
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重本校・東京・大阪・全国出張 

［プロセラピスト養成講座］[ロミロミバリエーション講座] 
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ロミロミとは古代からハワイアンのカラダとココロを元気にして

きた伝統医療。現代ではハワイアンマッサージとして人気が出て

きています。ロミロミセラピストは、硬くなってしまったカラダ

とココロをゆっくりと波のように揉みほぐしていくことで人をイ

キイキと幸せにするお仕事。お客様の喜ぶ顔、ハツラツとして帰

っていく姿が一番のご褒美となる一生できる素敵なライフワーク

です。 

 

 

パソコン・スマホ首、肩こり、腰痛や筋肉のこわばりをほぐし、

薬園の島ハワイの空気感でココロを芯からリラックスさせるロミ

ロミセラピストはどのようなシーンでも喜ばれる存在。ご家族や

身の回りの方を癒す方、友人や近所の人々を癒してお小遣い稼ぎ

する方、おうちサロンなどを開業してビジネスをする方、ヘア・

ネイルサロンとのコラボでビジネスをスタートされる方、ボディ

ケア会社に経験者として有利に就職される方など、ロミロミセラ

ピストは様々なステージでお客様を幸せにしています。 

 

師（クム）とともに過ごし、師の考え方を学び、技術を盗む…。

手取り足取り学ぶのが伝統的なロミロミでした。クウイポのスク

ールでもこの伝統的な手取り足取りのきめ細やかな「ひとりひと

りに合わせた実技指導」を大切にしています。クウイポロミロミ

スクールのレッスンはすべてハワイ州公認セラピストが直接実技

を指導。「ホンモノのロミロミ」を習得していただくためのプロ

グラムを長年の経験から作り上げています。 

 

 

ハワイで日本人観光客の方々にいち早くロミロミを紹介したこと

で有名なロミロミ専門会社、クウイポ。ハワイ伝統の学びの方法

を現代のシステムにまとめたロミロミスクールです。ロミロミと

は何か？…「アロハスピリット」「ハワイのエネルギー・マナ」

「ホオポノポノ」「ロミロミの歴史と哲学」「解剖学」、そして

「人を癒し、自分自身も癒されるハワイアンヒーリング・ロミロ

ミ」の本格的な実技まで、ロミロミに必要な知識と技術を習得で

きるスクールです。 
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レッスン体験してから検討できます。 

 
無料体験レッスン 

実際のレッスンのあるときにのみ 3時間体験いただけます。 
 

体験パック 

レッスン体験＋ロミロミ体験（施術を受ける）＋説明（約 2時間） 

1 回 3,000 円。クウイポのロミロミを本格的に体験いただきます。 

 

