
MLDコース MLDベーシック＆MLDセラピー1

※同時お申込みの場合、セット価格が適用になり、お得にご受講いただけます
※いずれも教材費・資格認定証・認定料含む。入学金なし ※一括・分割・クレジットカード・学資ローン対応

期 間 全12日間(6日間×2) 総80時間
料 金 ￥390,000＋税 (京都・大阪)

￥440,000＋税 (東京)

日々の健康管理から美容、医療まで幅広い用途をもつDr.ボッダー
式マニュアル・リンパドレナージを学んでみませんか。日本人初の
Dr.ボッダーアカデミー認定講師ギル佳津江が直接指導します。
Dr.ボッダー式MLDの効果などについては、別冊のパンフレットをご覧下さい。
また、MLDセラピー2＆3日程はお問合せ下さい。

理 論 実 技
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京都校
定員24名

●MLDベーシックとセラピー1を同時お申込みの場合、セット価格が適用になります。京都・大阪は￥30,000+税、東京は￥50,000+税お得になります　●お支払い回数についてはご相談下さい

実技試験

・首&顔、脚およびエキストラテクニック
　(口腔、眼瞼、耳、鼻)

・背中、腕　
・エキストラテクニック(脚)

・首＆顔
・復習

リンパ系の解剖生理学④ 
リンパ浮腫(分類/進行/悪化要因/リンパ管吻合/保存的療法）

理論試験

MLDの適用 / トリートメントアプローチ
症例研究実践方法 / Q& A

リンパ系の解剖生理学①
深部リンパ管の排液経路

リンパ系の解剖生理学②
MLDが禁忌となる病理やハイリスクグループ

リンパ系の解剖生理学③
脳からの脳脊髄液の排液経路とMLDの効果
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2017.4/14(金)
10:00～18:00

4/15(土)
10:00～18:00

4/16(日)
10:00～18:00

4/21(金)
10:00～18:00

4/22(土)
10:00～17:00

4/23(日)
10:00～17:00

東京会場
定員8名

2017.7/17(月)
10:00～18:00

7/18(火)
10:00～18:00

7/19(水)
10:00～18:00

7/20(木)
10:00～18:00

7/21(金)
10:00～17:00

7/22(土)
10:00～17:00

大阪校
定員24名

2017.10/14(土)
10:00～18:00

10/15(日)
10:00～18:00

10/21(土)
10:00～18:00

10/22(日)
10:00～18:00

10/28(土)
10:00～17:00

10/29(日)
10:00～17:00

東京会場
定員8名

2017.5/22(月)
10:00～18:00

5/23(火)
10:00～18:00

5/24(水)
10:00～18:00

5/25(木)
10:00～18:00

5/26(金)
10:00～17:00

5/27(土)
10:00～17:00

大阪校
定員24名

2017.8/26(土)
10:00～18:00

8/27(日)
10:00～18:00

9/2(土)
10:00～18:00

9/3(日)
10:00～18:00

9/9(土)
10:00～17:00

9/10(日)
10:00～17:00

京都校
定員24名

2018.2/9(金)
10:00～18:00

2/10(土)
10:00～18:00

2/11(日)
10:00～18:00

2/16(金)
10:00～18:00

2/17(土)
10:00～17:00

2/18(日)
10:00～17:00

・うなじ、肩、腹部
・エキストラテクニック(腹部、うなじ)

・臀部、胸
・エキストラテクニック(臀部、胸)

・MLDの歴史 ・作用機序・適用・禁忌 

・正しい手技について

・浸透圧・拡散 ・静水圧

・スターリングの法則 

・組織学・脈管学

・リンパ系の機能と構造 

・浮腫・リンパ浮腫 

※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　※当クラス修了後、「MLDセラピー1」の受講が可能です

