「ヒロットはマッサージじゃない！」
“HILOT”を検索すると、
「フィリピン古来のヒーリングアート・自然科学療法」
とでてきます。
様々な様式や用法があり、代表的なマッサージはその中
の一つです。
西暦 5 世紀ごろにその原型が誕生したと言われるヒロット
は、はじめは“神からの贈り物”と呼ばれる特別なヒーリン
グパワーを持つ者だけが行った魔術的な神霊療法でし
た。
それからココナッツオイルを使って身体に触れ体の不調を
改善する“マッサージ”が生まれ、民間療法として栄えまし
た。
現在は他のマッサージのように、サロンやスパで受けられ
るヒロットも広まってきていますが、フィリピン人にとってヒ
ロットは今でも病気やケガをした時に初めに受けるファー
ストエイドなのです。
ヒロットスクール YAPH はフィリピンで誕生し、その歴史や
文化に影響を受けたヒロットをその背景とともにお伝えして
いきます。
。
講習の申し込みから開催までの流れ

ヒロットスクール YAPH
ビジョン・ミッション・バリュー

HILOT SCHOOL YAPH VISION MISSION VALUES
VISION(目標)

ペア(2 名)は受講生同士で受講できる日時を相談して決定し
ます。
ペア希望でお知り合い同士で人数が揃っている方はすぐにス
タートできます。
お 1 人での応募でペア・グループレッスン希望の方は、パート
ナー募集をかけることもできます。
ご自分の好きなスタイルでヒロットを習得しましょう！

からはじまる ヒロットスクール

HILOT SCHOOL YAPH

他にない ONLY ONE のヒロットスクールを目指す。
To be only one Hilot school which nobody can else can do
MISSION(理想)
心で行うヒロット施術者の育成
To train Hilot practitioner with heart

VALUES(価値観)
フィリピンに根付いたヒロットを教える
To tell Hilot which is practiced in the Philippines

ヒロットはマッサージじゃない！
から始まるヒロットスクール

日本のアイディアを融合させる
To combine Hilot with some Ideas of Japan
フィリピン在住１５年の日本人ヒロット
がいよいよ日本で本格活動！
講師： HILOT
ATE KAYOKO
(山端 香代子)

YAPH の講習は少人数制で質の高い仕上がりを目指しま
す。
マンツーマン(1 名レッスン)は自分の予定に合わせて自由に
日時が決められます。

「ヒロットはマッサージじゃない！」

比労働省 TESDA HILOT WELLNESS MASAGE 認定講師

2007 年よりフィリピン在住、ヒロットの調査等を行う。
2012 年フィリピン首都圏マカティ市に Yk spa をオープン、ヒロッ
トが受けられ学べるサロンとして人気となる。
2021 年帰国。
東京恵比寿にヒロットサロン EBISU de HILOT をオープン。
ヒロットスクール YAPH の最大の魅力は 15 年間フィリピンに住
んで吸収した現地に根付くヒロットを提供できることです。
カリキュラムは全てオリジナル。
YAPH だから学べるヒロットを、フィリピンの文化と共にお伝えし
ていきます。

フィリピン古来の ヒーリングア ート・ 自然科
学 療法 HILOT が学べるヒロットスクール
講 師は フィリピンで 15 年間 ヒロットまみれの
生 活を し た 日本 人 初 で 唯 一 のフ ィリ ピン 政 府
TESD A 認定講 師 ATE KAYO KO
長 期・短期・フィリピン政府 認定
各 コースあり (全 てオリジ ナル カリキュ ラム)
じっくり 確実に習 得できる 1 名～2 名 までの
少 人数制

YAPH
YAMAHATA ACADEMY
OF
PHILIPPINE TRADITIONAL HILOT

YAPH

YAMAHATA ACADEMY OF PHILIPPINE TRADITIONAL HILOT

1 日ワークショップコース
1 日ワークショップコースとは？

はじめてのヒロット

ヒロットに関心がある方が気軽に参加できるように目的を
しぼって１日にまとめた体験型のカリキュラムです。
ちょっとだけ体験してみたい方も、今後本格的にチャレン
ジしたい方も、最初のステップにどうぞ。
ヒロットをもっと身近に！
お気軽にご参加ください。
時間：マンツーマン 3 時間 ペア 4 時間