強力なインストラクターによるワンランク上の

レッスン 

ハワイ州認定セラピスト Chieko 先生

の本格的な実技レッスン、「ロミロ

ミの教科書」の著者 Noa 先生のハワ

イ通になる講義でワンランク上のロ

ミロミセラピストを目指します。 

実技重視、マンツーマンの正統派レッスン 

伝統のロミロミは息吹や手さばきを

感じさせながら「伝える」もの。ク

ウイポのレッスンはその伝統を守り

マンツーマンでお客様に喜ばれる本

格的な実技を指導しています。 

目的に応じて選べる講座 

一人一人の「やりたいこと」によりそいます 

●プロセラピスト養成講座 

「一生のお仕事としてロミロミを習得したい」という方のため

の本格的なロミロミ講座。先生が生徒さんと向き合う伝統的な

方法で初級・中級・中上級・上級の各コースを用意。 

●バリエーション講座 

「お客様に喜ばれるメニューを充実させたい」という方のため

に【チェアー】【ドライ】【シェイプアップ】【リフレ】【ホ

ットストーン】の各ロミロミ講座を用意しています。 

自分の都合で選べるシステム 

忙しいあなたでも習得できる独自のシステム 

●学ぶ場所を選べる 

三重本校・東京サテライト校・大阪サテライト校・全国出張。

全国の方が学んでいます。 

●学ぶ日時を選べる 

自分の都合の良い日、時間に予約して受講できます。 

●学ぶペースも自由 

予約制だから短期習得（毎日）でも、週 1 でも月１でも自分の

ペースで受講できます。 

1998 年ハワイ創業のロミロミ専門会社 

数多くのロミロミセラピストを育てています 

ロミロミが知られていない 1998

年からロミロミを研究しているク

ウイポ。マンツーマンレッスンに

もかかわらず約 700 名の卒業生を

誇る信頼のスクールです。 

卒業後の充実フォロー 

●修了書・資格認定書の授与 

各講座ともに卒業生全員に修了書（ディプロ

マ）、認定試験合格者に資格認定書を授与。 

●補習 

実技チェックのための補習レッスンも用意。 

●独立・開業・集客カウンセリング 

おうち（ひとり）サロンから大規模サロンまでマーケティン

グ・経営専門家の無料指導。 

●求人情報の提供 

各地で求人のある場合には卒業生にお知らせ。 

●卒業生の集いなどイベントも 

お食事会などでロミロミ仲間とのコミュニケーションも楽しみ

の一つ。また各地でのイベント参加などのお誘いも。 

クレジットカード払い（一括・分割）も OK 

現金振込、クレジットカード払い（一

括・分割）で楽々お支払い。学びたい

ときに学んでいただけるのもクウイポ

ロミロミスクールならでは。 
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受講は予約制 

レッスンは都合の良い日・時間に予約 

1 レッスン 3 時間が基本。1 日 2 レッスン 6 時間まで受講可能。 

ご自分の都合の良い日と時間に予約を入れてレッスン受講できる

クウイポのレッスンは 1 レッスン 3 時間を単位としています。自

分の都合の良い日と時間を選んで受講できますから、会社帰り

に、またお子様のご都合に合わせて自由にロミロミを習得するこ

とができます。 

 

また毎日でも週 1~3 回、月 1 回でも受講もできますから、自分自

身の進み具合に合わせてしっかりと習得していけるのもクウイポ

の特長です。 

 

※東京レッスンは時間が決まっています。（午前の部：10:30～

13:30／午後の部：14:30～17:30） 

 

 

 

さまざまな受講方法を用意 

●通常受講（三重本校・東京・大阪） 

 

1 日に 1 レッスン（3 時間）もしくは 2 レッスン（6 時間）を、1

週間に 1 度、10 日間に一度、1 ヶ月に一度…というようにご自分

の空き時間とペースで予約を入れ自由に受けていただくのが基本

の「通常受講」です。ご自分のペースで学べる自由度が人気で

す。 

※東京レッスンは上記の午前、午後から時間を選んでいただきま

す。 

 

●短期集中受講（三重本校・東京・大阪・全国出張） 

 

1 日に 2 レッスン（6 時間）集中して受講するのが「短期集中受

講」。 

初級を 2 日間、初級～中級を 4 日間、初級～中上級を 6 日間、初

級～上級を 8 日間で集中的に学んで終了します。もちろんそれを

何回かに分けて受講しても OK。たとえば沖縄から三重本校で初

級～上級受講（短期で 8 日間）の方は 3 泊 4 日を 2 回で修了する

など、さまざまな受講の仕方をされています。 

※受講の時間や日程などは全て柔軟に対応。ひとりひとりに合っ

た受講をしていただくためいつでもご相談ください。 

※三重本店では提携ホテルを１泊 5,000 円（朝食・税込）で用意

しています。 

ご検討からお申込み、受講開始まで 

 

