
 

 

ROKKA  school

学校案内



ＲＯＫＫＡはここが違います!!

【少人数制】　　　　ほぼマンツーマンの形式で授業を行っております。
　　　　　　　　　　多くても生徒さん2人でお互いにモデルになっていただくという形で講師に質
　　　　　　　　　　問しやすく、大人数制より習得も早いです。

【アクセス抜群】　　中洲川端駅から徒歩6～7分。キャナルシティ博多からも徒歩2～3分です。
　　　　　　　　　　整骨院六花の2階でスクールを行っております。

【卒業生の就職】　　全国に約５０店舗の直営店やフランチャイズなどのグループ店へ就職の斡旋や
　　　　　　　　　　提携先の店舗へご紹介します。
　　　　　　　　　　開業をお考えの方には開業支援も行っています。
　　　　
【技術が本格的!!】　どんなお客様にも対応できるように基礎から技術を指導していくので、あらゆ             
　                  るお店で通用すると確信しています。
   
【メニューが豊富!!】足先から頭の先までオールハンドで癒すメニュー、全身ケア、部分ケア多数の
　　　　　　　　　　コースをご用意しています。

【フリータイム制】　この曜日、この時間と必ずしも決めなくても大丈夫です。生徒さんと講師は日
　　　　　　　　　　時を調整して1日2～4時間で受講して頂く形態です。

※短期集中も行っております。遠方の方、早く習得したい方もお気軽に受講して頂けます。

http://rokka.cc/

資 格 取 得
私たちROKKASCHOOLはせっかく時間やお金をかけるならしっかりとした資格を取ってい
ただきたいと思っております。

しかし、本校では資格取得がゴールではありません。お客様と接し、活躍し、相手に満
足してもらえてこそ技術を学んできた意味が出てきます。
自分の努力が成果として現れる大変やりがいや喜びのある仕事でもあります。その第一
歩として本校で基礎実技を学び、全国どこでも通用する手技を身に付けてください。

ディプロマ発行

・スウェディッシュトリートメント

・バリニーズトリートメント

・小顔リンパフェイシャル

・足裏リフレクソロジー

・腸セラピー

・リンパドレナージュ

・マタニティリンパドレナージュ

・小顔矯正

・眼精疲労＆ヘッドケア

・骨盤矯正

・ボディケア

            　（ＮＰＯ法人　東京セラピストアカデミー認定）

・リフレクソロジスト教職免許

・整体セラピスト

（ＮＰＯ法人　東京セラピストアカデミー認定）

・ハンドセラピー



講 師 挨 拶

　　　
　　

　スウェディッシュトリートメントは、通常のアロマオイルマッサージと違い、
筋肉の深部やリンパに働きかけるので、治療的な技術も身につけることができ
ます。
　私自身、リンパドレナージュ、リフレクソロジー等の様々な手技を学んでい
くうちに、自分の理想とする”確実に人の身体を楽にできる”技術に出会うこ
とができました。
　皆様にも好きになれて、１番だと思う技術に出会って楽しく学んでいってほ
しいと思います。

★講師の挨拶★　　　城埜　多恵

【資格】　　　　　　　　　　柔道整復師

リンパドレナージュ

スウェディッシュトリートメント

リフレクソロジスト準教職免許

オーラソーマ level 1,2

キネシオテーピング

http://rokka.cc/

　　　
　　

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

　オイルトリートメントを学びたいと思ったきっかけは、テレビ番組の特集でナ
ースがむくみに悩んでいる患者様にリンパドレナージュを施術している姿を見た
ことです。その患者様が「体が軽くなった」ととても喜んでいる姿を見て、私も
こういった笑顔を見たいと思いました。
そして当スクールに入校し、技術を学んできました。実際にお客様に触れ、テレ
ビで見たような笑顔で「気持ち良かった」と言って頂けた時は、とても喜びを感
じます。
この仕事は、喜びを与えるだけでなく、喜びを頂ける仕事です。私のように一歩
踏み出して、新しい喜びを見つけてみませんか？

