少人数でのセミナーですし、わからない所も質問でき

とても充実した時間をすごすことができました。近ければトレーニングに通いたいのですが、又機会があれば参加した

いと思います。  

Q．ヘッドマッサージオイルの使用感はどうでしたか？  

とてもさらさらしていて、ベタつきもなくきになりませんでした。夏に汗をかいた時の方がベタついているかも。それ

くらいさらさらしていて、あつかいやすいと思います。  

Q．香りはどうでしたか？  

ベルガモットの香りが苦手の方は、少ないと思うのでとてもよいと思います。私は好きです。ただ、柑橘系の香りが苦

手な方は、違う香りがいいかも。香りがない方がいい方とか。  

Q．効果は期待できますか？  

リラックス効果は、とてもありました。施術する側もとてもよい香りなので気持ちよく施術できます。仕事帰りの男性

や汗をかいた後でも、いい香りなので気にせず施術できると思います。首はオイルで流してほしいというお客様が多か

ったので効果を期待したいと思います。  

 



参加方法・規約・免責事項 

下記の内容をよくお読みいただき、同意のお申込みくださいませ。  

 

≪確認事項≫ 

◆リラクゼーションを目的とした施術です。国家資格ではありません。◆受講には入会・登録等の手続きは必要ありません。 

◆受講料は、テキスト代を含みます。WEB サイト記載されている料金の総額以外に費用は一切かかりません。◆入会金・更新費など一切

かかりません。◆受講後、協会に無料でご登録いただけます。◆卒後の練習会・イベント参加・認定試験は費用がかかります。  

 

≪ご受講までの流れ≫ 

・お申込みはＷＥＢサイトのお申込みフォームから行えます。【ヘッドライフ（http://www.headlife.org/）】 

・受講料はお申し込み後３日以内に指定の口座にお振り込みください。 

・誠に恐縮ですが 振込手数料はご負担のうえ振込送金でお願い致します。 

・領収書は銀行お振込み時のご利用明細に代えさせて頂きます。 

※受講料は、完全前払い制です。当日払いは受付けていません。   ※テキストの再発行は、20,000円+税が必要です。 

 

【振込先】 

三井住友銀行 大阪中央支店 （普）８３８２８０６  カ）ヘッドクリック  

 

≪キャンセルについて≫ 

・開講３日前までにキャンセルの場合 100％返金致します。 

・開講２〜１日前までにキャンセルの場合 50％返金致します。 

・ご返金の際は事務手数料等（1,000円+税）と振込手数料を差し引きます。 

・当日キャンセルのご連絡については、全額をキャンセル料として申し受けます。 

・無断キャンセルの場合は全額ご請求致します。予めご了承ください。  

 

■持参するもの                             ■当日の服装   

・筆記用具 ・フェイスタオル ・飲み物はご自由にお持ちください。     ・動きやすい服装 

 

■注意事項 

・会場には 15分前より入室できます。 

・他の受講生に私的なセールスや勧誘は禁止です。 

・質疑応答などで講座時間が 30分以上超過する場合がございます。時間に余裕をもってお越しください。 

・頭髪にハードワックス・スプレーなどをつけないようお願いします。 

・ビアス・ネックレスは外して頂きます。貴重品の管理は自己責任でお願致します。紛失、盗難等の責任は一切負いません。  

 

≪その他≫ 

・遅刻・早退・途中の帰宅などを前提としての参加はできません。 

・少人数制とはいえ、グループレッスンのため、授業の進行が遅れる場合がございます。お時間に余裕を持ってお越しくださいませ。 

・会場内での携帯電話などを含む、カメラ・録音録画機器での撮影・録音・録画は 固くお断り致します。 

・テキスト・資料等の再配布は致しません。 

・天候不良等の不可抗力のため講座が中止になる場合がございますので、お問い合わせください。 

・主催者側の事情で中止や変更になることがあることをご理解下さい。 

・主催者側の事情で中止となった場合には、お支払いいただいた参加費の全額をお返しいたします。  

 

≪昼食について≫ 

昼休憩は約１時間ございます。お弁当をお持ちの方は会場でご飲食ください。お持ちでない方は近くの飲食店・コンビニ等をご利用く

ださい。  

 

≪駐輪場・駐車場について≫ 

当ビルに駐輪場はございません。専用の駐車場はございません。近くのコインパーキングをご利用ください。 ビジネス街のため、平日

は大変込み合い満車の可能性があります。車でお越しの方はお早めにお越しください。  

 

