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Consept

1. アカデミーコンセプト

RaphismBMC Academy があなたに出来ること
誰もが自分らしく女性として美しくあり続けたい

そう願いながら様々な努力をしています。

それでも悩みが尽きないのならば、

それは『キレイの土台』が不安定だからかも知れません。

『キレイの土台』それは “健康であること”。

病気でなければ健康？病院に行く程でなければ健康？

答えはNoです。慢性的な肩凝りや偏頭痛、生理痛…

病院にかかる程ではないけれど、なんとなく不調。。。

このような状態を “未病” と言います。

現代の女性はなんらかの未病を抱えているのが現状です。

悩みの先にある本来の願いを

叶えられる エステティシャンへ

問題を解決する為の一番の近道は、 ” 原因を正しく把握すること ”

未病の根本的な原因は長時間のデスクワークや、

日常生活で無意識についてしまった悪い姿勢の癖によって歪み、癒着した筋膜。

筋膜はウエットスーツのように身体全体を覆っている為、

筋膜の歪みや癒着は身体全体の歪みを引き起こし、

結果的に血流やリンパの流れが滞り、身体に様々な不調が起こります。

一人一人違う問題の背景を正確に見極め解決する、

技術・知識・ホスピタリティ を習得し、

悩みの先にある本来の願いを叶えることのできる

エステティシャンを育成するためのアカデミーです。

コンセプト



Greeting

2. ご挨拶

Raphism BMC Academy

ラフィズム
ビーエムシーアカデミー

~Raphism body make care Academy~

自分が綺麗になりたかった

飛び込んだのは美容の世界

そこで一番興味を惹かれたのがエステサロン業界

人は目標を持つことで変われる。

美しさに最も近い場所で、向上心を持つ事が

内面に影響すると思った。

美しい場所に居たい。美しい物を見たい。

美しいを自らの手で生み出したい。

自分を磨く術を知ろう。

人を磨く術を知ろう。

誰よりも美意識高く、誰よりも美意識をもたらす人になろう。

独立した女性として、確固たる技術を持って生きていこう。

どんな時代が来ようとも、変わらぬ自分でいる為に。

女性が技術を持つことは、全ては自分に戻ってくる可能性。

その可能性を与えられる人でいる事こそ、

何よりも誰よりも美しくいられることを。

スクールを通して可能性を見出してほしい。

変わることで変わらないことがある。

自分が気づけたことをスクールの門を叩く
勇気を持ったあなたに。　 代表 Mio Tominaga
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ご挨拶