理 論 実 技
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首& 顔、脚
ステーショナリーサークル

背中&うなじ
ロータリー

パンプ& スクープ

腕&臀部

腹部& 胸

まとめ・質疑応答
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●MLDベーシックとセラピー1を同時お申込みの場合、セット価格が適用になります。京都・大阪は￥30,000+税、東京は￥50,000+税お得になります　●お支払い回数についてはご相談下さい

料金 ¥180,000＋税(京都・大阪) / ¥220,000＋税(東京)6日間(総40時間)期間MLDベーシック

料金 ¥240,000＋税(京都・大阪) / ¥270,000＋税(東京)6日間(総40時間)期間MLDセラピー1

2017年度 コース日程表

世界で最も繊細な手技療法の一つであるDr.ボッダー式MLDの6つの基本手技、
全身の基本トリートメントおよびリンパ系の解剖生理学を詳細に学びます。

※一般の方(リンパ浮腫患者以外)へのボディ(全身)の施術が可能です　※当クラスを修了後、医療従事者は「セラピー2＆3」の受講が可能です。

デトックス効果と鎮静効果の高いMLDの手技をマスターし、触診方法を含むエキストラテクニックを学びます。
皮膚や心身の様々なトラブルに対応できるセラピストを養成します。



《お申込み方法》 定員に達し次第締切となります。
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」に必要事項をご記入下

さい。「東京」の場合、開催校は「その他」の欄にご記入下さい。「専用申込書」は
HPよりダウンロードして郵送またはFAXでお申込み下さい。または、HPのお申込み
フォームからもお申込みいただけます。

②申込書受理後、当校より申込完了資料を発送いたします。
③完了資料到着後、申込手付金（￥21,600）を７日以内に、残金はお支払い期日までにお

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

発生いたします。
②一度ご入金された申込手付金は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返金いたしかねます。ご了

承下さい。
＜お申込みの前に必ず別紙受講規約をお読み下さい＞

受 講 対 象 者 規 定

お 申 込 み に つ い て

デ ィプ ロ マ（ 資 格 認 定 証 ）の 発 行 に つ い て

《MLDベーシック受講対象》
Dr.ボッダー式マニュアル・リンパドレナージ(以下MLD)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。そのため、(A)解剖生理
学と(B)ボディマッサージを学んだ方が対象となります。
(A)解剖生理学を学んでいるとみなされるのは次の条件を満たしている方々です。
1. 基礎解剖生理学30時間以上(通信可)
2. AEAJ認定アロマセラピスト資格保持者
3. 医師・看護師・准看護師・歯科医師・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、薬剤師の国家資格保持者
※解剖生理学の本を自宅で読むだけなど独学で学ばれた方や、歯科衛生士や介護福
祉士、健康運動指導士、心臓リハビリテーション指導士などは3に該当しませんので
対象外です。
★1.2.3.に該当する方は証明できるもの(コピー可)をお申込みの際にご提出下さい。
(B)ボディマッサージを学んでいるとみなされるのは次の条件を満たしている方々です。
1. JEAのモジュール1トリートメント(実技)を修了された方
2. 他のスクールで27時間以上のボディマッサージコースを修了された方
3. AEAJ認定アロマセラピスト資格保持者
4. オステオパシー、カイロプラクティック、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
5. (A)の3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

件を満たしたこととする
★2.3.4.5.に該当する方は証明できるもの(コピー可)をお申込みの際にご提出下さい。

《MLDセラピー１受講対象》
以下(A)と(B)または(C)のどちらかを満たしている方が対象です。
※医療従事者の方は(B)(C)免除。
(A)MLDベーシック修了者。他校にてMLDベーシックを修了された方は、Dr.Vodder 
　Academy International発行のベーシック資格認定証のコピーをお申込みの際に
　ご提出下さい
(B)AEAJ認定アロマセラピスト資格保持者でJEAのベーシック解剖生理学を受講された方
(C)解剖生理病理学70.5時間を含む187時間のボディマッサージもしくはアロマテラ
　ピーコースを履修した方

