大手企業＆職業訓練校でも開催！
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就職の面接にも役立つ！

接客マナー
プロ
講座
が教える

何を
話したら
いいの？

セラピスト
のための

お辞儀の時、

手は前で
セラピストとしての技術は
組むの？
マスターしたけれど、接客マナーは少し不安、
、、。
もっと言えば、お客様との会話や言葉遣いなどコミュニケーションは
もっと苦手、、、。そんなあなた！このセミナーに参加して、苦手意識を克服しましょう！

吉田先生は、いろいろな企業や職業訓練校でセミナーを開催されている
接客マナーの達人です。
そしてお客様の視点、店側の視点など、様々な視点を知っている吉田先生の
セミナーは、必ずあなたのセラピストとして、そして社会人としてのマナー
が備わり、お客様と接することの自信をつけてくれるセミナーです！

2017年

カリキュラム
合同企画（第 5 回特別企画セミナー）
アイ・セラピスト専門学院
日本手技療法セラピスト検定協会

12/18 月

定員
6名

※MTAA会
員
優先

会場：東京立川校・会議室
（マインドボディメンテナンスリセット）
東京都立川市柴崎町 2-5-3SOHO プラザ立川 308

時間：10：00 〜 16：30
参加資格＆参加費：MTAA 会員：5,000 円、

Step1

挨拶、基本姿勢、おじぎなどの訓練及び
お客様目線で考えること

Step2

接客話法、言葉遣い

Step3

金銭授受、電話応対の基本

Step4

接客コミュニケーション、お客様の心理

Step5

積極的傾聴によるカウンセリング技法など

アイ・セラピスト専門学院在校生：5,000 円、一般：15,000 円

東京立川校講師 吉田 結美先生

教育実績

※今回、合同企画のため在校生も参加可能！

心あるセラピストになってもらいたい
施術中は唯一のお客様とのコミュニケーション、
信頼はその時生まれます。
その時間を大切にするために伝えたいこと
。

○株式会社ダイエー ○シダックスコミュニティ株式会社 ○ダイヤ通商株式会社

○株式会社シュクレイ ○株式会社スタイリッシュボディ ○東京都立多摩職業能力開発センター

お申込みは日本手技療法セラピスト検定協会までお電話もしくは FAX にて。
TEL：078-945-7880 FAX：078-335-5651

接客マナー
指名のはいる
講座 セラピストへ
東京立川校講師

吉田 結美 先生

大手 企 業 ＆ 職 業 訓 練 学 校 で も 好 評
■カリキュラム
第一部・・・・・・・・・＜基本編＞
STEP1

挨拶・基本姿勢・お辞儀などの訓練
および「お客様目線で考えること」
STEP2

接客話法、言葉遣い
STEP3

「心あるセラピスト」に
なってもらいたい。

接客話法、言葉遣い
第二部・・・・・・・・・＜応用編＞

施術中は唯一のお客様とのコミュニケーション、
信頼はその時生まれます。
その時間を大切にするために伝えたいこと−。

■教育実績
○株式会社ダイエー

○シダックスコミュニティ株式会社

○ダイヤ通商株式会社

○株式会社シュクレイ

○株式会社スタイリッシュボディ
○東京都立多摩職業能力開発センター

2017.12.18

［月］

午前 10 時〜
午後 4 時30分

■会場

東京立川校・会議室
（マインドボディメンテナンスリセット）
東京都立川市柴崎町 2-5-3 SOHO プラザ立川 308

STEP4

接客コミュニケーション、
お客様の心理
STEP5

積極的傾聴による
カウンセリング技法など

定員

■参加資格＆参加費

6名

※MTAA会員
優先

MTAA会員 5,000円
アイ・セラピスト専門学院在校生 5,000円
一般 15,000円
合同企画（第 5 回特別企画セミナー）

アイ・セラピスト専門学院＆日本手技療法セラピスト検定協会

集客＆リピートに役立つ！

吉田先生は︑いろいろな企業や

職業訓練校でセミナーを開催されている

接客マナーの達人です︒

その達人から﹁最高の接客﹂を学べる

セミナーは︑あなたの顧客を増やす！

そしてあなたのファンを増やす！

お手伝いができると思います︒

技術はあるのに︑お客様の声を

きちんとヒアリングできていない︑

中途半端なカウンセリングで施術を

行ってしまうなど︑見渡すとそういった

セラピストはいます︒気持ちの良い接客は︑

お客様にも伝わります︒そしてしっかり

聞いてくれるセラピストは信用ができます︒

﹁次回︑またあなたにお願いしたい︒﹂

