
 

解剖学に基づいた正確な技術と知識 
個人サロンが増えている今だからこそ、独学では難しい正確な知識と技術が必要。 
なんとなくの技術から確信へ変えられる！ 
これは施術者自身を守ってくれ、自信につながります。 
はじめて美容矯正の道に進む方、施術の向上を目指す方へ強くおすすめします。　　代表　森川 まき 
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痛くない小顔矯正 
プロ向け美容矯正 
勝山浩尉智美容矯正・正規認定校 

Lesson
全３科目 / プロフェッショナル講座　



 選ばれる理由 

   ○美容矯正創始者ドクターによる解剖学に基づいた技術で構成されている正確性！ 

   ○安心安全で痛みのない美容矯正 

　○即効性の効果 

　○全３科目で開業準備OK！お客様のご要望に幅広く対応できるセラピストへ 
　（各講座に共通した関連知識も深く学べるため未経験者の方や知識に不安のある方は全３科目の受講をお勧め） 

　　 

　　     旧relaxation salon N°572セラピストスクール時のレッスン風景　 

　　　ホームページ掲載以外ではインスタグラムにてレッスン風景を随時投稿中（ ＠relaxatio_n572 ） 
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  効果は美容面から・・・ 

    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。 
   それは頭蓋骨や骨格、筋肉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や内臓、リンパ液や脳脊髄液の循環が美容矯正によって 
　解放・促進されて手で触れていない身体の不調にまで改善の効果が期待できます。 

 

　※写真は一度の効果です。効果には個人差がありますが続けていただくことでより効果的です 

　実際にお客様に実感いただけた効果 
　小顔・歪み・リフトアップ・むくみ・くすみ・たるみ・しわ・法令線・リフトアップ 
　首肩コリ・顎関節症・美肌・眼精疲労・頭痛・生理痛・不眠症・自律神経失調症 
　冷え性・腰痛・姿勢改善・痩身　など 
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Before　→　After



 

シンメトリー整顔 

解剖学に基づいた痛みのない頭蓋骨矯正。小顔効果をはじめ肌質改善法やリフトアップ効果の高い手技も組
み合わさった最新の技術です。 
顔は２層や５層で構成されている部分、横軸の筋膜などまだ殆ど知られていないこの構造を理解した上で 
アプローチるす事が効果や持続性を高めます。 
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も多い美
容効果の施術法まで修得。 

学科：基礎解剖理論（頭蓋、顔面、頸部） 

実技：真正シンメトリー整顔 
　　　小顔ネックセラピー 
　　　横軸筋膜ストラップの解放テクニック（美容業界初） 
　　　ピュアメイク整顔（目元、鼻筋） 
　　　翼突筋静脈叢ポンプ（肌質改善） 
　　　Ｃ・Ｔ・Ｚテクニック（首のシワ改善） 
　 
　　 
特徴：即効性がありリピート率No.１ 
　　　この科目のみでも小顔の5～６種類にわたる多くのメニュー考案が可能 
　　　メイクの上から行え、手だけの手法のためコストフリー 
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１　シンメトリー整顔（最新・頭蓋骨矯正）

全３科目 / プロフェッショナル講座　



クラニアルフットケア　　 

足根骨２６個ひとつひとつを調整し顔の形まで整える特殊な技術。 
足と頭蓋骨の筋肉は筋膜により連続性でつながっており、足の歪みは顔を歪ませることになるという考え方
からはじまったクラニアルフットケア。 
膝下の筋肉も独自の手法で弛緩することで足の変形、膝下の痩身効果も期待できます。 
  

学科：基礎解剖（足根骨、膝下） 

実技：足根骨調整 
　　　ロアーリムフィエシャー（筋膜） 
　　　リンパテクニック（肌質改善） 

　　　 
特徴： 足のアプローチのみでリフトアップ効果も期待できる！ 
　　　 リフレクソロジーとの相性◎ 
　　　 特殊な技術で他店との差別化！！ 
　　　 既にリフレクソロジー等の技術をお持ちの方は必見！ 
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2　クラニアルフットケア（足根骨矯正）



NMTオイルセラピー　 

筋膜結合組織に沿って連続的にアプローチしボティ全体のラインを整える。 
他のオイルセラピーの様なリンパや筋肉への施術だけではなく、骨格の位置異常を改善。 
体の横軸筋膜関連ルートを特定した適切なテクニックを導入しているため、ソフトな力で美姿勢とメリハリ
のある体に仕上がります。 

学科：基礎解剖（頭蓋骨と関係する筋肉筋膜結合ルート） 

実技：筋筋膜６ルートに合わせた施術（前面、背面、腕、腹部） 
　　　ラセン線ルート 
　　　腕線ルート 
　　　シンクロナイズテクニック　等　　 

　　　 
特徴：顔面筋膜ルートに対応して小顔、美姿勢効果 
　　　全身の繋がりが学べる 
　　　美姿勢オイルトリートメントの真髄！ 
　　　アロマセラピーや痩身トリートメントの技術をお持ちの方は効果アップが期待できる！ 
　　　全身に繋がる筋膜ルート理解することで根本的に改善 
        優しいタッチでリラクゼーション作用も高い 
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３　NMTオイルセラピー（筋膜矯正）