《販売・提供する情報の著作権について》 

 当社が販売及び提供する情報は著作権法で保護されている著作物です。著作権は株式会社ヘッドクリックに属します。下記の点にご注

意下さい。 

•テキスト資料等の全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

•著作権等違反の行為やその他の不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず

法的手段による解決を行う場合があります。 

•販売・提供する情報は、作成時点での著者の見解です。著者は情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。事前許可を得ずに

誤りの訂正を行います。 

•販売・提供する情報に万一誤り、不正確な情報等がありましても、著者と運営に関わる関係者は、一切の責任を負わないことをご了承

願います。 

•販売・提供する情報を利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者と運営に関わる関係者は、一切の責任を負わない

ことをご了承願います。 



講座会場・アクセス 

 

大阪会場  

 

〒541-0044  

大阪市中央区伏見町 2-2-10谷ビル 5Ｆ・6Ｆ・７F  

TEL 06-6203-6611 

 

北浜駅 6番出口より徒歩 1分 

淀屋橋駅 11番出口より徒歩 7分 

 

 

 

 

 

 

東京会場 

  

〒105-0003  

東京都港区西新橋 2丁目 5-1山引ビル 2F  

TELお申し込み後にお伝えする携帯番号 

 

新橋駅烏森口より徒歩 6分  

虎ノ門駅１番出口より徒歩 5分 

 

 

 

 
 

お問い合わせ先 

 
日本ヘッドセラピスト認定協会 

 
公式ＷＥＢサイト（お問い合わせフォーム） 

日本初！ヘッドスパ・ヘッドマッサージの情報ポータルサイト【Head Life】 

http://www.headlife.org/ 

 

TEL 

06-6203-6611（担当者：江口） 

 

MAIL 

therapist@head-click.info 

 

運営会社 

株式会社ヘッドクリック 

大阪市中央区伏見町 2-2-10谷ビル 5Ｆ・6Ｆ・７F  

TEL 06-6203-6611 

 

各講座の日程・お申し込みはＷＥＢで 
 

 

 

 

本資料の内容は、予告なく変更される場合があります。また、資料に記載された情報が最新の情報ではない可能性があり

ます。最新の情報につきましては公式ＷＥＢサイト【ヘッドライフ（http://www.headlife.org/）】でご確認ください。 



1 級 2級 3級を同時に受講するトリプル受講がオススメです！ 

 

未経験者歓迎！ 
 

 



1 級 2級を同時に受講するダブル受講がお得です！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未経験者歓迎！ 

今だけ開業支援が無料！ 
 

 

少人数制のためお早めに！ 

講座日程・お申込みはＷＥＢで 

↓ ↓ ↓ 
 

 
 

 



自宅開業・週末起業・副業 etc 

 

 

自分のサロンを持ちたい！というあなたへ独立開業の際に役立つ資料を CD-R にまとめました！ 

 

その１ 頭専門店のカウンセリングシート  

 

開業を目指して受講される方や現役サロンオーナー様から「受付票のコピーをさせて下さい！」と以前より多くのご要望を頂い

ておりました。今まではお断りしていましたが「頭ほぐし専門店 atama」のロゴを省くことで皆様のご要望にお応えすることが

可能となりました。ぜひ、ご活用くださいませ。  

 

●表面には、お名前、年齢、電話番号、住所、メールアドレス、ご来店のきっかけ、禁忌項目、頭痛セルフチェック、頭と体の

イラストなど、裏面には、お客様への確認事項と免責事項、施術同意の署名欄、スタッフのチェック項目、備考欄などイラスト

を交えて記載しています。  

   

その２ 予約台帳  

 

サロンに合わせてスタッフ数 1～4人まで対応できるサロン予約台帳です。  

Excelファイルで自由に書き換え可能！営業時間・スタッフ名・記入項目はご自身に合ったものにアレンジできます。  

   

●実際に記入したサンプルを付属しています。記入例を見れば誰にでもわかる内容でとても簡単♪どうぞご安心ください。  

   

その３ 開業設備、備品リスト（210個）  

 

はじめて独立開業する際は、何から行っていいのかわかりません。そこで、「頭専門店」で実際に使用している備品をリストア

ップしてみました。その数、なんと２１０項目！  

   

●商品名 210個と数量・金額・購入先・備考欄の記入が行えます。ご購入先は、インターネットなどを活用してご自身でお決め

いただくか当協会にご相談ください。  

   

その４ 雇用契約書  

 

