
relaxation salon Ｎ°572 セラピストスクール

プロ向け小顔セラピストスクール 
kyoto　/　tokyo
 河原町　　　　  表参道

整顔・小顔美矯正 講座
整顔オステオパシーとmaki式瞬間リフトアップ術が同時に習得できる

この講座は痛みのない整顔オステオパシー（骨格療法）とＮ°572オリジナルのmaki式瞬間リフトアップ術を
組み合わせた、当スクールでしか学ぶことのできない小顔矯正です。 
なぜ頭蓋骨が歪むのか、構造・理論もお伝えし、歪みの見方から、むくみ、たるみなどお客様からの要望が多い
美容効果の施術法まで修得していただけます。 

注）この講座はプロ向けレッスンとなっております。初心者で受講をご希望の場合はお問い合わせください。

「一度で効果的な小顔術を知りたい」 

「痛くない小顔矯正を修得したい」

プロ  : ３年以上の施術経験をお持ちの方。（セラピスト・エステティシャン・整体など） 
　　　　　　　　　　　　　　　 小顔の資格をお持ちでなくても受講可能。
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before  after
施術効果

・施術の効果（記載のないものは一回での効果） 
・効果には個人差がございますが、９９%のお客様が変化を実感。 
・光の入り方により色味が異なりますが、お顔修正はしておりません。 

効果は見た目の美容面はもちろんの事、健康面、精神面と多岐にわたります。 
それは頭蓋骨が歪むことで目に見えない不調をきたすということ。 

歪みによって圧迫されていた血液や神経、リンパ液や脳脊髄液の循環が、矯正によって解放・促進され、 
手で触れていない身体の不調にまで改善の効果をもたらしてくれます。 

（効果には個人差がございますが、一度でも効果はあり、続けていただくことでより効果的です。） 

～お客様に実感いただけた効果～ 

リフトアップ・むくみ・くすみ・たるみ・しわ・ほうれい線・フェイスアップ・二重顎・顎関節症・歪み・小顔・美肌・
まぶたのたるみ・眼精疲労・アンチエイジング・頭痛・不眠症・自律神経失調症・冷え性・腰痛・ストレス・代謝アップ・

ホルモンバランスの改善・免疫力アップ など
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voice
受講生・お客さまのお声

受講生からのお声

30代・リラクゼーションサロン経営 / 2dayコース受講 

小顔矯正の技術は難しいかと思っていましたが、マンツーマンレッスンのおかげで、疑問点はすぐに解消
でき、２日で効果を出せるようになりました！すぐに使える技術も多く、何より変化がすごいです！　　　　　　　　　
また一つ人気メニューが増えそうです。お客様の年齢や肌質に合わせて変化させる技術も教えてもらい、　
技術の幅も広がりました。ありがとうございました。 

40代・自宅エステサロン / ５回コース受講 

お客様から痛みのない小顔矯正の要望が多く、スクールを探していたところ、イベントでmaki先生の施術
を受けたことがきっかけでした。先生は施術者としても講師としてもとても素晴らしい方で、技術だけで
はなく心配りの細やかさも勉強させていただけました。実体験をふまえた説明はとてもわかりやすかった
です。小顔はお客様からの反応も良くリピート率が予想以上です！こちらにお願いして本当に良かったです。
また、フォローレッスンよろしくお願いします。 

お客様からのご感想 
＊初めて受けた時の変化は衝撃でした。２回目で既にむくみが改善されました！（20代/女性） 
＊施術中は心地よく、目覚めたら顔がリフトアップしていて魔法みたいです！（30代/女性） 
＊手だけなのに、お肌に透明感！そして時間が経ってから毛穴まで引き締まることに驚きました。 
   高価なクリームより美肌効果！鏡を見るのが楽しくなります。（40代/女性） 
＊施術後は姿勢まで良くなて、気分も上がります。そして、家に帰ると娘に「ママ綺麗になってる！」 
   と気づいてくれました。（50代/女性） 
＊施術していただいてから、20年振りに朝までぐっすり熟睡できとても嬉しかったです。（60代/女性） 
※効果には個人差がございます。
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good reason
プロに選ばれる３つの理由

