校

ル 直接指
導
長ギ

Dr. Vodder's Manual Lymph Drainage
Dr.Vodder s マニュアル・リンパドレナージ

MLD資格認定コース
世界が認めるリンパドレナージの技術を学ぶ
今話題の「リンパドレナージ」の元祖であるDr.Vodder's マニュアル・リンパ
ドレナージ(MLD)は、身体の組織を浄化し、痛みを和らげ、神経を鎮静させ
る手技。羽根のような軽いタッチと、ゆっくりと寄せる波のようなリズムが特
徴的で、欧米や日本の医療機関では看護師や理学療法士が施術する手技療
法としても知られています。このコースでは頭から足先までの全身の施術と、
リンパ系の解剖生理学を、日本人唯一のMLD講師であるギル佳津江(JEA校
長)が、丁寧にわかりやすく指導。修了者へのアフターフォローも充実してお
り、受講者からも高い評価を得ています。

MLD ベーシック
大阪校
定員16名

キャンセル待ち受付中

京都校
定員20名

期
理論

実技
首&顔/脚/
ステーショナリーサークル

1 2014.8/23(土) 2015.2/13(金)
2
3
4
5
6

10:00～18:00

10:00～18:00

8/24(日)

2/14(土)

10:00～18:00

8/30(土)

10:00～18:00

8/31(日)

10:00～18:00

9/6(土)

10:00～17:00

9/7(日)

10:00～17:00

10:00～18:00

2/15(日)

10:00～18:00

2/20(金)

10:00～18:00

●MLDの歴史・禁忌・効果など
リンパ系の解剖生理学
●リンパ・オブリガトリーロード
●脳の排液
●スターリング均衡

パンプ&スクープ
背中&うなじ/
ロータリー
腕&臀部

2/21(土)

定員16名

2/22(日)

実技

リンパ系の
解剖生理学(前半)

首&顔
及び上級テクニック

11/2(日)

リンパ系の
解剖生理学(後半)

脚&背中
及び上級テクニック

11/8(土)

MLDの効果と
使用対象

腕&腹部
及び上級テクニック

スターリング均衡

うなじ&腹部
及び上級テクニック

理論復習・質疑応答

腎部&胸
及び上級テクニック

理論試験

実技試験及び復習

キャンセル待ち受付中

1 2014.4/11(金) 2014.11/1(土)
10:00～18:00

2
3
4
5
6

4/12(土)

10:00～18:00

4/13(日)

10:00～18:00

4/18(金)

10:00～18:00

4/19(土)

10:00～17:00

4/20(日)

10:00～17:00

10:00～18:00
10:00～18:00
10:00～18:00

11/9(日)

10:00～18:00

11/15(土)

10:00～17:00

11/16(日)

10:00～17:00

基本的技術・理論を学びます。修了段階では家族など
に対するプライベートな施術(ボディ)と、首と顔のみ
一般の方への施術が可能です。
※首と顔のみ施術メニューとして代金をいただくことができます。
※最終日にオーストリア ドクター・ボッダーアカデミー発行の修
了書(ディプロマ)を授与します。修了書及び認定料は受講料に
含みます。
※修了後「MLDセラピー1」の受講ができます。
※当校で習得されたMLDについて、他所にて指導する事は許可さ
れませんのであらかじめご了承の上お申込下さい。
※表記価格は2014年4月以降のお申込みに適用されます。

期
理論

定員16名

￥180,000(税￥14,400)

質疑応答・復習

10:00～17:00

大阪校

受講料

6日間(総40時間)

腹部&胸

10:00～17:00

MLD セラピー1
大阪校

間

間

受講料

6日間(総40時間)
￥220,000(税￥17,600)

