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 Universal

自然と体が調和する、意外と知
らなかった日本の「穴場」。海、
山、歴史、様々な場所を滞在先
にできる自分スタイルの旅で「解
放感」と「学び」を得る。

THE STAY

自分を変える旅 

自分を変える滞在型トレーニン
グで資格を取得します。あなた
の才能を開花させ今まで知らな
かったことを「知る」ことにな
ります。


新しい学びと資格

自分を洗う休日

新しい価値と資格

自然と体が調和する、意外と知
らなかった日本の「穴場」。海、
山、歴史、様々な場所を滞在先
にできる自分スタイルの旅で「解
放感」と「学び」を得る。

あなたが自分のためにはじめた
トレーニングステイを終了され
たとき「手に職」がつき認定証
明書を取得しています。この先
は自分を貫くライフスタイルで
活躍してください。



 

3つのステイコースから選ぶ

THE STAY
JAPAN

セラピスト資格 ドッグセラピスト資格 休日コース
ユニバーサルステイ短期集中型は、
A・B・C・Dコースから選択できま
す。彫刻美容、クレンズコルギ、ヨ
ガセッション、ウエディングなど。

ドッグヒーリングは、出会い、生活、
環境、支え合う、ビジネス等のパー
トナーとしてお互いの関係性と気持
ちを共有する1つの方法です。

あなたに合わせたプランをご提案。
最適な時間で優しい気持ちが刻み込
まれる優雅な休息。この先にある価
値に気づかせてくれる。



 

THE STAY
Beauty Stylist

自分を変える滞在型トレーニングで資格を取得します。 
あなたの才能を開花させ今まで知らなかったことを「知る」ことになります。自分にもできる手に職を身につけます。

彫刻美容 クレンズコルギ ヨガセッション ウェディング 

顔の施術に集中したハ
ンド特殊技術を習得

顔の施術に集中したハ
ンド特殊技術を習得

スピリット「ペアヨガ」
セッションを習得

ウエディング／プレグナ
ンシーセラピーを習得

A B C D



 
授業スケジュール
THE STAY

Beauty Stylist
ビューティースタイリスト認定 

ビューティフル・グラマラス・コンフィ
デンス「美しく、魅力的な、自信に漲
る」それがビューティースタイリスト
の職業です。それは、「美しい技術で、
美しく仕上げる」セラピストのこと。
顔、身体、内なる姿勢、この3つの姿
勢を細やかな気配りで手がけます。あ
なたの才能を開花させ今まで知らなかっ
たことを「知る」ことになります。自
分にもできる手に職を身につけます。

license
認定証について 

I.T.U.International union 認定 
Beauty Stylist ビューティースタイリスト一級 

*その他各種認定は下記の通り 
A. 彫刻美容ライセンス 
B. クレンズコルギライセンス 
C. ウェディングセラピー・ 
    プレグナンシーセラピー・プラクティショナー 
D. ホリスティック・ヨガ・セッション認定。

受講費用 

料金：400,000 円（税抜価格） 
費用に含まれるもの：授業料、教材各種
認定証交付、昼食（一部教室のみ） 

各自でご負担するもの：交通費、宿泊、
食事 等 

お支払い方法：指定口座へお振込いただ
く方法クレジットカード（オンライン決
済）ご利用が可能です。



 

自分を変える滞在型トレーニングで資格を取得します。 
「癒やして、癒される、豊かな関係」 

あなたと動物の出会い、生活、環境、支え合う、ビジネス等のパートナーとしてお互いの関係性と気持ちを共有できる1つの方法です。動物たちがあ
なたを感じていることを意識してください。毛から皮膚、脂肪、筋肉、そして骨まで、そのすべての層にあなたの温かさや優しさを感じる質の高い

時間を過ごす優雅なひと時です。

THE STAY
Holistic dog healing

体感と経験

犬に優しいセラピーと
はどんなセラピー？ど
ういう効果があるの？
実際に体験をしてみな
いとわからないもので
す。スクール生にも実
際に犬の気持ちになっ
て体験していただきま
す。アカデミーの講師
は人々にセラピーを提
供できるインターナショ
ナルライセンスを保持
しています。