まずは、お一人様でサロンをやると良いですが、お客様が溢れかえってしまうことも十分にあります。経営が軌道に乗ってスタ

ッフを雇うと無限の可能性が広がり、その分だけ社会に貢献できるというのが経営者の醍醐味です。そんな時に必要になるのが

「契約書」です。雇用形態に合わせて 3種類ご用意しました。もちろん書き換え可能！ご自身のサロンに合わせてご活用くださ

い。  

 

●１、社員用契約書 ２、アルバイト用契約書 ３、業務委託契約書（歩合用）  

 

その５ 妊婦への同意書  

 

「妊婦さんお断り」のマッサージ店が多い中で「ヘッドマサージは頭だから大丈夫では？」と思われるお客様が多く需要が多い

のは確かです。頭部には自律神経系のツボが多いためヘッドマッサージを行うと体調が変化しやすくなります。何かあっては困

りますので妊娠時のヘッドマッサージはお勧めしませんが、施術する場合はリスク等を必ず説明し、必要事項をご記入していた

だいた上、ご署名をいただきましょう。  

   

●妊婦さんに施術サービスするかは、自己判断・自己責任で行ってください。  

 

 

 ※ＣＤ－Ｒの内容は、予告なしにバージョンアップまたは、変更する場合があります。予めご了承ください。最新の情報につ

きましてはＷＥＢサイトの情報を優先します。 



 
 

その６ 頭痛マニュアル（スタッフ用）  

 

頭痛はいろんなタイプのものがあり、「施術 OKの頭痛・施術 NGの頭痛」があります。一生懸命に良かれと思って行った施術で

お客様に苦痛を与えることもありますので、リラクゼーションセラピストが最低限知っておきたい頭痛に関する知識をマニュア

ル化しています。「危険な頭痛」の見分け方がすぐにわかる！ スタッフ教育にこの一冊をお使いください。  

   

●A4サイズ 全８ページ  

≫タイプ別 頭痛チェック項目 45個 ≫頭痛の種類・原因・予防法 ≫危険な頭痛 ≫頭痛を悪化させる食品 ≫頭痛に良いハ

ーブ ≫頭痛に効く漢方薬  

   

その７ 頭痛チェックシート（お客様用）  

 

頭痛のタイプにより施術をお受けできない場合があります。また、お受けできても頭部の筋肉は薄く、血管や神経がデリケート

なため、施術後に症状が一時的に悪化する可能性があります。カウンセリング時にチェックしていただくことでリスクを最小限

にする「頭専門店の必須ツール」です。一覧で”実例”をご覧いただくのでお客様が忘れていたことまで思い出すことがあった

り、このお店なら専門的なので大丈夫と信頼をいただくこともできます。 この用紙は、お客様にサインをいただくことで承諾

書としてもご利用可能です。  

 

●店舗側のリスク回避として必ずご利用ください。  

   

その８ 眼精疲労チェックシート（お客様用）  

 

ご存知ですか？目の疲れには「眼精疲労」と「疲れ目」の 2種類があります。ヘッドマッサージのご利用者の大半は、肩こり頭

痛に合わせ眼精疲労や疲れ目をお持ちです。お客様の状態を少しでも把握し適切な施術やアドバイスを行いたいと思うのが私た

ちプロのセラピストです。新人スタッフでも簡単にカウンセリングが行える便利なツールとなっています。  

   

●眼精疲労解消コースなど人気メニューの時に使用すると喜ばれます。  

   

その９ 頭と顔のツボ一覧  

 

頭には沢山のツボが点在します。ヘッドマッサージの質や効果を高める上でツボは重要なポイントです。プリントアウトすれ

ば、お客様へのアドバイスやカウンセリング時に使える・セルフケアの参考プリントとしてお持ち帰りいただける内容になって

います。  

   

●70個以上のツボの名称、位置 、効果ついて解説しています。一生使えるツボの一覧表となっています。   

   

その 10 お客様 100人に聞きました！  

 

ヘッドマッサージ専門店のアンケート結果 

「ヘッドマッサージについて」 「ヘッドマッサージとセットで受けたいメニューは？」 サロンづくりにとても重要な情報が満

載です。頭専門店にはどのようなお客様が来店されているのか？お客様は何を求めているのか？顧客満足を得る方法、リピート

率を上げる方法、人気サロンになる方法をこの資料をもとに分析してご活用ください。この資料だけでも数万円の価値 はあり

ます。  

   

●うまく活用すれば、無駄のない経営が行えるためスムーズに軌道に乗せることができます。あなたの人生を安定させるリアル

なアンケート資料です。ぜひ、この宝の資料を手にしてください。 内容の詳細はＷＥＢでご確認ください。 