YAPH ヒロット基本のテキストとワークショップ参加証をお
渡しします。

価格： マンツーマンコース(１名) ：13,000 円
12,000 円
ペアコース(2 名)：
内容：座学‐触診‐バナナの葉のスキャンニング‐5 つの手法
ヒロットにはじめてふれる方のコースです。
座学でヒロットが生まれたフィリピンの歴史、
文化に触れ、てからヒロットの 5 つの手法を体感します。
＊初めての方に人気のヒロット入門コースです。

キッズヒロット（3 才‐6 才）

時間：1 時間 30 分

時間：1 時間

価格： マンツーマンコース(１名) ：12,000 円
ペアコース(2 名)：
11,000 円

価格： マンツーマンコース(１名) ：10,000 円
9,000 円
ペアコース(2 名)：

内容：座学‐実技

内容：座学‐実技

お子様の心身の成長に大きく作用するキッズヒロット。
肌のふれあいは最高のコミュニケーション。親子の絆が深まりま
す。血行を良くするので栄養が行き届き健康な体に。
幼稚園や学校だなど社会との接触がスタートしたお子さんの心
のケアに。

ｂ

ベビーヒロット（3 か月～2 才）

お子様の心身の成長に大きく作用するベビーヒロット。
肌のふれあいは最高のコミュニケーション。親子の絆が深まりま
す。血行を良くするので栄養が行き届き成長を促進し健康な体に。
心が落ち着いた穏やかな性格になります。

ヒロット式名前診断と脈拍測定とバイタルサイン

時間：マンツーマン・ペア 3 時間

価格： マンツーマンコース(１名) ：13,000 円
12,000 円
ペアコース(2 名)：
内容：座学‐名前診断‐脈拍測定‐バイタルサイン
ヒロット式名前診断で疲れが出やすい内臓か分かる！東洋式
脈拍測定で内臓機能の元気度が分かる！西洋医学のバイタル
サイン(血圧・脈拍・呼吸・体温)チェックもスターすれは家庭のド
クター。東洋医学と西洋医学を組み合わせてご自身や家族の健
康管理を！＊日本のセラピスト雑誌でも紹介された注目のメソ
ッドです。
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脚のトラディショナルヒロット(前・後)

背中のトラディショナルヒロット

トラディショナル短期パーツコース①
トラディショナルコースとは？
トラディショナル(TRADITIONAL)＝古代
古くから民間療法として栄えたヒロットは、自然
なものを使って身体を健康に導く自然科学療法
です。

YAPH トラディショナル短期パーツコースは、古く
から伝わるヒロットの代表的な様式で構成されて
います。
メインとなるヒロットマサへ(マッサージ)は伝統的
な 5 つの基本手技のみで構成しています。
講習内容

講習内容
座学(ヒロットの歴史・概念等)
バンドスキャンニング
バナナの葉のスキャンニング
ヒロットマサへ(マッサージ)
フィリピンとヒロットの歴史や概念の座学を受けてから実
技スタート。ハンドスキャンニングとバナナの葉のスキャン
ニングで身体のバランスの崩れをチェック。
それからヒロットマサヘの 5 つの基本手技で筋肉をほぐ
し、血液を末端まで送ってから心臓に戻るのを助けます。

座学(ヒロットの歴史・概念等)
バンドスキャンニング
バナナの葉のスキャンニング
ヒロットマサへ(マッサージ)
フィリピンとヒロットの歴史や概念の座学を受けてから実技
スタート。ハンドスキャンニングとバナナの葉のスキャンニン
グで身体のバランスの崩れをチェック。
それから身体のコリやハリをほぐし、内臓機能を元気にする
自然科学療法のヒロットマサへを 5 つの基本手技に準じて
行います。