学びと自信

認定プログラムでは、
高い教育水準を維持し
ながら、スクール生が
時間と費用を節約でき
るように独自のトレー
ニングで設計されてい
ます。ユニバーサルス
テイでは短期集中で学
ぶことができ、実際に
犬とのふれあいの中で
授業を受けることがで
きます。

大切な時間 大切な存在

私があなたに出来るこ
と。癒やして、癒され
る「人と犬の豊かな関
係」を大切に保つため
に幅広く活躍できるドッ
グセラピストを育成し
ています。ドッグトリー
トメントは、読みとる
能力、カラダで記憶す
るテクニックで見えな
いながらも重要な役目
を果たします。

愛犬との暮らしで大切
なことは、パピーから
シニア、エンジェルドッ
グ、そのすべてを共に
生き、そのすべてを受
け入れることです。セ
ンティメントを感じる
関係を理解することで
人々は愛犬への愛のか
たちを変え執着せず穏
やかに受け止めること
を知ります。



 

ホリスティックドッグ 
ヒーリング認定 

卒業までに新たな事業を成功させるた
めに準備をします。既に犬と一緒に仕
事をしている、新しいスキルを身につ
けたい、好きなことをしたいと思って
いる方もクラスに参加することができ
ます。専門的にコースを選択すること
ができ、目的に応じた認定を受けるこ
とができます。

認定証について 

I.T.U.International union 認定 
HTCホリスティックドッグセラピスト1級認定 

実技

ボディーシード、温灸、温石、刮痧

座学

愛犬飼育管理向けの理論 
HTCアイラブドックアニマル理論、犬のチャク
ラとマルマ、ドッグエナジーワーク、ドッグト
リートメント開業サロン開業する認定資格サロ
ンオーナ様向け


受講費用 

料金：400,000 円（税抜価格） 
費用に含まれるもの：授業料、教材各種
認定証交付、昼食（一部教室のみ） 

各自でご負担するもの：交通費、宿泊、
食事 等 

お支払い方法：指定口座へお振込いただ
く方法クレジットカード（オンライン決
済）ご利用が可能です。

授業スケジュール
THE STAY

Beauty Stylist license



 

２泊３日の自分を洗う休日 
クレンズの旅 

３日かけてあなたをクレンズするプランをご提案。最適な時間で優しい気持ちが刻み込まれる優雅な休息。 
滞在時間のすべてが、この先にある価値に気づかせてくれる。

不調を整えて気分転換を促すクレンズ
ビューティーは、からだを深くほぐし
てリラックスさせ巡りを改善してくれ
ます。セラピー、スパ、ビューティー
の３つ要素を融合したビューティーバ
ランサーのアンチエイジングトリート
メント。

CLEANSE STAY 
Holistic Cleanse Nature

ビューティー・バランサー ウィルネス・バランサー ソウル・バランサー

オールド・スタイル・ヒーリングは、
すっきり浄化して気分を高めたい、気
分を癒したいときに効果的なクレンズ。
おひとりおひとりに合わせたトリート
メントで気持ちをリセットさせたい方
に。ヒーリング、ホリスティック、ト
ラディショナルの３つ要素を融合した

ストレスの蓄積が原因で、判断が難し
い、考えがまとまらない。そんな時に
一つ一つ丁寧に考えるトリートメント。
不調なエネルギーを吸収しないように
身を守り受けるのを防ぐエナジーワー
ク、プロテクション、ピュリフィケイ
ションの３つ要素を融合したチューニ



 

２泊３日のステイクレンズ

CLEANSE STAY 

受講費用 
３日間　料金：150,000 円（税抜価格） 
昼食、送迎がサービスでご用意しております。 
各自でご負担するもの：交通費、宿泊、食事 等 
お支払い方法：指定口座へお振込いただく方法とク
レジットカード（オンライン決済）ご利用が可能