Raphism ボディメイクケアの東西複合施術
未病の根本的な原因である【筋膜の歪み・癒着】 を解消する為、東洋の推拿療法、経絡ツボ療

法をベースにした筋膜矯正に西洋療法のリンパドレナージュを融合させ、様々な背景の未病

に対し多角的なアプローチを可能にしたのが、Raphism ボディメイクケアの東西複合施術です。

筋膜矯正法
東洋療法の力強い推拿の手技をベー

スに、筋膜の癒着を取り除き、本来

の状態に矯正していく手技です。

筋膜は身体をウエットスーツのよう

に覆っていて、筋膜の歪みは、筋肉

の凝り・骨格の歪み・体液の滞りな

ど、未病の根本的な原因となってい

ます。

経絡ツボ療法
経絡やツボを刺激する「反射区療法」

と、気血の流れを整え症状を改善さ

せる「遠心法」を学びます。

経絡とは内臓と密接な関係性を持っ

ており、気血を巡らせて体内の恒常

性を保つ働きがあるとされています。

経絡を刺激することで、臓器へも間

接的にアプローチしていきます。

深層リンパドレナージュ
西洋療法であるリンパ排泄法。浅リン

パ管へのアプローチに留めず、深い部

分にあるリンパ管へアプローチして

いくことで、身体のデトックス力を

高めます。

また、末端から心臓に向かって流れる

リンパの流れを促すことから、「求心

法」と呼ばれています。

腸リンパセラピー
１日のデトックスの７割は腸からの

便通で行います。また第２の脳と呼

ばれる腸の健康は、心身ともに重要

なポイントとなります。小腸・大腸

の蠕動運動を促進させる腸リンパの

手技を学びます。

表情筋矯正
顔の表情を動かす表情筋。

身体と同様表情の癖によって歪んで

いきます。

深い圧でむくみ・凝り・歪みを取り

除き、小顔・たるみ・しわなどへ直

接アプローチできる手技を学びます。

表皮ケア
厚さわずか 0.2mmの表皮は、美肌に

欠かせない重要部分。

外的刺激から身体を守ったり、乾燥を

防ぐ「バリア機能」の働きの乱れによ

って起こる肌トラブルを回避・改善す

るための手技を学びます。

Therapy

3. セラピーについて

セラピー



受講コース一覧 なりたい自分に合わせて幅広くコースが選べるシステム

★ サロンワークコースは当校の技術コースを受講いただいた方のみ受講できるコースです。※ （）内は税込み金額です。

Course List

4. コース一覧

コース名
技術 卒業テスト 総時間

教材費 総額
コマ数
( 時間 ) 料金 コマ数 

( 時間 ) 料金 コマ数
( 時間 )

ボディメイクケア

初心者コース

¥464,000

(¥510,400)

¥30,000

(¥33,000)

24 回

(71 時間 )

¥20,000

(¥22,000)

1 回

(2 時間 )

¥414,000

(¥455,400)

23 回

(69 時間 )

ボディメイクケア

経験者コース
20 回

(60 時間 )

¥360,000

(¥396,000)

1 回

(2 時間 )

¥20,000

(¥22,000)

21 回

(62 時間 )

¥30,000

(¥33,000)

¥410,000

(¥451,000)

ボディメイクケア

スキルアップコース

10 回

(30 時間 )

¥180,000

(¥198,000)

1 回

(2 時間 )

¥20,000

(¥22,000)

11 回

(32 時間 )

¥30,000

(¥33,000)

¥230,000

(¥253,000)

ボディメイクケア

セクションコース

希望部位により異なります。

※詳細はコース案内をご確認下さい

フェイシャルケア

初心者コース

12 回

(36 時間 )

¥240,000

(¥264,000)

1 回

(2 時間 )

¥20,000

(¥22,000)

13 回

(38 時間 )

¥30,000

(¥33,000)

¥290,000

(¥319,000)

フェイシャルケア

経験者コース
9 回

(27 時間 )

¥180,000

(¥198,000)

1 回

(2 時間 )

¥20,000

(¥22,000)

10 回

(29 時間 )

¥30,000

(¥33,000)

¥230,000

(¥253,000)

★サロンワークコース
2 回

(8 時間 )

¥100,000

(¥110,000)

1 回

(4 時間 )

¥30,000

(¥33,000)

3 回

(12 時間 ) 
なし

¥130,000

(¥143,000)