資料請求 

まずは資料請求を。わからないこともこちらから質問。 

WEB から、メールから、お電話でご請求いただけます。 

●WEB：http://kuuipolomi.net/form/ 

●メール：nayutahawaii@hotmail.com 

●お電話：059-253-8063 

資料を読む 

資料をよく読みになってください。わからないことは資料請求と同

じ方法でどんどんご質問ください。 

見学・体験 

クウイポではスクールのご見学とご体験をしていただけます。 

スクールのご見学は随時 OK。予約をしていただいてスクールレッ

スンを行う場所をご覧ください。レッスンのある日時であれば実際

のレッスン風景をご覧いただけます。（三重本校・東京） 

体験は次の2 通りの方法がございます。三重本校では随時（予約制）、

東京レッスンでは時間に余裕のある場合にのみ実施いたします。 

●無料体験レッスン 

実際のレッスンのあるときにのみ 3 時間体験いただけます。 

●体験パック 

レッスン体験＋ロミロミ体験（施術を受ける）＋説明（約 2 時間） 

1 回 3,000 円。クウイポのロミロミを本格的に体験いただきます。 

お申込みは WEB から、メールから、お電話で。 

●WEB：http://kuuipolomi.net/kengakuform/ 

●メール：nayutahawaii@hotmail.com 

●お電話：059-253-8063 

お申込み 

●WEB から 

下記アドレスにアクセス。PC からでもスマホからでも OK 

http://kuuipolomi.net/schoolform/ 

●メール・FAX で 

下記要件をお送りください。 

・お申込みコース名 

・氏名 

・フリガナ 

・生年月日 

・郵便番号 

・住所 

・電話番号 

・メールアドレス 

・お支払方法（銀行振込／クレジットカード…一括・分割） 

（送り先） 

メール：nayutahawaii@hotmail.com 

FAX： ☎059-253-8064 

受講開始 

ご都合の良い日時を選んで予約を入れ受講開始です。 

ハワイアンロミロミライフに一歩踏み出します。

mailto:nayutahawaii@hotmail.com


［プロセラピスト養成講座］［バリエーション講座］ 
 
 

 

伝統のロミロミを本格的に学ぶ【プロセラピスト講座】、各種ロミロミメニューを学ぶ【バリエーション講座】 

 

プロセラピスト養成講座は、初級＞中級＞中上級＞上級とひとつずつコースをレベルアップしていきます。あなたの求

めるレベルに応じて受講してください。 

チェアーロミ(ロミノホ／ノホロミ)コースは、椅子に座った状態で体を揉みほぐすためのロミロミを学ぶコース。イベ

ントでロミロミをしたい方やご家族やご友人を癒したい方のためのロミロミ入門コース。全くロミロミをしたことがな

い方から本格的なチェアーロミロミ（ロミノホ）を習得したい方まで受講いただけます。 

バラエティ講座はロミロミメニュー充実のためのオプション。基本コースの卒業生（初級以上）とボディケア経験者の

方が学べます。シェイプアップ、ドライ（着衣）、ホットストーン、リフレといった人気のコースを用意。 

 

プロセラピスト養成講座（ロミロミ習得基本コース） 

ロミロミ習得レッスンの基本コースでは、まず【初級】の基礎コースを受けていただきます。この段階でロミロミのベーシックな基礎となる知

識と技術を学びます。そしてプロとしての活動を目指す方のためにあるのが【中級】【中上級】【上級】の各コースで、ご希望のレベルまでワン

ランクずつアップしていきます。【中級】では 60 分間のロミロミ施術を、【中上級】では 100 分間のロミロミ施術を、【上級】では中上級までに

学んだ技術に加えて、ハワイの達人たちが Chieko 先生に伝えてきたハイレベルな技術を学ぶことで、現場での様々な要求にこたえられるロミ

ロミを習得します。価格は最終ページをご参照ください。 

 

【初級】基礎コース（3 時間×4 レッスン） 
 

最短 2 日～ご自分のペースで受講。 

ロミロミとハワイの基礎知識と基礎の技術を学ぶコース。 

家族や友達を幸せにし、自分自身も健康で幸せになるためのロミ

ロミレッスン。ロミロミの知識とテクニックの数々、そしてマナ

(エネルギー)ワークをディープに学ぶクウイポならではのコース

です。すべての方に受けていただく、これからのロミロミライフの

基礎となる重要なコースです。 

・ハワイとロミロミの歴史／ロミロミとは何か／ロミロミのバリ

エーション／ロミロミの基本的なテクニック 

●卒業生全員に DIPLOMA（卒業証書）授与。 

 