講習時間

時間：全 18 時間
全 21 時間
全２４時間

3 時間×6 日間 (1 名)
3 時間×7 日間 (2 名)
3 時間×8 日間 (3 名～4 名)

価格
マンツーマンコース(１名) 54,000 円
52,000 円
ペアコース(2 名)
グループコース(3‐4 名) 50,000 円

フィリピン古来の伝統的な手法を習得したい方
にお勧めのコースです。
このコースは必ず講師が施術を受けて指導しま
す。初心者でも人に施術できるレベルにしっかり
仕上げます。
YAPH オリジナルヒロットの基本テキストブックと
受講証書、評価表をお渡しします。
ご自身の施術を動画撮影しお渡しします。

講習時間

時間：全 21 時間
全 24 時間
全 27 時間

3 時間×7 日間 (1 名)
3 時間×8 日間(2 名)
3 時間×9 日間 (3～4 名)
価格
63,000 円
マンツーマンコース(１名)
ペアコース(2 名)
61,000 円
59,000 円
グループコース(3‐4 名)

トラディショナルコースのベースの手法はセラピスト向
けの教材として日本で DVD が発売されています。
税抜き 5,000 円

YAPH

YAMAHATA ACADEMY OF PHILIPPINE TRADITIONAL HILOT

頭・胸・首・肩のトラディショナルヒロット

上半身 胸・腕・お腹のトラディショナルヒロット

トラディショナル短期パーツコース②
トラディショナルダグダガイ-Dagdagay-

講習内容
講習内容
座学(ヒロットの歴史・概念等)
バナナの葉のスキャンニング(胸)
ヒロットマサへ(マッサージ)
頭をメインにしたヒロットです。
仕事やパソコン、携帯で疲れた頭をリフレッシュ。
血行を促進し頭がスッキリ冴え、育毛にも効果的です
胸や首、肩も行うので肩や首のコリも軽減します。

講習時間

時間：全 12 時間 3 時間×4 日間 (1 名)
全 12 時間 3 時間×4 日間 (2 名)
全 15 時間 3 時間×5 日間 (3‐4 名)
価格
マンツーマンコース(１名) 36,000 円
34,000 円
ペアコース(2 名)
グループコース(3 名)
32,000 円

講習内容
座学(ヒロットの歴史・概念等)
バナナの葉のスキャンニング
ヒロットマサへ(マッサージ)
上半身に集中したコースです。
常に動かしている腕は想像以上に疲れています。
腕を動かしている胸の筋肉とともにほぐしてリンパの流れ
を促進してすっきり。
お腹を一緒に行い、内臓機能や免疫システムを活発にし
ます。
講習時間

時間：全 15 時間
全 18 時間
全２１時間

3 時間×5 日間 (1 名)
3 時間×6 日間 (2 名)
3 時間×7 日間 (3 名‐4 名)

価格
マンツーマンコース(１名) 45,000 円
ペアコース(2 名)
43,000 円
41,000 円
グループコース(3 名)

座学(ヒロットの歴史・概念等)
足湯(バニョス・ヒロッド・パリゴ)
バナナの葉のスキャンニング
ダグダガイ１
ヒロットマサへ(マッサージ)※ひざ下
ダグダガイ２
フィリピン山岳部発祥のフットマッサージダグダガイ。
足(ひざ下)をダグダガイ」(竹の棒)とヒロットマサへでほぐ
して流していきます。座学で古代のダグダガイの目的を
理解してから、伝統的な手順で行います。
。
講習時間

時間：全 21 時間
全 24 時間
全 27 時間

3 時間×7 日間 (1 名)
3 時間×8 日間 (2 名)
3 時間×9 日間 (3 名‐4 名)

価格 (ダグダガイ棒込み)
マンツーマンコース(１名) 63,000 円
ペアコース(2 名)
61,000 円
グループコース(3‐4 名) 59,000 円
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しっかりほぐしてリンパに流す脚のモダンヒロット(前・後)