コースリスト



コース案内　ボディメイクケア

ボディメイクケア初心者コース

Body Make Care取得資格

資格取得を目指すだけではなく、即戦力として就職・サ

ロン開業できるよう、初心者の方でもしっかり技術を身

に付けて卒業できる、練習時間をたっぷり取ったカリキュ

ラムです。

下半身

①脚裏面

②足表面

スチームタオル /足裏反射区療法 /深浅リ

ンパ（求心法） / 膝窩リンパ節 /鼠経リン

パ節 /経絡ツボ療法（遠心法） / 筋膜矯正 /

ヒップアップ /O脚矯正 /セルライトケア

スチームタオル /足裏反射区療法 /深浅リ

ンパ（求心法） / 膝窩リンパ節 /鼠経リン

パ節 /経絡ツボ療法（遠心法） / 筋膜矯正 /

ヒップアップ /O脚矯正 /セルライトケア

上半身

①背中

②二の腕

③腸

④首・デコ

ルテ

スチームタオル /深浅リンパ（求心法） /

筋膜矯正 /肩凝り / 首凝り / 腰痛 / くび

れ形成 /腸リンパ /腋窩リンパ節 /頸部

リンパ節 /二の腕ねじれ矯正 /経絡ツボ

療法（遠心法） / バストアップ /

24 回 / 71 時間総受講時間

フリー予約制開校日

¥30,000　( ¥33,000 )教材費

¥464,000　( ¥510,400 )総受講料

トリートメント経験はあるけどブランクがあるなど、技

術に不安を感じている方、新しいメニュー・技術を身に

付けたいとお考えの方に向けたカリキュラムです。

※() 内…税込み金額です。

Body Make Care取得資格

下半身

①脚裏面

②足表面

上半身

①背中

②二の腕

③腸

④首・デコ

ルテ

スチームタオル /深浅リンパ（求心法） /

筋膜矯正 /肩凝り / 首凝り / 腰痛 / くび

れ形成 /腸リンパ /腋窩リンパ節 /頸部

リンパ節 /二の腕ねじれ矯正 /経絡ツボ

療法（遠心法） / バストアップ /

21 回 / 62 時間総受講時間

フリー予約制開校日

¥30,000　( ¥33,000 )教材費

¥410,000　( ¥451,000 )総受講料

Course Body

5. コース / ボディ①

ボディメイクケア経験者コース



コース案内　ボディメイクケア

Body Make Care取得資格

下半身

①脚裏面

②足表面

スチームタオル /足裏反射区療法 /深浅リ

ンパ（求心法） / 膝窩リンパ節 /鼠経リン

パ節 /経絡ツボ療法（遠心法） / 筋膜矯正 /

ヒップアップ /O脚矯正 /セルライトケア

上半身

①背中

②二の腕

③腸

④首・デコ

ルテ

11 回 / 32 時間総受講時間

フリー予約制開校日

¥30,000　( ¥33,000 )教材費

¥230,000　( ¥253,000 )総受講料

※() 内…税込み金額です。

取得資格

希望部位による総受講時間

フリー予約制開校日

¥10,000　( ¥11,000 )
共通教材費

希望部位による総受講料

Course Body

6. コース / ボディ②

ボディメイクケアスキルアップコース

現役のエステティシャン・セラピストの方で、お客様の

ご要望に応える為の新たな技術をお探しの方に向けた、

短期集中のカリキュラムです。

ご自身の技術の+α としてご活用いただけます。

スチームタオル /深浅リンパ（求心法） /

筋膜矯正 /肩凝り / 首凝り / 腰痛 / くびれ

形成 /大腸アプローチ /腋窩リンパ節 /頸

部リンパ節 /耳下腺リンパ節 /二の腕ねじ

れ矯正 /経絡ツボ療法（遠心法） / バスト

アップ

ボディメイクケアセクションコース

各修了部位ごとのディプロマ

現役のエステティシャン・セラピストの方で、部位別で技術強

化をお考えの方に向けたコースです。ご自身の技術に+αとし

て、さらなる顧客満足度を高める為にご活用いただけます。

※別途受講コースのテキスト代がかかります。

カリキュラム部位 回数 /時間 料金 テキスト代

脚裏面  4 回 /12 時間
 ¥80,000
(¥88,000)

¥5,000
(¥5,500)

スチームタオル /足裏反射区療法 /深浅リンパ（求心法）経絡ツボ療

（遠心法） / 筋膜矯正 /ヒップアップ /O脚矯正 /セルライトケア

背中  6 回 /18 時間
 ¥120,000
(¥132,000)

¥5,000
(¥5,500)

スチームタオル /深浅リンパ（求心法） / 筋膜矯正 /肩凝り / 首凝り /

腰痛 / くびれ形成 /腋窩リンパ節

脚表面  1 回 /3 時間
 ¥20,000
(¥22,000)

¥2,500
(¥2,750)

足裏反射区療法 /深浅リンパ（求心法） / 膝窩リンパ節 /鼠経リンパ節

/筋膜矯正 /O脚矯正 /セルライトケア

腸 1 回 /3 時間
  ¥20,000
(¥22,000)

¥2,500
(¥2,750)

大腸アプローチ /くびれ形成 /経絡ツボ療法 /腸腰筋ケア

腕・脇  1 回 /3 時間
 ¥20,000
(¥22,000)

¥2,500
(¥2,750)

腋窩リンパ節 /二の腕ねじれ矯正 /経絡ツボ療法 /バストアップ

首
デコルテ  2 回 /6 時間   ¥40,000

(¥44,000)
¥2,500
 (¥2,750) 