当スクールはこんな方におすすめ 
✔ 初めてでどのスクールに行けばいいのかわからない 

✔ 正確な技術と知識を得て自信を持ちたい！ 

✔ 即効性のある技術を知りたい 

✔ ランニングコストがかからない技術を習得したい 

✔ 体力消耗しない技術を知りたい 

✔ 丁寧に教えて欲しい 

✔ 開業時に必要なことなども教えて欲しい 

 
当スクール相談＆体験　お申込　随時受付中 
 
 

　全科目修得でプロフェッショナルへ！　　 
　未経験の方や、今の知識や技術に不安がある方は全講座の受講をおすすめしております 
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“未経験でも技術修得できるのかな” 
　　 

“実際の効果を体験してみたい” 

ご自分にとってプラスになる技術かを体感ください 
（勧誘などございません） 

「スクール相談&体験」 

所要時間　90分程度　5500円(税込) 
受講された場合、体験料分の特典あり

1. 簡単web申込 
予約ページより初回希望日時等選択 

↓ 

⒉ スクールより折り返し連絡 
日程が確定後、受講料のお振込先等お伝え 

↓ 

⒊ 振込確認後、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

シンメトリー整顔 
（最新・頭蓋骨矯正） 

　　　　  　 
　クラニアルフットケア  
（足根骨矯正） 

            　 
　NMTオイルセラピー 

（筋膜矯正）

スクール相談&体験
受講までの流れ

3STEP



　 

　受講料 
　1  シンメトリー整顔 
　３時間×８回：受講費用４２万円（税込＋認定証発行2万円要） 

　2  クラニアルフットケア 
　３時間×５回：受講費用２５万円（税込＋認定証発行2万円要）   

　3  NMTオイルセラピー 
　３時間×７回：受講費用３２万円（税込＋認定証発行2万円要） 
 

　　　　開業を目指される方向け　 
　　　開業セミナー 

　　　２時間×２回　５万円（税込) 

　   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 
　　・資料請求は地球環境のため行っておりません 
　　・内容や価格は予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さいませ 
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※京都受講の場合 
　+出張代要（１科目に付き+3万円。２名以上同時申込の場合不要） 
※同時申し込み３名まで可 
※授業の進み具合によりお時間が多少前後する場合あり 
※受講有効期限：各講座初回より１年以内 
※卒後フォローアップ講座　３h 20000円(税込)/回 
※内容や価格は予告なく変更する場合あり 

以上、予めご了承下さい

・リピートにつなげる方法 
・メニューや価格設定の仕方 
・SNSでの集客方法 
・セラピストホスピタリティー 
・カルテ プレゼント！ 
・禁忌項目確認事項リスト 
・開業に必要なものリスト 
・開業届の出し方　など

メニューの価格設定はどうするの？集客は？？ 
はじめに知っておくべき事、 
15年間のノウハウを惜しみなくお伝えします！
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対象者      女性限定

開講場所 東京：明治神宮前駅　表参道駅 徒歩８分程　　　京都：阪急河原町駅 徒歩５分程　

開講時間 東京 11:00～20:00　京都10：00 ～19：00   

定員 1～３名　少人数制

開講日 営業カレンダー参照　完全予約制

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、軽食可

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（＋手数料ご負担） 
(分割ご希望の方はご相談ください)

その他

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 

　京都の場所は変更の可能性あり。お申し込み時にご連絡いたします。

※

※

mailto:school@n-572.com
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　～ 経歴 ～ 

2006年　整顔オステオパシーの道へ 
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、解剖学的な皮膚、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　東京表参道にもＮ°572を出店 
　　　    プロ向け小顔セラピストスクール開講（京都・東京） 
　　　 　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 
　　　 　モデル、タレントの小顔矯正も担当。 
2020年　勝山美容矯正 正規分校・講師資格取得 
　　　　 スクール名改名:東京表参道＆京都美容矯正スクール 
　　　　（旧relaxation salon N°572セラピストスクール）

     ～ 資格取得 ～ 

整顔オステオパシー 
シンメトリー整顔 
小顔ネックセラピー 
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 
マタニティーアロマトリートメント　等

はじめまして。 
東京表参道＆京都美容矯正スクール代表講師の森川まきです。 
沢山のスクールがある中、当スクールに目を留めていただきありがとうございます。 

現在、個人サロンが増える中、少しの知識と経験だけで技術をこなし理解不十分なまま施術をして 
なんなとく効果は出るからとお客様をお迎えしている施術者の方、多いのではないでしょうか。 

お客様の満足を高める前にまずは施術者自身が納得でき笑顔になれることがとても大切です。 
正い知識と技術は今後施術者自身を守ってくれ、そして自信へとつながっていきます。 

これからセラピストの道に進まれる方にもぜひ最初に知っていただきたいですね。 

また、技術を誰に教わるかもとても重要な選択だと私自身が思っております。 
受講してくださる方の時間と費用を最大限プラスになる内容でお返しできればと常に考え授業させて 
いただいております。 

私は手だけで人を健康に美しくできるこのお仕事を誇りに思っております。 
真摯にこの仕事と向き合う貴女にお会いできる事を楽しみにしております。 

森川まき

セラピスト歴１５年　講師歴１０年 
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代表講師：森川まき
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ご 挨 拶