　池長　友美子
　　　　　　　　　　　　　　　

AEAJ認定　　　　　　　　　

アロマテラピーアドバイザー

リンパドレナージュ

スウェディッシュトリートメント

リフレクソロジー

バストコンシェルジュ

★講師の挨拶★

【資格】　
　　



http://rokka.cc/

ROKKA 　全身ケアコース

コース概要
※コースは全て税込みの金額です
※各コースに入学金が含まれています。
※受講1年以内で追加コースの方は、
　入学金が免除になります。
※授業は基本的にマンツーマンで行います。

入学：随時

時間：ＡＭ 10：00～

ＰＭ   ８：００
　 （月～日）

コース内容

スウェディッシュトリートメントコース

２００年前にスウェーデンで開発され、少量の
オイルを使うことで皮膚への摩擦を減らしな
がら筋肉の深部まで働きかけ、ストレッチ効果
やたまった疲れ・コリをとる世界中のマッサー
ジの基本となる技術です。
強めの圧で施術をすることをお望みの方、他
の方よりもワンランク上のテクニックを求めて
いる方へお勧めです。

受講料：￥３３０，０００

（教材費込）

全４０時間

９０ｍｉｎコース

リンパドレナージュコース

１９３６年、フランスでリンパの流れの研究から生まれたト
リートメント法です。停滞している部分のリンパ液をドレ
ーン（排水）することからリンパドレナージュとよばれて
います。リンパ液が停滞していると、むくみやだるさの
原因となります。ドレナージュすることで体の余分な水
分、老廃物を体外に出す働きを助けます。
サロンで働きたい、セラピストになりたい方はお勧めの
手技です。　

６０ｍｉｎコース 受講料：￥１６５，０００

（教材費込）
全２０時間

コース内容

人気ＮＯ,２

人気ＮＯ,３



http://rokka.cc/

ROKKA 　全身・部分ケアコース

マタニティリンパドレナージュコース

コース内容 安全面の理由で、妊娠中の方へのオイルトリート
メントをお断りするサロンは多くありますが、妊
娠している体は、肩や腰が痛くなったり、むくみ
がひどくなったりと全身がだるく感じます。うつ
ぶせ以外でできる手技、禁忌事項や使用できる
アロマ等の知識も学んで頂き、妊婦さんにも安
心して受けて頂ける技術です。

６０ｍｉｎコース 

コース内容

ボディケアコース

筋肉の緊張をほぐし、揉み解すことによって血流
を良くし、疲労回復や体のバランスを整えていき
ます。
オイルを使用しないので、気軽にどこでもできる
手技として老若男女問わず人気があります。
リラクゼーションサロンには必ずと言っていいほ
どメニューにあり、無くてはならない技術です。

４０ｍｉｎコース

足裏リフレクソロジーコース

第二の心臓と言われる足裏の反射区を刺激
することにより、血行を良くしむくみの解消に
役立ちます。老廃物を体外に出しやすい状態
にするなど、全身の健康を促進しながら自然
治癒力を引き出すトリートメント法です。スパ
やサロンでの即戦力となる技術です。

４０ｍｉｎコース

受講料：￥１６５，０００
（教材費込）

全２０時間

受講料：￥１６５，０００
（教材費込）

全２０時間

受講料：￥１２３，５００
（教材費込）

全１５時間
コース内容



http://rokka.cc/

ROKKA 　部分ケアコース

コース内容

骨盤矯正コース

緩んだ骨盤をそのままにしておくと、お尻や
お腹がたるみ余分な脂肪がつきやすい体に
なります。痛みの無い手技で歪みを整え、内
臓を正しい位置に戻し身体の機能を高めます。
腰痛、生理痛、股関節痛、産前・産後のボディラ
イン戻しにもお勧めの技術です。