頸部リンパ 節 / 耳下腺リンパ節 /筋膜矯正（胸鎖乳突筋・僧帽筋）/

経絡ツボ療法



コース案内　フェイシャルケア

Facial Care取得資格

※() 内…税込み金額です。

Course Facial

7. コース / フェイシャルケア

総受講時間

フリー予約制開校日

¥30,000 (¥33,000)教材費

教材費

¥290,000 (¥319,000)総受講料

フェイシャルケア初心者コース

資格取得を目指すだけではなく、即戦力として就職・サ

ロン開業出来るよう、初心者の方でも基本的なフェイ

シャルトリートメントからニーズの高い小顔ケアを身に

 付けていただける カリキュラムです。

表皮ケア
スチームタオル /クレンジング /拭き取り / 洗

顔 / スチームタオル /リンパドレナージュ / 整

肌法

表情筋ケア
歪みチェック / 顎下リンパ /二重あご /表情じ

わ /表情筋矯正 /小顔メイク

ボディの技術はあるけどフェイシャルもできるようにな

りたい、ブランクがあるなど、技術に不安を感じている

方、新しいメニュー・技術を身に付けたいとお考えの方

に向けたカリキュラムです。

13 回 /38 時間

Facial Care取得資格

総受講時間

フリー予約制開校日

¥30,000 (¥33,000)

¥230,000 (¥253,000)総受講料

フェイシャルケア経験者コース

表皮ケア
スチームタオル /クレンジング /拭き取り / 洗

顔 / スチームタオル /リンパドレナージュ / 整

肌法

表情筋ケア
歪みチェック / 顎下リンパ /二重あご /表情じ

わ /表情筋矯正 /小顔メイク

10 回 /29 時間



コース案内　サロンワークCourse Salon work

8. コース / サロンワーク

総受講時間

フリー予約制開校日

¥130,000 (¥143,000)総受講料

サロンで実際の実務体験

サロンワークコース

2 回 / 8 時間

お客様をお迎えする為の “準備” 部分を実際のサロンで

業務をしながら学んでいただくと共に、カウンセリング

やベッドメイキングの仕方、 1日の動きなど、卒業後すぐ

にプロのエステティシャンとして活躍出来る人材を育て

る為の講座です。

サロンワーク

カリキュラム

カウンセリングシート項目・同意書の作成 /契約書の準備 /お出迎え /お見送り / 電

話対応 /接客・会話術 /新規カウンセリング /スチームタオルの作り方 /ベッドメイ

キング /クロージング /カルテ記入 /アフターフォロー /etc...

★ サロンワークコースは当校の技術コースを受講いただいた方のみ受講できるコースです。

複数受講で取得できる資格

Top Body Make Care
トップボディメイクケア

Pro Body Make Care
プロ ボディメイクケア

サロンワークコースサロンワークコース

ボディメイクケア

初心者コース

ボディメイクケア

スキルアップコース

ボディメイクケア

経験者コース

フェイシャルケア

初心者コース

フェイシャルケア

経験者コース

Pro Facial Care
プロフェイシャルケア

他のスクールでは経験できない

Raphism BMC Academy
オリジナルカリキュラム

※() 内…税込み金額です。



『自分のサロンを持ちたい』を遠い夢にしない

その為に必要な “プロ ” としての全てをお伝えします

1. 現場で役立つ “本物” の技術力を習得
Raphism BMC Academy のカリキュラムは、初心者の方から経験者の方まで、学びたい全
ての人が卒業と同時に “プロ ” のエステティシャンとして活躍するのに必要な技術・知識
・カウンセリング・ホスピタリティを身に付けていただけるように 構成されています。

2. 授業は生徒さん 1人に講師 1人
本気の夢を本気で応援する為に、生徒さんと 1 対１で向き合います。不安や疑問を後
回しにせず、その場ですぐに解消します。さらに試験前は講師の身体を使用したマンツー
マン指導や、期間が空いてしまった場合の復習講座もご用意。
卒業までしっかり責任をもって指導します。

3. 現役のエステティシャンが講師として指導
講師は “Raphism ～ body make care salon ～” の現役エステティシャン。
流行の移り変わりが激しい美容業界で “今” お客様から求められる技術・ホスピタリティ
を現場に立つ現役エステティシャンから直接学べる環境を整えました。

4. 授業日指定なし！完全フリー予約制
どんな方にも等しくチャンスを掴んで欲しい。だから入校日も授業日も作っていません。
美容院やネイルサロンを予約するのと同じように、あなたのスケジュールに合わせて授
業を進めていくことができます。

5. サロンワークコース導入！技術面以外の不安も解消
いざお客様をお迎えすると なった時、何を準備したら良いのか不安なもの。
お客様をお迎えする為の細かな準備を実際のサロンで学ぶことが出来る ” サロンワーク
コース ” をご用意しました。
技術面以外の不安にもしっかり備える事ができます。