ベーシックで習得した基本技術をさらに正確に行える
よう練習することに加え、より高度な技術を習得して
いきます。プロとしてMLDの施術を行いたい方には必
須のコースです。
※MLDセラピストとして一般の方への施術(リンパ浮腫以外)を行
うことが許されます。
※最終日の試験合格後、オーストリア ドクター・ボッダーアカデ
ミー発行の修了書(ディプロマ)を授与します。修了書及び認定
料は受講料に含みます。追試は有料になります。
※修了後「MLDセラピー2&3」の受講が可能です。セラピー2&3は
豪州・カナダなどで開催しています。海外での受講もしっかりサ
ポートいたします。
※当校で習得されたMLDについて、他所にて指導する事は許可さ
れませんのであらかじめご了承の上お申込下さい。
※表記価格は2014年4月以降のお申込みに適用されます。

●MLDベーシックとセラピー1、両コースを同時にお申込みの場合は￥32,400お得になります。 ●MLDネック&フェイス修了者は、MLDベーシックの受講料(\194,400)が￥169,400
(￥25,000免除)になります。 ●MLDネック&フェイス修了者は、MLDベーシックとセラピー1を同時にお申込みされる場合、セット受講料￥399,600が￥374,600(￥25,000免除)になり
ます。免除額とセット受講割引を併せて￥57,400お得です。 ●お支払い回数についてはご相談下さい。 ※表記価格は2014年4月以降のお申込みに適用されます。

1Day MLDレビュー(技 術 の 復習)

期

すでにMLDベーシックコースやMLDセラピー1コースを修了した方の実技復習クラスです。

大阪校

京都校

定員16名

内容

定員12名

2014.5/11(日) 2014.10/5(日)
10:00～17:00

10:00～17:00

実技の復習が中心です。
理論や症例に関する質疑応答もあります。

MLD資格説明会も開催します
「M L Dって実 際どんなトリートメント？」
「どんな効果が期待できるの？」「資格取
得までのプロセスは？」など、あなたの疑
問に校長ギルがお答えいたします。
セラピストの方や医療従事 者の方はもち
ろん 、これからアロマを学び始める方も
お気軽にご参加ください。

間

1日間(総6時間)

受講料

￥18,000(税￥1,440)

※他校でMLD認定コースを修了した方も参加できます。
お申込みの際にドクター・ボッダーアカデミー発行の修了書(コ
ピー)をご提出ください。
※オーストリア ドクター・ボッダーアカデミー発行の修了書(ディ
プロマ)を授与します。修了書及び認定料は受講料に含みます。
※表記価格は2014年4月以降のお申込みに適用されます。

参加無料

校長ギルが直接ご説明！
2014.5/11
(日)

2014.7/12
(土)

2014.10/5
(日)

2015.1/12
(月祝)

16:30～18:30

11:00～13:00

16:30～18:30

14:00～16:00

大阪校

大阪校

京都校

京都校

1Dayレビュー見学

MLD説明会

1Dayレビュー見学

MLD説明会

16:30～17:00

11:00～12:00

16:30～17:00

14:00～15:00

MLD説明会

体験会

MLD説明会

体験会

17:30～18:30

12:00～13:00

17:30～18:30

15:00～16:00

★受 講 対 象 者 規 定
(A) 解 剖生 理学 の 基 本 知 識と(B) ボディマッサージを学んだ 方が 対 象 者 です
(A) 解剖生理学の基礎知識を有する方
①JEAのベーシック解剖生理学(30時間)修了
②JEAのAEAJ対応アロマセラピストコース B課程もしくはE課程修了
③他のスクールもしくは通信講座などで最低30時間の解剖生理学を修了
④AEAJ認定インストラクターもしくはアロマセラピストの資格保持者
⑤医師・看護師・保健師、柔道整復師、理学療法士、作業療法士、鍼灸師、
マッ
サージ師、薬剤師 国家資格保持者
※解剖生理学の本を自宅で読むなど自習は該当しません。
(B) ボディマッサージ(オイル有/無、マニピュレーション)を一定の時間以上学ん
だ方もしくは特定の医療従事者
①JEAのモジュール1トリートメント修了者
②他のスクールで40時間以上のボディマッサージコースの修了者
③AEAJ認定アロマセラピストの資格保持者
④スクールで学んでいないが、現在ボディマッサージの実務に従事し、500時間以上
施術経験がある
⑤オステオパシー、カイロプラティック、クラニオセクラルセラピー、ロルフィング
などの認定資格保持者
⑥(A)⑤に該当する者は薬剤師を除き、ボディマッサージの経験がない場合でも
条件を満たすこととする
MLDコースは身体の仕組みを理解した上で、とても繊細なタッチの施術が必要と
なるコースです。その為、受講資格を設けております。1Dayレビュー(技術の復習)
の受講は、ボッダー式MLDを受講した方であればどなたでもお申込みしていただ
けます。
＜男性の受講について＞
このコースは肌の露出度が高いため、男性の受講希望者の方は、女性のモデルさ
んをお連れ頂くことで受講可能となります。身内の方をモデルとして同伴され受
講される方もおられます。まずはお問合せ下さいませ。