【中級】プロ養成コース①（3 時間×4 レッスン） 
 

最短 2 日～ご自分のペースで受講。 

60 分間のロミロミコースを習得します。 

初級（基礎コース）卒業の方が受講可能。プロのセラピストとして

60 分間の施術で全身をロミロミできるようになるためのコースで

す。「プロ」とはお客様に満足していただき、その対価を得られる

ようになるレベルのこと。そのレベルを目標として学びます。次の

ロミロミテクニックを学びます。 

・首～肩～背中～腰／腕・足／デコルテ（胸元）／頭 

目標はプロセラピストとしての認定「ロミロミプロフェッショナ

ルライセンス（中級）」の資格取得。希望者は認定試験を受けて、

合格者は「ロミロミプロフェッショナルライセンス」認定証書を取

得可能です。（試験は有料） 

●卒業生全員に DIPLOMA（卒業証書）授与。 

 

【中上級】プロ養成コース②（3 時間×4 レッスン） 
 

最短 2 日～ご自分のペースで受講。 

100 分のロミロミコースを習得 

中級（基礎コース）卒業の方が受講可能。プロのセラピストとして

100 分間の施術で全身をロミロミできるようになるためのコース。 

中級コースで学ぶことに加えて下記のロミロミを学びます。 

・臀部／腹部／顔（3～4 分程度の施術）／ストレッチ／そのほか 

目標はプロセラピストとしての認定「ロミロミプロフェッショナル

ライセンス（中上級）」の資格取得。希望者は認定試験を受けて、合

格者は「ロミロミプロフェッショナルライセンス」認定証書を取得

可能です。（試験は有料） 

●卒業生全員に DIPLOMA（卒業証書）授与。 

 

【上級】プロ養成コース③（3 時間×4 レッスン） 
 

最短 2 日～ご自分のペースで受講 

達人の技を極めるコース。 

中上級までに学んだ技術に加えて、ハワイの達人たちが Chieko 先

生に伝えてきたハイレベルな技術を学ぶことで、現場での様々な要

求にこたえられるロミロミを習得します。症状別の対処法などまさ

に伝統的なロミロミを学ぶ実戦的なコースです。「お客様に心底喜ん

でいただけるロミロミセラピスト」を目指します。目標はプロセラ

ピストとしての認定「ロミロミプロフェッショナルライセンス（上

級）」の資格取得。希望者は認定試験を受けて、合格者は「ロミロミ

プロフェッショナルライセンス」認定証書を取得可能です。（試験は

有料）  

●卒業生全員に DIPLOMA（卒業証書）授与。 

 



 
 

ロミロミプロフェッショナルライセンス 
 

プロセラピスト養成コースの目的は「ロミロミプロフェッショナルライセンス」資格の取得。 

この資格は、①ロミロミやハワイ文化についての深い知識、②ボディケアに関する正しい知識、

③お客様をしっかりと癒し、その対価として代金をいただけるだけの技術…を習得した者だけが

取得できるクウイポの認定資格です。 

 

 

 

 

バリエーション講座 

ハワイ・クウイポで人気のあったメニューをオプションとして揃えました。すべてがハワイのロミロミ達人が伝えてきた技術の集大成となって

います。お客様の喜ぶメニューの数々は、実際に開業する際には有効な人気メニューになるはずです。 

 

チェアーロミロミ 

ハワイアンの健康を守ってきた伝統

チェアーロミロミ。その昔、アリイ（王

様）の硬直した背中や腰を揉みほぐし

たり、妊婦やお年寄りのためのマッサ

ージとして、またベッドがない場所で

の医療的なロミロミとして行われて

いたそう。昔は一般家庭にはベッドが

少なかったため、オハナ（家族）内の

ロミロミはほとんどがこの方法で行

われていたと考えられています。 

 

 

クウイポロミロミスクールのチェアーロミロミコースは、イベン

トでロミロミをしたい方やご家族・ご友人を癒したい方のための

ロミロミ入門コースです。ハワイの達人たちから伝授されたチェ

アーロミロミを短時間でで習得します。伝統的にハワイアンが行

っていたチェアーロミロミを学べる数少ないチャンス。せっかく

学ぶなら本格的な伝統チェアーロミロミを習得してみませんか？ 

 