6. Academy の運営は複数店舗を経営するエステサロン
Raphism BMC Academy の基盤は品川と竹ノ塚に店舗を構えるエステサロン
“Raphism ～ body make care salon ～” ( ラフィズム ボディメイクケアサロン )
授業は全て実際のサロン内で行い、 長くお客様に支持される技術・ホスピタリティを習
得していただけます。

7. 卒業後のサポート制度の充実
Raphism BMC Academy は卒業後のサポートも充実。 サロン開業をしてからの技術スキ
ルアップ講座はもちろん、講師が直接サロンに訪問し不安や不足を解消する為の 1day
アドバイス講座をご用意。さらに料金設定や集客方法などのコンサルタントの他、
インストラクター養成講座、運営サロンへの就業など、卒業後の可能性は多肢に渡ります。

Featuresアカデミーの特徴

9. アカデミーの特徴



Raphism ～ body make care salon ～のお客様のリアルなお声をご紹介

このお声は、あなたがこれから受け取る言葉かもしれません

長年通わせていただいています。自分ではケアしきれないリンパの溜まりや筋肉のコリを流してくださる
ので、施術後は体が軽くなるだけでなく、疲れやすい体質や気持ちの疲れも改善され、心も身体も元気に
なれています。また、マッサージだけでなく、食事や生活習慣のアドバイスまでいただけるので、継続的
にスタイルを維持できるのでは？と思います！これからも通わせていただきます。
是非他のマッサージや整体でダメだった方にお勧めしたいです。

Ｙ・Ｏ様

M・ O様

今日もとてもスッキリ しました♪ ありがとう ございます！仕事が忙しくて久しぶりの来店となりました。
しばらく続いていた腰の痛みも矯正していただき楽になりました。溜まっていた疲れが一気に取れ、背中
めちゃめちゃスッキリです！とても優しいスタッフの方で、いつも身体だけでなく心も癒されております。
また 1ヶ月以内に伺います。いつもありがとうございます！

M・ O 様

ハンドトリートメントを全身と、小顔エステをしていただきました。身体中のリンパというリンパをしっ
かり流して、コリをしっかりほぐし、しっかり発汗までさせてくれるデトックスフルコースです。お顔も
しっかりガッツリしてくれるので、終わったあとはひとまわり小さくなりました。出張疲れやイベント疲
れでクタクタになった時も、ラフィズムさんに行くと身体が軽くなり、疲れやむくみが一気に解消されます。
ダイエットにもいいですし、体調管理のためにも
とても 助かっています。本格的な手技と、スタッフさんの人柄も素敵です！

Ｓ・Ｍ様

月に一度行くのを楽しみにしています。全身をハンドで流していただいて下半身や腰にハイパーナイフを
当ててもらうことが多いですが、いつも施術していただいた後はむくみもとれてデニムが施術前に比べて
履きやすくて嬉しくなります！肩こりも軽くなります。いつも気になっていたところがすっきりするので、
いただいたアドバイスを家でも続けられるように頑張ります！またよろしくお願いします。

Ｎ・ O様

施術前のカウンセリングでこちらのお話をしっかり聞いていただき、丁寧な説明で安心して施術に入れま
した。施術もとても丁寧で深部からほぐしていただけたので気持ちよくお任せ出来ました。こちら の質問
には分かりやすく 教えていただき 、技術、知識共に感動いたしました。施術後はとにかく顔、身体共にスッ
キリで、翌日はとても身体が楽になっていて、大満足です！！担当さんの細やかなお気遣いや、お客様思
いのアメニティも嬉しく、これから定期的にお世話になりたいと思いました。

Ｙ・Ｓ 様

大満足！！！のサロンです♪始めは毎月一回通い、半年で 5キロ減で、肩こりも腰痛も解消しました！
今は２ヶ月に一回ペースで通っていますが、パソコン仕事でガチガチになった肩も、パンパンにむくんだ
下半身も、施術が終わったあと、身体が軽くなります。まさにゴッドハンドです。一度味わったらやめら
れません！間があいてかなりの疲労蓄積があっても、こちらに駆け込むとつらかった腰痛も背中のだるさ
も軽くなります。フェイスマッサージのおかげで疲れでくすんだ肌は明るくなり、むくみで二重アゴになっ
ていたアゴのたるみも消えました。また、腸マッサージをしていただいたおかげで便通もよくなり、施術
翌日 1.5 キロも体重が減りました。
いつも本当にしっかりと丁寧に施術してくださり、ありがとうございます！