《MLDレビュー受講対象》
MLDベーシック、またはMLDセラピー1修了者が対象です。他校にてMLDを修了さ
れた方は、Dr.Vodder Academy International発行の資格認定証のコピーをお申
込みの際にご提出下さい。

《男性の受講について》   ※東京会場では、男性受講は不可となります。
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
んをお連れいただ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。

JEA京都校 （〒600-8411 京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620  COCON KARASUMA 3F）
JEA大阪校 （〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスプラザ3F）

ロハスムーン（〒160-0022 東京都新宿区新宿1-24-7 ルネ御苑プラザ712）

ジャパン・エコール・デ・アロマテラピー内
アロマテラピー＆自然療法スクール

0120-872-700 [ 受付時間 ] 平日10:00～19:00 / 土日祝10:00～18:00

jea@aromaschool.jp ホームページ http://www.mldjapan.com

京　都
大　阪

東　京
開 催 場 所

2017年度　MLD体験・説明会
JEA大阪校

11:00～13:00

JEA京都校

11/11 (土)
18:30～20:30

上記以外にも開催を予定しています。詳しくはHPをご覧下さい。

5/30 (火)
19:00～21:00
10/2 (月)

東京会場
（ロハスムーン）

この技術はDr.Vodder Academy International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
Dr.Vodder Academy Internationalからの資格認定証を発行できます。医療従事
者対象となる、リンパ浮腫治療を学ぶセラピー2＆3の受講資格はこの認定証がなけ
れば得られませんので、ご注意下さい。また、当コースで習得されたMLD技術や知
識について、他所で指導することは許可されません。あらかじめご了承下さい。

－ ご注意ください －

東京会場
定員8名

東京会場
定員8名

大阪校
定員16名

大阪校
定員16名

2018.1/14(日)
10:00～17:00

2018.1/13(土)
10:00～17:00

2017.10/4(水)
10:00～17:00

2017.10/3(火)
10:00～17:00

京都校
定員10名

京都校
定員10名

2017.7/9(日)
10:00～17:00

2017.7/8(土)
10:00～17:00

料金 ¥18,000＋税(京都・大阪) / ¥20,000＋税(東京)1日間(総6時間)期間MLDレビュー(技術の 復習)

すでにMLDベーシック、またはMLDセラピー1を修了した方の復習クラスです。実技の復習が中心です。
症例や新しい情報の共有、質疑応答もあります。より習熟度を高めるために、2日間以上の受講をおすすめします。

※講座終了後、ジャパン・エコール・デ・アロマテラピー発行の修了書を授与します。修了書は受講料に含みます

●ベーシック全日程出席者には、Dr.Vodder Academy Internationalのベーシック資
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、Dr.Vodder Academy Interna
tionalのセラピー1資格認定証が発行され、リンパ浮腫治療技能者としての資格
であるMLDセラピー2&3の受講資格が与えられます。

-

《MLDセラピー2＆3受講対象》
MLDセラピー２＆３の開催までに下記の条件を満たしている方が対象となります。
1.医師・看護師・理学療法士・作業療法士・あん摩マッサージ指圧師
2.MLDセラピー1を修了している医療従事者でかつライフプランニングセンター
　主催の「新リンパ浮腫研修」の全課程(4日間)をすでに修了している方、もしく
　は修了見込みである方。

※MLDセラピー２＆３を受講予定の方で、セラピー１の受講、もしくはレビューの
　受講から２年以上が経過している方は、前提条件として二日間のMLDレビュー
　参加が必要です。詳しくはお問合せ下さい。

※当コースを受講するには、受講資格を満たしている必要があります。受講資格を満
たしていない方には、解剖・生理・病理学の講座やボディワークのクラスをご用意して
おりますので、お問合せ下さい。

MLDセラピー２＆3　2017年11月に京都で開催予定！
セラピー1を修了した医療従事者は、リンパ浮腫治療技能者とし
ての資格であるMLDセラピー2&3へ進むことができます。