そう言われるセラピストを

一緒に目指しましょう！

指 名 №1 を 目 指 す！

プロが教える

自分も美しく、
お客様も美しく。

10/

22 Step1
・お肌の構造

女性の天敵
たるみを撃退！

・化粧品について
・お手入れの基本
・セルフケアの実践

10/

大人気セミナーが
神戸で開催！！

23 Step2
・クレンジング
・マッサージ

・洗顔
・整肌

オールハンドの
トリートメント技術及び
リフトアップテクニック
一見のお客様も
見込める

α（

（

プラス
アルファ

リフトアップ 全 2 回 シリーズ
フェイシャルトリートメント
セミナー

いつまでも、きれいでいたい女性の為の施術です。リンパケアによるスッキリとしたフェ
イスラインと頬のリフトアップを体感しましょう。ドライヘッドでは肩まわりへの筋肉に
働きかけるツボも学びます。フェイシャルとドライヘッドでよりもっとを目指します。
お客さまの声
50 代保育士 / 忙しくて自分ではお手入れする暇がないからここに来てやってもらうと肌がもちもちになって若返るんです。
40 代 OL / 同僚に最近美容院変えたの？髪がきれいだね。と、言われてびっくりしちゃった。
30 代 OL / 婚活の合コン前にやってもらいます。肌が明るくなって化粧ののりがよくなるの。第一印象が大事なので。

2018 年
Step1
Step2

10/22（月）
10/23（火）

○時間：10：00 〜 15：30
○会場：神戸校
神戸市中央区栄町通 1-1-24-3F

○参加費：MTAA 会員 9,000 円
一般参加 30,000 円

※参加費はセミナーごとにお支払下さい

○持ち物：メイク道具

※今回セミナーにあたり受講生同士で施術しあいます。クレンジング、マッサージともオイルを
使います。フェイシャルマッサージで赤みがでるような敏感肌の方、化粧品も反応がでやすい方
は事前にお申し出ください。

吉田 結美先生

筋肉の運動点を使った
施術セミナー
筋肉をすばやく弛めることができる
アプローチ方法を
学びます。
僧帽筋、腰方形筋、大腰筋、
大腿四頭筋、ハムストリングなど
各筋肉にアプローチすることで、
素早くゆるめることができます。
分かりやすく丁寧に
お教えしますので
一緒に勉強しましょう！

術者の知識を広げて
患者さんのツライ症状
を和らげよう！

2019 年

1月 20日

日

○時

間：10 時 00 分〜 13 時 00 分

○会

場：東京立川校（マインドボディメンテナンスリセット）

東京都立川市柴崎町 2-5-3SOHO プラザ立川 308
○参加資格：MTAA リンパマッスルライセンス所有者
○参加費：MTAA 会員 7,000 円

吉田

結美 先生

・アイ・セラピスト専門学院
東京立川校 講師
・マインドボディメンテナンス
リセット院長

筋肉の運動点を使った
施術②【主に下半身の筋肉】
筋肉をすばやく弛めることができる
アプローチ方法を学びます。
「上肢編」セミナー受講者の声！
今日は素早く筋肉をゆるめる、の「素早く」が知りたくて来ました。実際自分がすぐにゆるん
だのでめちゃくちゃびっくり＆感動しました。現場ですぐ使えるカンタンさも良かった。
滋賀から来て良かったです。肩が上がるようになりました。
今日は本当に来てよかったです。正直こんなに自分自身ですぐに「あ！やわらかくなってる！」
なんて思うと思っていなかったのでとても充実感で帰れます。とってもうれしいです！まだま
だ不安もありますが先生と話せて気持ちが楽になりがんばろうと気力がわきあがりました！

運動点を知る事によって筋肉のゆるみが良くわかり、温かさもつたわってきていたのでかなり
目からウロコでした。人体のフシギを目の当たりにしました。ありがとうございました。

○時 間：10 時 00 分〜 13 時 00 分
○参加費：MTAA 会員 7,000 円
○参加資格：MTAA リンパマッスルライセンス所有者

施術に使えるストレッチ
前半は施術時に使えるペアストレッチ。後半はお客様に
アドバイスできるセルフストレッチを学びます。
○時 間：14 時 00 分〜 16 時 00 分
○参加資格：一般参加可能
○参加費：MTAA 会員 3,000 円、一般参加 30,000 円

2019 年

4 月7日 日

〈共通〉

○会

〈講師：吉田

結美 先生〉

・アイ・セラピスト専門学院
東京立川校 講師
・マインドボディメンテナンス
リセット院長

場：東京立川校（マインドボディメンテナンスリセット） 東京都立川市柴崎町 2-5-3-308