Ｓ ・ Ｕ様

定期的にお世話になっています。ゴッドハンドといいますか…笑。
強めのマッサージがお好きな方には最高のマッサージだと思います。ただ強いだけでなく、リンパの流れ
やツボをしっかりと捉えて凝りを解し、滞りを流してくれるイメージです。マシンを使ったり、ハンドメ
インにしたり、骨盤調整してみたり …その日の気分や体調に合わせて内容を選べる点も嬉しいです。
頭のてっぺんから足の指先まで、全て整います♪施術後は身体がとても軽く、良い巡りを実感出来ます。
是非オススメしたいサロンです☆

voiceお客様のお声

10. お客様の声



美容業界で働きたい・もっとお客様に満足していただきたい・自分のお店を持ちたい…そんな

真剣な思いを持っている方はどなたでも応援致します。

年齢制限はありません！

ご希望のタイミングでご入校いただけます！当校は入校時期を設けておりません。挑戦したい！

そう思ったタイミングでスタートできるように、 1 年を通してご入校を受け付けています。

定員数は設けていません！特に定員数の上限はありませんが、授業は生徒さんお１人に対し講師が

１人付くマンツーマンスタイルですのでご安心下さい。

授業は完全フリー予約制なので、ご希望のお時間に授業を受けていただけます。

休日はもちろん、お仕事帰りの時間を利用してスキルアップできます。

お仕事や家事・育児との両立も可能です！

卒業テスト合格後に修了証を発行します。

規定の授業数を受講後に卒業テストを受けていただき、卒業テストに合格すると、講座に応じた

修了証を発行致します。

合格率は 100％です！カリキュラムには要所要所に技術チェックが組み込まれています。

また復習講座を別途ご用意していますので、テスト合格はもちろん、卒業後にすぐに活躍できる

力を付けてご卒業いただけます。

Questionよくあるご質問

11. よくあるご質問

Q. 入校に年齢制限はありますか？

Q. 入校時期はいつですか？

Q. 定員数を教えて下さい

Q. 仕事との両立はできますか？

Q. 修了証は出ますか？

Q. 卒業テストの合格率を教えてください

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 



STEP.1 無料スクール体験会にご参加ください

STEP.2 無料スクール体験会参加後、受講講座のお申込み

施術体験部位 【ボディ or  フェイシャル】からお選びいただけます

所要時間 60分（ご質問やご相談により、所要時間が前後する場合がございます）

料金 無料

無料スクール体験会とは？
リンパの役割って？東西複合施術とは？どんな結果が出せるの？ など、技術や受講にあたっての疑問や不

安をお聞かせ下さい。お話をうかがった後、 実際にこれから身に付けていく技術をご自身で受けていただき

ます。

無料スクール体験会お申込み・お問い合わせ

LINE

品川校 ： 03-6712-9140
竹ノ塚校： 03-5647-6983

無料スクール体験会、 無料説明会にご参加いただいた後、ご自身に合った受講講座をお選びいただき 、お申

込みへ進みます。当日申込・ 後日申込の他、郵送でも受け付けております。

受講料のお支払いが確認でき次第、受講スタートです。

《ご入金方法》
現金 /クレジットカード（VISA/Master card/JCB/American express） / 銀行振込

振込先： さわやか信用金庫 品川支店 

　　　　普通口座 1132384 ド ) ラフイズム

Flowご入校までの流れ

12. ご入校までの流れ

無料スクール体験会は随時開催中！！

ご予約が必要となります。

希望校へは LINE、またはお電話にてお申込み下さい。

※分割については、お気軽にご相談ください。



東京都品川区東品川 1-9-2

山手線 『品川』徒歩 15 分
京急本線『北品川』徒歩 7分

りんかい線『天王洲アイル』徒歩 10 分

https://school.raphism-salon.com

raphism body make care academy

info@raphism-salon.com

Raphism BMC Academy
品川校

TEL:03-6712-9140

開講時間： 10:00-22:00

休校日：毎週火曜日

takenotsuka.info@raphism-salon.com

開講時間： 10:00-21:00

休校日：毎週水曜日

TEL:03-5647-6983

Raphism BMC Academy
竹ノ塚校

東武伊勢崎線 『竹ノ塚』徒歩 10 分

東京都足立区伊興 1-23-20 2 階