ヘッド＆眼精疲労ケア受講料：￥１４２，５００
（教材費込）

全15時間

コース内容

猫背矯正コース
20ｍｉｎコース 受講料：￥85,０００

（教材費込）

全８時間

３０ｍｉｎコース

骨盤矯正：実例（１回の施術）

⇒ ⇒

人気ＮＯ,１

肩甲骨周りの動きの悪さや肩が内側に入って
いる猫背姿勢は、姿勢を悪く見せるだけでは
なく、肩こり、首こりはもちろん腰痛の原因に
もなります。肩甲骨周りの柔軟性をつけ綺麗
な姿勢をつくります。また、辛いコリを改善、予
防につながる技術です。



http://rokka.cc/

ROKKA 　部分ケアコース

コース内容 顔や頭のツボの鍼灸学を元に作られたトリート
メント法です。ストレスや、疲労、パソコン疲れか
らくる肩こり、頭痛、むくみ、神経痛等の予防、
たるみ改善、リフトアップに効果的です。オイル
は使用せず、マッサージ用ベッドがなくても手
軽にできます。

ヘッド＆眼精疲労ケア
４０ｍｉｎコース

コース内容

腸セラピーコース

腸の働きを活性化し、様々なトラブルの改善
や予防に役立てるトリートメントです。
腸の動きが悪くなると、便秘、肌荒れ、脂肪が
つきやすくなる等、健康や美容に影響がでて
きます。運動の機会が無い、年齢を重ねて機
能自体が低下していている方等に好評です。

２０ｍｉｎコース

受講料：￥７０,０００
（教材費込）

全８時間

ヘッド＆眼精疲労ケア

受講料：￥７０,０００
（教材費込）

全８時間

フェイシャルトリートメント

鍼灸学とオイルトリートメントを融合させた手
技です。顔、首、デコルテのリンパ液の流れを
促し、むくみや体の不調に効くつぼを刺激し
ます。美肌、小顔、顔の血行促進、むくみ改善
等に効果的です。リピーター率が高く、幅広い
年齢層の客様に人気のある技術です。

5０ｍｉｎコース 受講料：￥８２，５００
（教材費込）

全１０時間
コース内容



http://rokka.cc/

ROKKA  部分・理論講座

コース内容

受講料：￥９８，０００
（教材費込）

全１０時間

解剖＆栄養学コース

人間の体のしくみについて詳しく学びます。
解剖学講座では、骨、筋肉の名称や働きについて。
栄養学講座では、人間の体に必要な栄養素の働きに
ついて学びます。トリートメントをする際にお客様に対
して、アドバイスができるようになるような講座内容
です。手技だけでは不安な方や、体の構造について
興味のある方におすすめのコースです。

手は第二の頭脳とも言われます。ハンドセラピーは手軽にでき、
手の疲れの改善はもちろん頭もスッキリし、免疫力もUPします。
手や腕がお疲れの方、パソコンをよく使う方、寝たきりの方にお
勧めの技術です。

ハンドセラピーコース

コース内容

３０ｍｉｎコースヘッド＆眼精疲労ケア受講料：￥６８，０００
（教材費込）

全６時間

小顔矯正コース

コース内容

３０ｍｉｎコースヘッド＆眼精疲労ケア受講料：￥７５，０００
（教材費込）

全６時間

痛みの少ない手技で、顎関節、頭蓋骨、頬骨、エラ骨の調節を行
います。
顔の左右差、噛み合わせ、軽度の顎関節症、頭痛、ほうれい線
や、くすみなどの症状に効果的です。
お客様からの需要も高く、１回の施術で変化があり、安心・安全
な施術です。