★ディプロマ（ 資 格 認 定 証 ）の 発 行について
●ベーシック全日程出席者には、オーストリア ボッダー・アカデミーのBasic資格
認定証が発行され、セラピー1の受講資格が与えられます。
●セラピー1全日程出席の上、最終日の試験合格者には、オーストリアボッダー・
アカデミーのTherapy1資格認定証が発行され、リンパ浮腫治療が行えるセラ
ピー2&3の受講資格が与えられます。日本ではセラピー2&3講習は現在医療施
設のみで開催されています。
（受講資格：医療従事者のみ）

★お 申 込 み について
＜お申込締切＞ 定員に達し次第締切りとなります。
①受講をご希望の方は受講規約をご確認の上、
「専用申込書」をご提出、または
HPよりお申込み下さい。
②到着後、ご確認のご連絡をさせていただきます。
③当校より発送の「完了資料」が到着後、7日以内にお申込手付金（￥21,600)を、
残金はお支払期日までにお振込下さい。1Dayレビュー（技術の復習）は受講
料全額をお振込下さい。お振込の確認ができない場合、キャンセル扱いとさせ
ていただきます。
＜キャンセル・支払規定＞
①コース開講日前日から起算して7日前から受講料総額の30%がキャンセル料
として発生致します。
②コース及びレビューはキャンセル料発生日前のキャンセルであっても、一度入金
されたお申込手付金はご返金いたしかねます。
③開講後の自己都合によるキャンセルにつきましては一切ご返金いたしかねます。
あらかじめご了承下さいませ。
＜お申込みの前に必ず別紙受講規約をお読み下さい＞

詳しくはHPをご覧下さい。
遠方よりお越しの受講生には近隣の宿泊施設をご紹介いたします。

★参 加 資 格 を 満 たしてい な い 方に オス ス メ！
解剖生理学の知識やボディワークの経験がない方は、当校でベーシック解剖生理
学(通学・通信)ボディーマッサージ(モジュール1実技)を受講していただけます
●「MLDベーシック+モジュール1実技」
セット価格 \275,000(税￥22,000)
●「MLDベーシック+ベーシック解剖生理学」
セット価格 \230,000(税￥18,400)
●「MLDベーシック+モジュール1実技+ベーシック解剖生理学」
セット価格 \325,000(税￥26,000)
日程や授業内容などの詳細は、お問合せ下さいませ。
※表記価格は2014年4月以降のお申込みに適用されます。

ジャパン・エコール・デ・アロマテラピー

JEA京都校 JR京都駅より徒歩5分 ／ JEA大阪校 JR大阪駅より徒歩5分

★ご 注 意ください!!
この技術はオーストリア ドクター・ボッダーアカデミーが認定した講師のみ指
導することが許されています。近年、
「ボッダー式に基づいたスキル」など、曖
昧な表現でボッダー式MLDを学べると謳うスクールが増えています。正式な
認定講師のみがボッダーアカデミーからの修了認定書を発行できます。医療
従事者の方は、リンパ浮腫を学ぶセラピー2&3の受講資格はこの認定書がな
ければ得られませんので、ご注意下さい。

0120 -872-700
w w w. aromaschool.jp
w w w.mldjapan.com (MLD専用サイト)