● 4 時間×1 レッスン 

● 価格は最終ページをご覧ください 

 

シェイプアップロミロミ 

ハワイで一番人気のメニュー。リンパ系

をしっかりと揉みほぐすことでデトッ

クス（毒素排出）効果が劇的に高まり、

むくみが取れて細くなることがハワイ

のテストで実証された話題の「シェイプ

アップロミロミ」。テストでは平均で 

太ももが 1.4cm 細くなったとの結果も。 

 

このロミロミはクウイポがハワイで初

めてメニューにしました。もちろんシェイプアップ効果だけではな

くリンパ系を刺激していくことで体の毒素が排出されやすくなるた

めに病気になりやすい体作りをすることができますから、女性にも

男性にも「デトックスリンパ系のしっかりボディケア」として人気

があります。 

 

● 3 時間×8 レッスン 

● 価格は最終ページをご覧ください 

 

 

ドライ（クイック）ロミロミ 

今や一般的な言葉になってきた「ドライ

ロミ」というネーミングはハワイでクウ

イポが初めて使いました。実は古代ハワ

イアンはオイルを使わないでロミロミを

する達人が多かったのです。その古代式

のオイルを使わずに行っていたロミロミ

を復活。服を着たまま気軽にできるロミ

ロミとして人気が出ています。まだまだ

日本人の方々にはマッサージの際に「服を脱ぐ」のに抵抗のある方

が多いのも事実。そういったオイルボディケアに抵抗がある方にロ

ミロミの入り口として人気のメニューです。 

 

● 3 時間×6 レッスン 

● 価格は最終ページをご覧ください 

 

リフレロミロミ 

ハワイでも足裏には大切な「ポイント」があ

ると考えられていました。そして日本人は

「イタ気持ちいい」足裏ボディケアが大好

き。足の裏を独特のロミロミテクニックで揉

みほぐして刺激するリフレロミロミは男性、

女性、年齢を問わず好評です。 

 

● 3 時間×6 レッスン 

● 価格は最終ページをご覧ください 

 

ホットストーン［ポハク］ロミロミ 

ハワイ独自のホットストーンボディケ

ア、ポハクロミミ。このロミロミは昔か

らハワイで行われていた医療のテクニ

ックのひとつ。冷え性の多い日本人には

ぴったりのメニューです。とくに寒い冬

には体の芯から温めながら揉みほぐし

ていくのでロミロミの効果が倍増しま

す。達人から伝授された伝統の温石の技

を皆様にシェアしています。 

 

● 3 時間×8 レッスン 

● 価格は最終ページをご覧ください 

 

 



日本全国の方に学んでいただけるのがクウイポロミロミスクール。 

三重本校・東京・大阪（一般受講・短期集中）／全国出張プライベート（短期集中） 

 

三重本校（一般受講・短期集中） 

180°海に面した、津なぎさまちクウイポロミロミスクールな

ぎさまち本校。海の目の前で通常レッスン、短期集中レッスン

を行います。大阪・名古屋からもラクラク通学圏内。中部国際

空港から津・高速船ターミナル横がクウイポです。 

「短期集中」レッスンには北海道から沖縄まで全国各地から学

びに来ていただいています。中部国際空港から高速船で 45 分。

契約ホテル（1 泊 5,000 円税・朝食込）もあり便利なアクセス。

都合の良い日程で予約を入れて一気に習得可能です。 

「一般受講」は都合の良い日と時間に予約を入れて通学するシ

ステム。ご家庭やお仕事の事情にあわせていつからでも受講可

能です。 

 

クウイポロミロミスクール＆サロン なぎさまち本店 

海の目の前、というハワイアンなシ

チュエーションが好評です。津まで

名古屋から 45 分、大阪難波から 1 時

間半。通学も楽勝です。中部国際空港

から高速船で45分と全国からアクセ

スが簡単。JR・近鉄・津駅からバスで

約 8 分。大駐車場も完備です。 

三重県津市なぎさまち１－２ 

PHONE： 059-253-8063 

 

 

 