⇒

小顔矯正：実例（１回の施術）



http://rokka.cc/

　ROKKA セットメニュー
　　　（就職・転職・開業等をお考えの方に）

受講料：￥６００，０００

（教材費込）

全７５時間

ベーシックコース

リラクゼーションサロン就職等に向けて、オイルトリー
トメントに加え、服の上からのボディケアも学べます。

コース内容

スウェディッシュトリートメント 足裏リフレクソロジーリンパドレナージュ

受講料：￥４５０，０００

受講料：￥４４０，０００

（教材費込）

全５５時間

リラクゼーションセラピストコース

サロン就職や自宅開業に向けて、オイルトリートメント
の基本となる３手技を学べます。

コース内容

ボディケアコース 足裏リフレクソロジーリンパドレナージュ

受講料：￥３５０，０００

受講料：￥９６０，０００
プロフェッショナルコース

コース内容 人の体を扱う仕事に絶対的に必要な技術と理論が習
得できます。卒業後すぐに現場で施術をできるように
なるまで、徹底的に授業を行います。就職希望の方や
開業を考えている方へのコースです。

（教材費込）

全１２０時間

受講料：￥７５０，０００

スウェディッシュトリートメント 足裏リフレクソロジーリンパドレナージュ ボディケア 解剖・栄養学

就職バックアップ

全国に約５０店舗ある系
列店にご紹介や、施術
業界に特化した人材紹
介会社にご紹介します。

開業バックアップ

開業をお考えの方に、必
要な手続きや機材の紹
介、H・P、カルテの作成
など情報を提供します。



体験入学会開催!!

ＲＯＫＫＡの体験入学会!!

本校の体験入学の目玉はなんと言っても、現在開講中の

講座の体験が可能なことです。授業の内容はどんなものか、

どんな風に進むのか、自分には向いているのか、どんなト

リートメントなのか、など実際に体験して下さい。他ではでき

ない貴重な体験になると思います。

パンフレットだけでは分からない、学校の雰囲気、手技を実

感し役立ててください。あなたのご参加お待ちしております。

随時予約受付中。

内容　講座説明＆手技体験　　　　所要時間　約90分

　

http://rokka.cc/

〒812-0026 

福岡県福岡市博多区上川端町4-202

TEL 092-263-8828  FAX 092-263-8828

ＭＡＩＬ　rokka@mns-group.co.jp

①開催スケジュールをご確認下さい。
　 
②ご希望のコースが決まりましたら、入学願書に記入し、ご送付またはご持参下さい。
   
③お申込み頂いてから1週間以内に受講料をお振込み下さい。
 
 〔振込先〕

      西日本シティ銀行キャナルシティ博多支店普通預金口座番号3009531
      株式会社　六花　代表取締役　徳永　多恵

 〔カード払いご希望の方ヘ〕

     ・VISA、MASTER、JCBが可能です。

   受講料のご入金が確認された時点ではじめて、お申込み完了となります。

   受講料を先にお支払い頂いた方に優先権がございますので、入金はお早めにお済ま

   せ下さい。

④入金の確認ができた方から、御連絡を差し上げます。

お申込み方法



ROKKA SCHOOL
卒業生の声
 

福岡市、薬院にサロンをオープン

武田真希さん 

自分の都合のいい日で授業を受ける事が出来、無理なく習得でき
ました。先生方が素晴らしく、気さくに話して頂いて毎回授業が楽し
みでした。マンツーマンの授業でとても分かりやすかったです。

飯塚に自宅を改装したサロンをオープン

田尻理恵さん（３０代後半　 専業主婦　リンパドレナージュコース）

アットホームで、すごーく傷ついていた心も体も回復できたし、人生
は出会う人が限られていると思いますが、先生とも仲良くさせて頂
いて六花を通じてすごく良い出会いができたと思います。

系列店でセラピスト・講師として就職

林都乃さん 

以前からあこがれていた職業につきたいと思い、思いきって資料請求し、入校す
ることに決めました。在校中に、アルバイとして、現場に入り経験を積みました。お
かけで今は正社員として働いています。あの時思いきって本当によかったと思って
います。
お客さまに「気持ちよかった」と言っていただけると、やりがいを感じます。