1.マンツーマンで、効率的に技術が学べ1！ 
学科も実技も代表講師がマンツーマンで指導！手本の技術を受けられるため効率よく技術が身に
つきます。そして、小顔の技術、または類似した技術をお持ちの方は、その施術内容をふまえた
上で、レッスンを進めていきます。結果、小顔技術はもちろんのこと、既にお持ちの技術との組
み合わせも同時に可能！修得したその日からメニューに取り入れることもでき、他のスクールに
はないプロ向けの非常に濃い実践的な内容で学べます。 

2. リピート率UP！即効性があり効果的 
一度で小顔効果を実感できるため、リピーター率は90%！痛みのない整顔オステオパシーでは、
筋肉と頭蓋骨を本来の位置に整え、しわ・くすみ等を改善。そしてmaki式瞬間リフトアップ術で
はリンパと筋膜にアプローチし５分程で輪郭から引き締め、たるみやむくみを解消。土台となる
骨格からの改善で血液やリンパの循環も促進され小顔と同時に美肌効果も◎　即効性を求められ
るお客様にも期待以上の小顔を実感！新メニューとして導入したい方、他店との差別化を図りたい
方におすすめ。また、フェイシャルエステやボディートリートメント等とも相性が良く、オプション

や単価アップとして取り入れることも可能。 

3. 「手」だけ.施術でランニングコストが不要 
クリームも機材も一切必要なしで経済的！「手」だけで、メイクしたまま施術可能！お客様にも
気軽に提供でき、滞在時間も短縮できるため、回転率もUP! 

  リピート率
UP！ 

即効性と効果

代表講師と 
マンツーマンで　
学べる

「手」だけの施術
でコスト不要



整顔・小顔美矯正　講座 

～整顔オステオパシー&マキ式瞬間リフトアップ術～ 
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lesson
自分のペースで修得できる

お急ぎの方　　　
ご遠方の方 

２dayコース 

計11時間　　　　　　　　　　　　　
初回6h・2回目5h

復習しながら            
しっかり学べる 

５回コース 
計18時間  　　　　　　　　　　　　

４h×４回＋２hx１回

** 学科 ** 
・整顔オステオパシーとは 
・お肌の構造とリンパの流れ 
・歪みの見分け方　など 

** 実技 ** 
「整顔オステオパシー」 
「maki式瞬間リフトアップ術」 

・首肩、筋肉筋膜ストレッチ 
・顔筋、頭部のほぐし調整 
・リフトアップ筋膜調整 
・リンパ促進法 
・頭部矯正（後頭骨・側頭骨・頭頂骨） 
・目元矯正（前頭骨・蝶形骨） 
・鼻、頬矯正（鼻骨・頬骨・上顎骨） 
・顎矯正（下顎骨）

** その他 ** 
・禁忌事項 
・ビフォーアフターの撮り方 / 見せ方 
・リピート、メニュー化について

※別途、休憩時間を予定しております 
※同時申し込み３名まで可（４名以上は要相談） 
※授業の進み具合によってお時間が多少前後する場合がございます。予めご了承ください。 
※小顔の技術をお持ちの方は受講初日に技術確認をさせていただく場合がございます。

５回コース
計18時間 : 4h×4回+2hx1回
189000+tax（テキスト・タオル貸出・認定証発行代含む）

受講期限：初回日より３ヶ月以内

２day コース （受講日は連日または数日後に２回目受講でも可）
計11時間 : 6h×1回+5hx1回
99000+tax（テキスト・タオル貸出・認定証発行代含む）

受講期限：初日より１ヶ月以内
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講座名   整顔・小顔美矯正講座　 最短2日～3ヶ月以内