背中のモダンヒロット

モダン短期パーツコース①
モダンコースとは？
モダン(MODERN)＝現代
現代のニーズにかなったヒロットを習得するコースで
す。
時代に流れとともにヒロットやマッサージを受けたい
理由は変化しています。
昔は肉体労働による体の痛みや不調の改善が大き
な理由でしたが、今はパソコンや携帯の使い過ぎに
よる肩や首のコリ。冷えによる足のむくみなどがよく
聞かれるようになりました。
そして、ストレス社会の現代、不安感や恐怖心を取る
ため、リラックスや睡眠効果のニーズがとても高まっ
ています。

講習内容
座学(ヒロットの歴史・概念等)
ハンドスキャンニング
手とバナナの葉のスキャンニング
ヒロットマサへ(マッサージ)
日本人の多くが抱えている下半身の冷えやむくみはリン
パの流れの滞りが大きな原因。モダンヒロットの手法でリ
ンパをほぐし、脚をあたため循環を良くします。筋肉はしっ
かりほぐしながら、体内のつまりをとり、老廃物をリンパに
流します。
講習時間

時間：全 18 時間
全 21 時間

3 時間×6 日間 (1 名)
3 時間×7 日間 (2 名)

価格
マンツーマンコース(１名)
ペアコース(2 名)

70,000 円
68,000 円

講習内容
座学(ヒロットの歴史・概念等)
ハンドスキャンニング
バナナの葉のスキャンニング
ヒロットマサへ(マッサージ)
現代人の多くの人が抱える肩や首のコリ、腰痛、背中の
ハリ。立っても座っても寝ても背中には負担がかかってい
ます。肩や腰のつらいところに的確にアプローチし、痛み
を和らげます。背中のすみずみまで流し循環機能を高め
ます。ゆったりとした動きでリラックスでき、ストレス解
消！快眠効果もあります。
講習時間

時間：全 21 時間
全 24 時間

3 時間×7 日間 (1 名)
3 時間×8 日間 (2 名)

価格
マンツーマンコース(１名)
ペアコース(2 名)

80,000 円
78,000 円

YAPH モダンコースは伝統的なヒロットマサへ(マッサ
ージ)の手法に、つらい部分に的確にアプローチする
手法を多数加えました。また、ゆったりとしたリズムで
リラックス効果が高いのが大きな特徴です。
モダンコースは手技が多く、技術的にも高度で難易
度が高いのでゆとりをもって講習時間を組んでいま
す。
このコースは必ず講師が施術を受けて指導します。
初心者でも人に施術できるレベルにじっくり仕上げま
す。
YAPH オリジナルヒロットの基本テキストブックと受講
証書、評価表をお渡しします。
ご自身の施術を動画撮影しお渡しします。
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頭・胸・首・肩のモダンヒロット

リンパに流す上半身 胸・腕・お腹のモダンヒロット

講習内容
座学(ヒロットの歴史・概念等)
ハンドスキャンニング
バナナの葉のスキャンニング(胸)
ヒロットマサへ(マッサージ)

講習内容
座学(ヒロットの歴史・概念等)
ハンドスキャンニング
バナナの葉のスキャンニング
ヒロットマサへ(マッサージ)

頭をメインにしたヒロットです。
仕事やパソコン、携帯で疲れた頭をリフレッシュ。
血行を促進し頭がスッキリ冴え、育毛にも効果的です
胸や首、肩も行うので肩や首のコリも軽減します。
モダンヒロットの細やかな動きが現代人が抱える不安や
恐怖心を軽減します。
講習時間

時間 ：全 15 時間
全 18 時間

3 時間×5 日間 (1 名)
3 時間×6 日間 (2 名)

価格
マンツーマンコース(１名)
ペアコース(2 名)

60,000 円
58,000 円

上半身に集中したコースです。
常に動かしている腕は想像以上に疲れています。
腕を動かしている胸の筋肉とともにほぐしてリンパの流れ
を促進してすっきり。
お腹を一緒に行い、内臓機能や免疫システムを活発にし
ます。モダンヒロットの細やかな動きがリラックス効果を高
めます。
講習時間