 (30代後半　前・現職　ヘアメイク
  リンパ・スウェディッシュ・ヘッドケア
マタニティリンパドレナージユコース）

安藤ますみさん

自宅を改装しサロンオープン

安田史さん

スタッフの方が皆さん優しくて通うのが楽しかった。
受講も体験しながらできるので分かりやすかった。私
はプロコース受講で手技も多数できるので、お客さ
んが肩が凝っていたらいろいろまぜてやっています。

（３０代前半　前職　事務　プロフェッショナルコース）

地元、北九州のサロンに就職鹿児島でサロンを開業　

五反田智子さん 

堅苦しい雰囲気は無く、気軽に質問したり、何度
も手技を試させてもらったりとどこにもない「マンツ
ーマン」の授業でした。現在店を開業し、お客様と
接しています！！

　（３０代後半　前職　事務
　リンパ・ヘッドケアコース）

ご自宅で開業

山田安奈さん

初めは友人や家族にしていたのですが、口コミで
広がって今では忙しい日々ですがとても楽しいで
す。

（３０代後半　前職　事務
プロフッェショナルコース）　

（2０代後半　前職　飲食店　
プロフェッショナル・インストラクターコース）

系列店にセラピストとして就職
以前、リフレクソロジーを別のスクールで習得しました。大人数制でしたので質問も
しにくく、自分で納得するまでの技術が身に付きませんでした。
六花スクールはマンツーマンで聞きたいことはすぐ聞け、先生の手技も受ける事が
でき、充実した授業内容でした。
卒業後もすぐ就職が決まり、習得した技術が生かせる環境で働けています。

（３０代前半　前職　会社員　
プロフェッショナルコース）

松崎志保さん

施術業界で働くのは初めてでしたが、学校で手技
を習っていたのですぐなじむことができました。毎
日楽しく働いています！

（３０代後半　前職　販売
　リンパ・ヘッドケアコース）



入 学 願 書 平成　　年　　　月　 　日

1年以内の
本人写真

（４ｃｍ×３ｃｍ）

フリガナ 配偶者

氏名 有　・　無

生年月日

〒

年・月

年・月

フリガナ

氏名

生年月日

〒

（　　　）
－

（　　　）
－

（　　　）
－

本
　
人

電
話

電
話

電
話

現住所
〒

勤務先名

入学の動機

保
証
人

昭和 ・ 平成　　年　　月　　日生 （満　　歳）

昭和 ・ 平成　　年　　月　　日生 （満　　歳）

住所

電話　　　（　　　）
性　　別

現住所

メール
アドレス

最終学歴
職歴
現在の職
業

最終学歴 現在の職業

最終職業 業種

社名

所属卒

１．男　　2．女

〒

血
液
型

型

Relaxation & Beauty ＲＯＫＫＡ
貴校に入学を希望致します。

希望コース�       
１．スウェディッシュトリートメントコース
２．リンパドレナージュコース
３．ボディケアコース
４．リフレクソロジーコース
５．ヘッド＆眼精疲労ケアコース
６．腸セラピーコース

本人署名 印

自覚している
長所・短所

ローマ字での
名前/氏名

７．ハンドセラピーコース
８．猫背矯正コース

授業の予約・キャンセルは前日までにお願いします。
受講前にキャンセルされた方には、入学金を除き授業料等は返還します。
受講後のキャンセルは一切返金できません。

規
定

受講規定

　
　９．ベーシックコース
１０．セラピストコース
１１．プロフェッショナルコース
１２．骨盤矯正コース
１３．小顔矯正コース
１４．マタニティリンパコース　
１５．フェイシャルコース



ROKKA 案内地図

博多駅方面
・博多駅交通センターより国体道路方面のバスに乗車、キャナルシティ博多前で下車して徒歩１分

天神(西鉄福岡駅)方面
・天神バス停より国体道路方面のバスに乗車、南新地で下車して徒歩１分

市営地下鉄
・祇園駅 ３番出口より徒歩４分
・中洲川端駅 ５番出口より徒歩５分

キャナルシティ博多前
ROKKA

川端商店街川端商店街川端商店街川端商店街



 

produced  by  ROKKA