対象者      セラピスト、エステティシャンなどの施術経験者

開講場所

京都 : Ｎ°572サロン
（ 阪急河原町駅徒歩2分 / 京阪祇園四条駅徒歩7分 ）
東京 : シェアスペースマリアハウス
（ 明治神宮前駅徒歩7分 / 表参道・JR原宿駅徒歩10分 ）

開講時間 京都10：00 ～19：00   東京 11:00～20:00

人数 1～3名  （4名以上同時受講（個人・企業向け）をご希望の場合はご相談ください）

開講日 サロン営業日に準ずる（完全予約制プライベートレッスン）

受講料に含まれる テキスト、タオル貸出、認定証発行

持ち物 マスク、筆記用具、飲み物

受講料
支払方法

お申込完了後にお知らせする指定口座へ一週間以内にお振込みください。
(一括払いのみ・手数料ご負担)

その他

爪は短く切っておいてください。
原則、受講予約のキャンセル・変更は受付しておりません。
ご予定、体調管理には十分お気をつけてお申込みください。

ご質問等はメール(school@n-572.com)またはお電話(050-3592-5720)へご連絡ください 

※施術中は電話に出れない場合がございます。着信を残していただければ、折り返しご連絡いたします。 
※内容や価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

information
プロ向け小顔セラピストスクール

～～　今なら3万円分相当が無料　～～ 

特典１・フォローアップレッスン30分×2回(10,000円分) 
特典２・小顔セルフケア講座（25,000円分）のセルフケア法 

特典１：受講後も安心のフォローアップレッスン付き！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
技術の確認がしたい時や、レベルアップしたい時など、いつでもレッスンが受けられる！ 

フォローアップレッスン：30分5000円/回、90分10000円/回（随時予約制） 
只今、受講生には２回分（30分X２回）のフォローアップレッスンが無料付！　 

特典２：アドバイスにもオススメのセルフケア法！ 
セルフケア法はお客様へのアドバイスとしても使える内容でお伝え。 

また、セラピスト自身も小顔を維持することで自分への自信、お客様への信頼にもつながる！

期間限定！！　　　　
３万円相当特典付　　　　　　　　　

mailto:school@n-572.com
mailto:school@n-572.com
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consult
&クール相談&体験

現在はプロ向けのレッスンのみとなっております 

プロ・・・3年以上の施術経験をお持ちの方 
（セラピスト・エステティシャン・整体師など） 
小顔の資格をお持ちでなくても受講可能 

※３年未満の方、未経験者の方で受講を強くご希望の場合はご相談ください 

（相談&体験会にお越しにならず、直接お申し込みいただくことも可能） 

“痛くない矯正ってどんな感じなんだろう” 
　　 

“小顔の技術は初めてだけど、大丈夫かな” 

　 

ご自分にとってプラスになる技術かをご確認下さい 
無理な勧誘などございませんのでお気軽にご相談くださいませ 

～～小顔施術付き！スクール相談&体験会～～ 

所要時間　90分程度　6700円 
当日申込をされた場合は受講料から体験料を差し引きます 

随時受付中 

ご予約はメールにて 

school@n-572.com 

スクール相談体験希望日時/氏名/住所/TEL/職業 

をお知らせ下さい。

mailto:school@n-572.com
mailto:school@n-572.com
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start
受講までの流れ

簡単メール予約 

受講希望日を数日ピックアップし、メールに入力し送信 

↓ 

後日、スクールより折り返し連絡いたします。 
日程等が確定いたしましたら、受講料のお振込先等詳しい詳細をお伝えいたします。

↓ 

お振込が確認でき、正式に受講予約完了。 
（注：原則、受講日の変更、キャンセル、返金等は出来かねます） 

↓ 

受講日初日にお越しくださいませ。 

申込方法

お申込みはメールにて 

school@n-572.com 

受講希望日時/氏名/住所/TEL/職業 

を入力し送信

mailto:school@n-572.com
mailto:school@n-572.com
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企業様・個人サロン様向け講習会 