時間：全 15 時間
全 18 時間

3 時間×5 日間 (1 名)
3 時間×6 日間 (2 名)

価格
マンツーマンコース(１名)
ペアコース(2 名)

60,000 円
58,000 円

モダン短期パーツコース②
モダンダグダガイ-Dagdagay-

講習内容
座学(ヒロットの歴史・概念等)
足湯(バニョス・ヒロッド・パリゴ)
バナナの葉のスキャンニング
ダグダガイ１
ヒロットマサへ(マッサージ)※ひざ下
ダグダガイ２
フィリピン山岳部発祥のフットマッサージダグダガイ。
足(ひざ下)をダグダガイ」(竹の棒)とヒロットマサへでほぐ
して流して、反射区を刺激していきます。座学で古代の
ダグダガイの目的を理解してから、モダンヒロットの細や
かな動きで現代人が必要とする足の施術を行います
講習時間

時間：全 21 時間
全 24 時間

3 時間×7 日間 (1 名)
3 時間×8 日間 (2 名)

価格 (ダグダガイ棒込み)
マンツーマンコース(１名) 83,000 円
80,000 円
ペアコース(2 名)
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やさしいドライマッサージ

講習内容

レクチャー(ヒロットの歴史・概念、ドライマッサージ)
ドライマッサージ
全身：背中‐後脚‐胸‐腹部‐腕‐後脚‐頭
服を着たままで受けられるドライマッサージは、ちょっ
とした時間を使って気軽にできるのが魅力です。服
を脱ぐこや、直接肌に触れられる事に抵抗がある
方にも OK。
オイルマッサージと組み合わせるとバリエーションも
広が り両方の効果を得られます。

講習時間
時間 ：全 60 時間
全 68 時間

4 時間×15 日間 (1 名)
4 時間×17 日間 (2 名)

ジェリアトリック(高齢者)ヒロット

※パーツのみご希望の方お問い合わせください

フェイシャルと胸・首・頭のヒロット

講習内容

座学レクチャー
(ヒロットの歴史・概念、高齢者への注意点)
バナナの葉のスキャンニング
ヒロットマサへ(マッサージ)
全身：背中‐胸‐腹部‐腕‐脚(前後) 頭

高齢化社会に必要なジェリアトリックヒロット。
高齢者へのヒロットは血流促進を促進し、関節の痛
みの緩和、衰えつつある神経の活性化、脳の活性
化、孤独感からの解放など心身へのたくさんの良
い効果があります。筋肉の衰えを理解し、負担が
ない姿勢で全身へ行き届く施術を行い、リフレ
クソロジーを取り入れ内臓機能も元気にしま
す。
講習時間

価格
マンツーマンコース(１名) 180,000 円
ペアコース(2 名)
160,000 円

フェイシャル・ジェリアトリック・ドライ

時間：全 30 時間
全 36 時間

3 時間×10 日間 (1 名)
3 時間×12 日間 (2 名)

価格
マンツーマンコース(１名) 100,000 円
ペアコース(2 名)
80,000 円
※パーツのみご希望の方お問い合わせください

講習内容
座学(フェイシャルの効等)
ホットタオル
胸のヒロットマサへ(マッサージ)
顔のヒロットマサへ(マッサージ)
肩と頭のヒロットマサへ(マッサージ)
年齢とともに気になるしわやたるみ、くすみ・・・。
いつまでもみずみずしい元気な肌でいたい！
フェイシャルヒロットを習得すると、人にはもちろ
ん自己ケアもでき ます。胸と頭のマッサージ
付きで上半身が巡ります
講習時間

時間：全 18 時間
3 時間×6 日間 (1 名)
全 21 時間3 時間×7 日間 (2 名)

