
（2015年5月1日現在 268校）

≪東京都≫ 静岡上足洗校 大阪茨木校 広島戸坂(ﾘﾝﾊﾟ)校 姪浜駅校
恵比寿校 静岡棒原校 高槻天川新町校 広島安佐北校 筑前前原校
恵比寿東口校 静岡下土狩校 吹田宇野辺校 広島戸坂(Ｆ)校 西鉄平尾駅校
代官山校 新静岡校 京阪守口校 福山蔵王校 行橋駅東口校
中野校 湖西市駅南校 守口寝屋川校 東福山校 西福岡マリノア校
二子玉川校 浜松千歳校 東大阪長田校 尾道向東校 西区生松台校
桜新町校 浜松北寺島校 堺鳳校 呉広駅校 古賀中央校
秋葉原校 浜松入野(心理･整体)校 堺深井校 安芸海田校 大野城南ヶ丘校
品川荏原校 浜松入野(ｱﾛﾏ)校 堺中百舌鳥校 安佐北亀山校 北九州若松校

浜松小池校 大阪光明池校 北九州水巻校
≪神奈川県≫ 沼津汐入校 岸和田和泉大宮校 ≪山口県≫ 北九州天神校
横浜元町校 沼津寿町校 泉南熊取校 山口大内校 小倉古船場町校
横浜港北校 沼津江原校 山口南中川校 小倉旦過校
たまプラーザ校 三島駅前校 ≪兵庫県≫ 山口光校 奥洞海駅前校
緑園都市校 富士駅前校 神戸春日野道校 山口小野田港校
神奈川古淵校 富士宮小泉校 神戸中央校 山口矢原校 ≪佐賀県≫
高津校 伊豆土肥校 神戸三宮校 下関小串校 佐賀武雄校
川崎麻生校 西伊豆仁科校 神戸駅前校 防府中泉町校 佐賀兵庫北校
鎌倉校 神戸六甲校 宇部琴芝校 佐賀杵島白石校
平塚校 ≪愛知県≫ 神戸名谷校 下関長府浜浦校
本厚木校 名古屋荒子校 神戸北鈴蘭台校 ≪長崎県≫
小田原校 名古屋明治校 宝塚川面校 ≪香川県≫ 長崎長与校

名古屋野並校 西宮名塩校 香川善通寺校 長崎浜町校
≪埼玉県≫ 名古屋矢場町校 西宮甲陽園校 香川池戸校 諫早本町校
埼玉富士見校 名古屋新守山校 阪急芦屋川校 高松郷東町校
埼玉熊谷校 名古屋新栄校 甲子園校 丸亀校 ≪熊本県≫
埼玉所沢校 名古屋天白校 阪神尼崎校 丸亀栗熊校 熊本植木町校
埼玉上尾校 名鉄甚目寺校 高砂中筋校 高松栗林公園校 熊本清水岩倉校
埼玉志木校 名駅南校 明石魚住校 高松国分寺校 熊本通町校
埼玉桶川校 豊田駒新町校 姫路福沢校 高松茜町校 熊本県庁前校
埼玉川口校 大府共和校 姫路田寺東校 熊本西唐人町校
埼玉高砂校 あま市篠田校 姫路宍粟山崎校 ≪徳島県≫ 菊地西寺校
埼玉東浦和校 愛知江南校 姫路神屋町校 徳島伊月町校
埼玉飯能校 春日井金ヶ口校 姫路御立西校 徳島昭和町校 ≪大分県≫
埼玉鶴ヶ島校 姫路南八代校 小松島校 大分明野東校
浦和上木崎校 ≪三重県≫ 大分明野南校
浦和仲町校 四日市富田浜校 ≪和歌山県≫ ≪愛媛県≫ 大分駅校
所沢鶴瀬校 四日市芝田校 和歌山市駅校 松山東校 別府石垣西校
川越郭町校 三重菰野校 和歌山黒田校 新居浜西校 別府鉄輪校

紀伊川辺校 伊予富田校
≪千葉県≫ ≪岐阜県≫ 岩出西国分校 ≪宮崎県≫
千葉野田校 岐阜県庁前校 新宮紀伊佐野校 ≪高知県≫ 宮崎丸山校
千葉東金校 岐阜多治見校 高知帯屋町(ﾎﾞﾃﾞｨ)校 宮崎駅東校
千葉若葉校 岐阜各務原校 ≪岡山県≫ 高知帯屋町(ｱﾛﾏ)校 宮崎清水校
千葉中央校 岐阜可児校 岡山原尾島校 宿毛港南台校 宮崎綾町校
千葉初石校 岡山県庁通り校 臼杵門川町校
千葉富津校 ≪奈良県≫ 岡山北長瀬校 ≪福岡県≫
千葉市川校 奈良富雄校 岡山岡南校 博多駅南校 ≪鹿児島県≫
千葉成田校 奈良県立大学前校 岡山港校 博多吉塚校 鹿児島谷山校
千葉我孫子校 奈良ならまち校 岡山柳町校 天神春吉校 鹿児島東千石校
千葉美浜校 奈良富雄校 岡山白石校 天神南駅前校 鹿児島城西校
千葉新町校 奈良富雄南校 倉敷玉島校 福岡天神南校 鹿児島西千石校
千葉船橋校 奈良新大宮校 福岡赤坂駅北校 南洲公園校
千葉佐倉校 生駒学研校 ≪広島県≫ 福岡赤坂駅南校 霧島国分新町校
習志野校 近鉄奈良駅前校 広島井口校 福岡赤坂駅前校 桜島校
江戸川台校 奈良香芝校 広島八丁堀校 福岡薬院高砂校