企業様やご自宅などで個人サロンをされているオーナー様向けに講習会を行っております。 
“リピート率を上げたい”  
“技術のレベルをアップさせたい” 
“新メニューを導入したい” 
“個人サロンなので誰かと相談したい” 

など、技術研修や接客レベルアップ、リピートについて等ご要望に合わせて受付しております。 
どんなお悩み、ご要望でもかまいません。 
一人でも多くのお客様にご満足と幸せを届けられるそんなサロン様になっていただきたい。 
ご一緒に改善できるようお手伝いさせていただきます。 

詳細はお問い合わせ下さいませ。 

メール　school@n-572.com 
TEL      050-3592-5720 

～過去のご依頼講習会内容～ 
・小顔セルフケアの講習会 
・新メニューの提案 
・技術研修 
・スタッフ向け小顔矯正講習会 
・リピート率を上げる方法 
・ホスピタリティー　など 

企業・個人サロン向け講習

seminar

mailto:school@n-572.com
mailto:school@n-572.com
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代表講師　maki  ( セラピスト歴13年 / 講師歴8年 ）

relaxation salon Ｎ°572 セラピストスクール

2006年　日本セラピストマイスター協会認定セラピスト取得 
2007年　某大手リラクゼーションサロンにてセラピストとして勤務 
　　　　 セラピスト養成スクールにて整顔オステオパシーを主にアロマトリートメント　　 
　　　　 など様々なジャンルの講師を担当し、100名以上をセラピストとして卒業させる 
2009年　ロサンゼルス留学にてクラニオセイクラルを学ぶ 
2011年　大阪にて自宅サロンを開業 
2014年　医療の現場にて医師の元、解剖学的に皮膚、美容の知識を学ぶ 
2015年　京都四条河原町にてrelaxation salon Ｎ°572を開業 
2016年　プロ向けセラピストスクールを開講 
　　　 　小顔アドバイザーとして東京や大阪など各地でセミナーや講習会を開講 
　　　 　毎月東京でも施術、講義を行う 
　　　 　モデルやタレントの小顔矯正も担当。

     ～資格取得～

整顔オステオパシー
アロマトリートメント
アロマ検定１級
台湾式リフレクソロジー
英国式リフレクソロジー
ストーンセラピー
バウエル腸セラピー
骨盤ストレッチ
フットケア
ボディケア
ロサンゼルスマッサージセラピー

profile
ごあいさつ

はじめまして。 
relaxation salon Ｎ°572 セラピストスクール代表講師のmaki(森川真希)です。 
沢山の小顔スクールがある中、Ｎ°572に目を留めていただき、ありがとうございます。 

現在までに、約２万人以上のお顔に触れながら、 
もっと小顔に導く技術はないかと、即効性と持続性のある手技を探求し続けてきました。 
そして、お顔や皮膚に負担がなく、お客様に喜んでいただける今の小顔術にたどり着きました。 

もっと多くの女性に本来の美しい顔を知ってもらい、小顔を通して前向きに、そして笑顔の輪が広がれば、 
セラピストとして、一人の女性としてこの上なく幸せなことだと思っております。 
そのためにも、施術者として活躍されている皆様にも是非この技術を知っていただきたくスクールを開講しました。 

現在、色々なことに悩みながらスクールをご検討されている方も多いかと思います。 
そんな皆様の貴重なお時間と費用を無駄にすることの無いよう、 
「効果が出る技術、リピートにつながる接客法」まで惜しみなくお伝えします！ 

貴女の決心されたその一歩を心を込めてサポートいたします。 
楽しく真剣に、レベルアップをめざしましょう。 

お会いできる日を楽しみにお待ちしております。 

代表講師　maki