価格
マンツーマンコース(１名) 60,000 円
ペアコース(2 名)
55,000 円

YAPH

YAMAHATA ACADEMY OF PHILIPPINE TRADITIONAL HILOT

YAPH ヒロットマスターコース 80 時間

HILOT(ヒロット)＝HEALING ART and NATURAL SCIENSE (ヒロットはフィリピンのヒーリングアート・自然科学療法である)
YAPH ヒロットマスターコースはヒロットの定義に忠実にヒロットのスピリチュアル性、自然科学療法性、ウエルネス性を通して、フィリピン古代のヒーリングアート“HILOT”を伝
えます。マスターコース専用のオリジナルレクチャーでヒロットの歴史や概念を詳しく学びます。
実技はヒロットの代表的な 15 のリチュアル(様式)を習得したうえで、現代社会に必要なヒロットの要素を学んでいきます。
フィリピンで 15 年ヒロットまみれの生活をした ATE KAYOKO だから伝えられるオリジナルのヒロットマスターコースです。

YAPH ヒロットマスターコースで学べる・体験できるヒロット 15 のリチュアル

キルバンサエナジーチェック

ヒロッド

ヒロット式脈拍測定

パリ―ゴ

パグササラ

パグヒヒラ

お渡しするもの

・YAPH オリジナルマスターコース用テキスト
・ご本人の施術動画

古代診断法 TAWAS

ℒ

得られる証書
・YAPH マスターコース認定証と評価表
このコースは必ず講師が施術を受けて指導しま
す。

スオブ

ベントゥサ

心身の浄化

バニョス

パカパ

ダグダガイ

パサラット

a

マサヘ(マッサージ)

YAPH ヒロットマスターコース 80 時間 価格
マンツーマンコース(１名・８０時間)
ペアコース(2 名・85 時間)
*1 日の講習時間目安：初心者 3～4 時間 経験者 4～6 時間

358,000 円
338,000 円

YAPH YAMAHATA ACADEMY OF PHILIPPINE TRADITIONAL HILOT

YAPH ヒロットマスター &TEDSA コース 120 時間

YAPH ヒロットマスターコース＆TESDA コース 120 時間は、ヒロットマスターコースにフィリピン政府主催のカリキュラム「TESDA HILOT WELLNESS MASSAGE NCⅡ」を合わせたカリ
キュラムです。TESDA コースはフィリピン政府発行の証書が得られる人気のコースですが、ヒロットのマッサージの部分だけのカリキュラムなため、マッサージ以外の用法は含まれて
いません。マスターコースと合わせれば最強のヒロットカリキュラム。TESDA 試験用対策やローカルの試験場に出向いての受験など、普段の生活では体験できないフィリピンを知るこ
とができるのも大きな魅力です。 ※このコースで習得するのはヒロットの 5 つの手技を使ったヒロットです。

YAPH ヒロットマスターコースとフィリピン政府認定 TESDA HILOT WELLNESS MASSAGE NCⅡを組み合わせたコースです
TESDA HILOT WELLNESS MASSAGE NCⅡとは
TESDA(Technical Education and Skills Development Authority)はフ ィリピン共和国
における専門的教育と技術の向上機関で、フィリピン人が国内外での仕事に生かせ
るカリキュラムを設定し、政府認定書を授与しています。ヒロットは心身を健康に導く
マッサージとして 2010 年に TESDA のカリキュラムに加わりました。

ATE KAYOKO は日本人初でお
そらく唯一の TESDA 認定ヒロッ
ト講師
フィリピン政府 TESDA 認定のヒ
ロットカリキュラムは TESDA の
認定講師が教える事ができま
す。ATE KAYOKO は 2012 年に
資格を取得した日本人初の
TESDA HILOT WELLNESS
MASSAGE NCⅡの認定講師で
す

お渡しするもの

・YAPH オリジナルマスターコース用テキスト
・TESDA カリキュラム資料
・ご本人の施術動画
・

得られる証書

YAPH より
・YAPH マスターコース認定証と評価表

・TESDA カリキュラム修了省

TESDA より
・TESDANCⅡ合格証(合格者)