ステイ 
自然と体が調和する、意外と知ら
なかった「穴場」。海、山、歴史、
様々な場所をステイ先にできる自
分スタイルのクレンズの旅へ。行っ
てみたい場所、もう一度行きたい

自由時間 
宿泊先、食事、観光等に関しては
事前にガイドトレーナーにご相談
いただけます。その土地でしか味
わえないネイティブな穴場をご提
案いたします。ぜひアクテビティ
なおすすめスポットをお楽しみく
ださい。



 

INFORMATION 
SERVICES

お気軽コミュニティトーク 
資料請求は個人情報の記入が必要です
が、チャットサービスをご活用いただ
くと個人情報登録不要で気軽にご質問
いただけます。 

LINE ID : @itu-school 
受付時間：365日9:00~17:00 
以外の時間帯は翌営業日にお返事いた
します。

少人数制の授業にこだわる 
「少人数制」、「マンツーマン指導」、「無料補講制度」個々のスキルに合わせた授業内容で納得いくま
でトレーニングを行います。習得する技術はトレーニング時に必ず体験していただきますのでお客様がど
う感じるかなども実体験できます。テキストの本読みや人形を使用した授業は行ないません。実技トレー
ニングの中に理論を含めた指導を行うことで、卒業後すぐにお客様に施術できる技術を身に付けることが
できます。 

卒業後は 

カリキュラム終了後、担当講師をモデルとし全行程の技術検定を行います。合格保証となり
ますので試験制度はありません。受講レポートを提出して事務局まで郵送してください。認
定証授与式は受講教室で行われる方法と郵送がございます。独立開業、新事業、海外出店、
商材の購入、宣伝等のサポートは随時行っておりますので日本事務局の専任アドバイザーに
ご相談ください。 

職業として考える 

セラピストは人気の職業としてそのキャリアが高く評価されています。セラピストの分野も
幅広く証明書と学位プログラムはたくさんあります。それぞれの内容は異なりますが、共通
する点は人がこの世にいる限り必要な職業であり、この先もっと必要とされるということで
す。 

新たにはじめる準備 

セラピスト業も今まで以上に分野を広め高いレベルの教育が必要となります。即ち、人が人
に触れる職業である限り常に技術レベルを上げる必要があります。スクール生は利用可能な
いくつかの証明書を必要とします。セラピストは今までの学位プログラムと新たに始める準
備ができたら、このガイドを参考にして正しい方向へ進んでください。 

セラピスト業における目的を明確に 

あなたが初心者として新たにチャレンジする場合、専門的な機関を通して利用可能な証明書
と卒業証書プログラムを保持する必要があります。標準的なトレーニングを完了した後、学
んだプログラムを正しく実践できるように実技と経験を積む訓練をします。 

プロのセラピストとして 

セラピスト業は経験があるからといって認められる職業ではありません。未経験者でもプロ
のセラピストとして訓練することで要件を満たしていることを示す証明書または卒業証書を
受け取ることになります。すでに他の機関で認定されている方は、クラスの継続教育にクレ
ジットを獲得できます。 

セラピスト業にクレジットされる 

ホリスティック 
ネイチャーハーバリスト 
スピリットキャリア 
エナジーワーク 
ソウルバランサー 
サウンドセラピー 
ビューティースタイリスト

THE STAY
JAPAN



 

［奈良大和を知る］ 

山の辺の道｜大神神宮｜箸墓古墳
｜石上神宮｜纒向遺跡｜長谷寺｜
談山神社｜安倍文殊院｜明日香｜
橿原神宮｜当麻寺｜高天原｜法隆
寺｜キトラ古墳｜大和神社｜吉野
｜黒滝｜大峰山｜ほか。

奈良大和

THE STAY
JAPAN

「万葉集」ゆかりの地名や伝説が残る古代ロマンの世界で懐かしさを感じる。奥深い歴史の場はク
ラッシックな雰囲気の場所。時を忘れて寛ぐ「自由な時間」をあなたのために。

周辺スポット