広島府中校 福岡やよい坂校 ≪海外≫
≪新潟県≫ ≪京都府≫ 広島下祇園東校 福岡今泉校 ハワイ校
新潟小須戸校 京都四条烏丸校 広島下祇園西校 福岡千早校

広島並木通り校 福岡大橋校
≪静岡県≫ ≪大阪府≫ 広島矢賀校 福岡賀茂校
静岡島田校 大阪梅田校 広島幟町校 福岡室見校
静岡竜南校 大阪福島校 広島宇品(ﾘﾝﾊﾟ)校 トップセラピストカレッジ
静岡駒形通校 大阪放出校 広島宇品(整体)校 東京都渋谷区渋谷2-9-9　SANWA青山Bldg5F

静岡広小路校 大阪豊中校 広島楽々園校 Tel 03-5469-7120/Fax 03-5469-2040

パートナースクール認定校一覧 

パートナースクール 

(新フランチャイズスクール制度) 

ご提案書 



　貴サロン様にトップセラピストカレッジ認定校となっていただき、トップセラピストカレッジから
　ご紹介する生徒を受け入れていただく国内初の新フランチャイズスクール制度のご提案です。


　１ パートナーサロン様には 地域を代表する 認定校となっていただきます。
　　　　トップセラピストカレッジが認定するサロン様は地域に１校のみ（競合を避けてエリア確保します）

　２ 最もノウハウが必要な 顧客（生徒）募集はトップセラピストカレッジ が分担します。
　　　   高額な広告費用はトップセラピストカレッジが全額負担いたします。
　　　　トップセラピストカレッジがお近くにお住いの入学希望者を紹介いたします。
　　　　パートナー認定校のサロン様はサロン空室時間を講座時間に充てて生徒を教えていただきます。

　３ サロン様が負担いただく 初期費用や毎月の費用などは一切不要 です。
　　　　（※2015年8月1日からは初期登録料3,240円）

　４ 開講報酬は生徒から受領する金額の ５０％ を支払う完全成功報酬型 。

　５ ご自分の持つ技術や知識 を教えていただけます。
　　　　一般のフランチャイズとは異なり、サロン様独自にお持ちの技術や知識を教えていただけます。
　　　　カリキュラム・講座内容・講座金額などはサロン様が自由に設定いただけます。
　　　　トップセラピストカレッジの技術コピーは不要です。

　

★レッスン内容は自由に構築・決定 ★生徒募集の広告

（時間数、金額、教授内容など） （コスト全額負担）

★教材準備 ★ご希望の場合はカレッジ教材の無償貸与

★入学検討者への体験見学提供と入学誘導 ★煩雑かつノウハウを要する契約手続

★レッスン提供 (入学手続・受講料収納・パートナー振込） 　★国内最大級のセラピスト養成総合スクールです。
（日程はサロン都合で生徒と個別調整可） ★入学希望者とパートナー様をマッチング 　　　渋谷青山に本校を持ち、関東近郊に直営校を展開。
★資格認定試験実施 ★ディプロマ発行 渋谷青山本校、銀座校、横浜校、大宮校、八王子校、柏校、君津校

　　更に、2014年６月からパートナスクール制度をスタートし、現在提携数は３００校超と急拡大中。
     今年度末には提携数1000校目標。

　
　１ サロン価値アップにより サロン売上拡大 につながります。 　★大手媒体でも常にトップクラスの入学者募集力
　　　　大手スクール認定校のタイトルはサロン価値を引き上げて口コミ効果にもつながります。 　　　先進性、話題性、充実した内容、カリキュラムや受講システムは他校の手本となっています。
　　　　名刺・ホームページなどでもトップセラピストカレッジ認定校＆認定講師をアピールいただけます。

　★独立サロン支援のノウハウがあります。
　２ スクール収入 が新たに発生します。 　　　エステ会社、スクール企業、サロンなど複数のコンサルティングを手掛ける傍ら、卒業生の独立支援
　　　　サロン空室時間を有効に活用することによりサロン売上を圧迫せずに新たに収入を計上できます。 　　　の実績はスクール業界でもトップクラス。

＜実績＞サロン様の受取報酬額 A校　月間平均３８万円（東京某市）

B校　月間平均２１万円（千葉某町） 　★運営会社 株式会社リラックスミュージアム
本社　東京都渋谷区渋谷2-9-9 SANWA青山Bldg5階

　３  サロン スタッフ人材の確保 セラピスト養成スクール、ビューティーリラクゼーションサロン運営
　　　　求人困難な時代には収入を得ながらサロンスタッフを育成できる有益な仕組みです。 企業経営、サロン開業など各種コンサルティング

パートナーサロン様 トップセラピストカレッジ

　パートナースクール制度の概要 　入学希望者ご紹介までの流れ

　トップセラピストカレッジのご案内

新制度の５つのポイント 
①広告掲載 

②

資

料

請

求 

⑦スクーリング 

パートナーサロン様 
入学希望者 

新制度の３つのメリット 
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④
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relax-museum
タイプライターテキスト
＜役割分担＞

relax-museum
タイプライターテキスト