カリキュラム習得後、TESDA 認定の試験場で ASSESSMENT(試験)にのぞみます。

YAPH ヒロットマスター&TESDA コース 120 時間 価格
438,000 円
マンツーマンコース(１名・120 時間)
418,000 円
ペアコース(2 名・130 時間)
実技試験

口頭試験

総合評価

合格発表

＊TESDA の本試験は予定通り開催されるよう段取りをしていますが、日程の延期、変更がよく起こりま
す。試験は比労働省の管轄のためやむを得ない事を理解くださいますようお願いいたします。
l
将来外国人は受験できなくなる見込みで、既に外国人が受験できないエリアが増えています。お早めに！

*1 日の講習時間目安：初心者 3～4 時間 経験者 4～6 時間

このコースは必ず講師が施術を受けて指導します。
価格には TESDA 受験料、受験同行料、試験開催までに手続き料、証書発行料、証書発送料が含まれていま
す。
追加のお支払いは一切ありません。

YAPH

YAMAHATA ACADEMY OF PHILIPPINE TRADITIONAL HILOT

プロ養成ーコース(全身)

EBISU de HILOT の人気メニューを習得し、プロを育成するコースです。
ヒロットの手法を現代のニーズにアレンジし、特に日本人が好む内容にしました。
実技をメインとし、こなし練習を繰り返しプロのレベルに仕上げます。＊難易度は高いですがやる気があれば初心者、経験者問いません。

MODERN HILOT-モダンヒロット-

ヒロットの 5 つの基本手技に多種多様な手技手法を組み合わせた現代版のヒロッ
トです。筋肉のほぐし、血液とリンパの流し、身体の温め、老廃物の排出、心の開
放を目的としています。現代人が抱える、肩，首、腰、脚など特定の個所に的確に
アプローチして入念に筋肉をほぐします。また、体内にたまった老廃物のつまりも
取っていきます。そしてモダンヒロットの繊細でゆったりとした動きは、ストレス社会
を生きる現代人が抱える不安感や恐怖心を取り除いていきます。。
身体の不調はもちろん、心にも働きかけるモダンヒロットは、現代人のニーズに叶
ったヒロットです。
講習内容
座学(ヒロットの歴史・概念等)
バンドスキャンニング
バナナの葉のスキャンニング
ヒロットマサへ(マッサージ)全身:背中‐後脚‐胸‐腹部‐腕‐前脚‐頭
講習時間と価格
マンツーマンコース(１名 100 時間)
ペアコース(2 名・ 110 時間)

320,000 円
300,000 円

＊開催日時はご希望にあわせて決められます。
目安：初心者 1 日 3～4 時間(週 3 回) 経験者 4～5 時間
このコースは必ず講師が施術を受けて指導します。

SLIMMING DETOXHILOT -スリミングデトックスヒロット-

ヒロットの手法を身体の毒素(老廃物のつまり)やセルライトを壊す目的に取り入れ
たヒロットです。、リンパの流れを活性化し循環機能を高めてから、砕いた体内のつ
まりや毒素をリンパに流し、体から排出します。
体内の毒素や老廃物をを排出することで、だるさが取れ身体が楽になります。
セルライトが流れ、体内循環が高まるのでダイエットにも効果的です。
痩身目的にも効果的なのでサロンにおきたいメニューです。
講習内容
座学(ヒロットの歴史・概念等)
バンドスキャンニング
バナナの葉のスキャンニング
ヒロットマサへ(マッサージ)全身:背中‐後腕‐後脚‐胸‐腹部‐前腕‐前脚‐
講習時間と価格
マンツーマンコース(１名・70 時間)
ペアコース(2 名・90 時間)

＊開催日時はご希望にあわせて決められます。
目安：初心者 1 日 3～4 時間(週 3 回) 経験者 4～5 時間
このコースは必ず講師が施術を受けて指導します。

お渡しするもの
・モダンヒロット認定証と評価表

・テキスト ・施術動画

220,000 円
200,000 円

お渡しするもの
・ヒロット T シャツ

・モダンヒロット認定証と評価表
ＴＴシャツ

・テキスト ・施術動画

・ヒロット T シャツ