東京レッスン（一般受講・短期集中） 

年間 3~4 回実施中。１期間に受講しきれなくて

も、次回東京レッスン、三重本校に通えば修了可

能。初級、中級、中上級、上級ともに期間内の各

2 日間で修了。都合の良い日と時間を選んで通学

して短期集中習得。自分のペースで学べます。 

●内容・価格：通常（一般）と同様。 

●1 日 2 レッスン受講可能：10:30~13:30／14:30~17:30 

●場所：東京・品川（駅徒歩 8 分）※もしくは山手線内 

詳しい日程についてはお気軽にお問合せください。 

 

大阪･梅田レッスン（一般受講・短期集中）開設準備中 

年間 6 回実施予定。１期間に受講しきれなくても、

次回大阪レッスン、三重本校に通えば修了可能。

初級、中級、中上級、上級ともに期間内の各 2 日

間で修了。都合の良い日に短期集中で習得。 

●内容・価格：通常（一般）と同様。 

●1 日 2 レッスン受講可能 

 12:00～15:00／15:15～18:15 

●場所：大阪・梅田（駅徒歩 5 分）ブリーゼブリーゼ 3 階 

詳しい日程と内容についてはお気軽にお問合せください。 

 

全国出張プライベートレッスン（短期集中） 

北海道から沖縄まで先生がお伺いして

マンツーマンで密度の濃いレッスン。

お子様が小さい、現在やっているお店

を休めないなどの理由でお悩みの方の

ために用意したレッスンです。まずは

ご相談ください。 

●内容：プロ養成コース①修了 

●費用：初級＋中級パック 178,000 円（税別）＋出張料金 

◆出張料金：北海道（札幌内）・沖縄（那覇内）33,000 円など 

 お気軽にお問い合わせください。 

●条件 

①練習場所をご用意ください（3m×4m 以上のスペース） 

②練習相手になるモデルは各自ご用意ください。 

③4 日間連続で日程を設定いたします。 

 

いずれのレッスンも、皆様のご都合に合わせて調整可能です。

お気軽にご相談ください。お気軽にお問い合わせください。 



クウイポの「ロミロミと一生付き合っていただく」ための卒業生へのフォロー 

 

卒業後の充実フォロー 

ディプロマ（卒業証書）・プロ認定証書を授与 

卒業生全員にコースを修了した証のディ

プロマ（卒業証書）が送られます。またプ

ロ認定試験合格者にはクウイポがプロレ

ベルに達していることを証明する「ロミロ

ミプロフェッショナルライセンス（認定証書）を授与。おうち

サロンの玄関に掲げる方の多い栄誉のある証書です。 

 

補習・メールや LINE で技術をアップデート 

「忘れてしまったところを思い出したい」「チェックしてほし

い」という卒業生のために無料と有料の補習レッスンをしてい

ます。生徒さんのレッスンにモデルとしてお付き合いいただい

たときには無料で補習のレッスンも。有料でのマンツーマンで

の補習レッスンも人気です。さらにメール・LINE などでの技術

相談にも無料でお答えしています。 

 

プロによる独立・開業・集客の無料カウンセリング 

おうちサロン開業、本格的サロンやチェーン展開まで専門家が

無料で相談に乗ります。（詳細のご相談は一部有料）。お店のコ

ンセプトやメニューを作るところから WEB の用意や宣伝など

を安心して無料相談できます。（卒業生以外の方には有料で実

施している経営相談）。 

●何から、どういう風に準備を進めたらいいの？ 

●集客の方法は？チラシやホームページをどう作るの？ 

何でも気軽に相談できる頼りがいのある仲間となります。 

 

求人情報の提供 

セラピスト求人の情報を収集して提供します。各地で求人のあ

る場合には卒業生にお知らせ。クウイポの直営店だけでなく、

卒業生のお店での求人情報のほか、一緒にお店を始めるパート

ナーを探している方の情報などを提供しています。 

プロセラピスト認定者は当社スタッフ募集時には応募資格が

できます。当社のスタッフ募集時には応募の資格があります。

（プロセラピスト認定者限定） 

 

その他 

ハワイ渡航ビザや留学のアドバイス、就職のアドバイスなども

無料で相談に乗っています。 

卒業生のクチコミ 

 

クウイポの卒業生は創立以来約 700 名（2018 年 12 月時点）。

そしてみんな元気。卒業生のクチコミの一部をご紹介。 

 

Ｍさん／三重在住 

プロセラピスト養成・初級～中級（三重本校） 

エネルギーワークをいろいろ習ってきて、ハワイにも「マナ」

があると聞いて興味がわいてクウイポロミロミスクールに

行きました。ロミロミの実技のほかに、「マナ」の練習があり

とても楽しかったです。なによりも自分が元気になりました。 

 

Ｔさん／千葉在住 

プロセラピスト養成・初級～中級＋（オプション）ドライロ

ミロミ（東京レッスン） 

あるロミロミスクールを卒業したのですが、大人数の授業で

習得したことに納得できなくて友達が勧めるクウイポを受

講した。有名なチエコ先生に習えてよかった。2 名一組の授

業で習えて自分のロミロミにすごく自信が持てて良かった。 

 

Ｓさん／大阪在住 

プロセラピスト養成・初級～上級（三重本校） 

ハイレベルコースを受講しました。実は他の大手のロミロミ

スクールで習ったのですが、クウイポは「死ぬまで長くセラ

ピストするため」手の使い方などを基本的にたたきなおされ

ました（笑）。一生セラピストやってきます! 

 

T さん／横浜在住 

ドライロミロミ（東京レッスン） 

現在ボディケアの会社をやっています。クウイポさんが東京

で期間限定スクールをするということでロミロミの中でも

服の上から施術をする「ドライ」を学びました。他のスタッ

フに教えることまではできないですが「オーナーメニュー」

として稼がせていただいてます m(_)m 



コース レッスン回数 授業料（税別）

初　級 3時間×4ﾚｯｽﾝ \96,000（税別）

中　級 3時間×4ﾚｯｽﾝ \88,000（税別）

中上級 3時間×4ﾚｯｽﾝ \88,000（税別）

上　級 3時間×4ﾚｯｽﾝ \88,000（税別）

コース レッスン回数 授業料（税別）

チェアー 4時間×1ﾚｯｽﾝ \48,000（税別）

一般：3時間×8ﾚｯｽﾝ \178,000（税別）

卒業生：3時間×2ﾚｯｽﾝ \66,000（税別）

一般：3時間×6ﾚｯｽﾝ \148,000（税別）

卒業生：3時間×2ﾚｯｽﾝ \66,000（税別）

一般：3時間×8ﾚｯｽﾝ \178,000（税別）

卒業生：3時間×2ﾚｯｽﾝ \66,000（税別）

一般：3時間×6ﾚｯｽﾝ \148,000（税別）

卒業生：3時間×2ﾚｯｽﾝ \66,000（税別）

コース レッスン回数 授業料（税別）

初級+中級 3時間×8ﾚｯｽﾝ \178,000（税別）

初級+中級+ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ講座より2つ選択 3時間×12ﾚｯｽﾝ \304,000（税別）

初級+中級+中上級 3時間×12ﾚｯｽﾝ \262,000（税別）

初級+中級+中上級ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ講座より2つ選択 3時間×16ﾚｯｽﾝ \388,000（税別）

全国出張プライベートレッスン

ロミロミプロライセンス認定試験 3～4時間 \25,000（税別）

技術チェック・補習（2時間） 2時間 \12,000（税別）

体験パック（ﾚｯｽﾝ体験・ﾛﾐﾛﾐ体験・説明） 約2時間 \3,000（税別）

■プロセラピスト養成講座

■バリエーション講座

ホットストーン

リフレ

ドライ（着衣）

シェイプアップ

■その他

出張交通費+出張費用　※参照

■🉐パック／全国出張プライベートレッスン

  

※出張料金：北海道（札幌）・東京 23 区内・静岡市内・福岡市内・沖縄（那覇）⇒33,000 円など 

お気軽にご相談ください／時期により航空運賃の価格の変動がある場合があります。  

※次の割引制度・お支払いができます。詳しくはお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

📪  

http://kuuipolomi.net/schoolform/

