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RTA指定スクール　　　　　　　　　　　　　御中 申し込み受付日：           年　　月　　日

フリガナ

氏名

生年月日（西暦）

自宅住所
〒 都道府県

自宅TEL

E-MAIL
スクール名

スクール住所
〒 都道府県

スクールTEL E-MAIL

卒業後の希望にチェックしてください

RTA指定スクール総合受講申込書

ロ　ベビーマッサージベーシック　　　ロ　ベビーマッサージアドバンス　　□  おくるみタッチケア単体
ロ　ファーストサイン　　　　　　　 ロ　ファーストトーク　　　　　□  リフレクソロジー
ロ　その他（　　　　　　　　　　　　）

印

希望受講科目をチェックしてください

 

年　　　　　月　　　　　日

性別　 男　・　女

携帯
モバイルメール

ロ　ベビーマッサージベーシック　　　ロ　ベビーマッサージアドバンス　　□  おくるみタッチケア単体
ロ　ファーストサイン　　　　　　　 ロ　ファーストトーク　　　　　□  リフレクソロジー
ロ　その他（　　　　　　　　　　　　）

確認事項　一旦支払われた受講料金は、例え一度も授業に参加していなくとも、自己都合による中途退学と認め、授業料の返金は概要書面の記載通りとする。
担当講師はこの申し込み書を大切に保管してください。

口　おうち教室　　　　　口　既存店舗併設サービス　　　　　口　おうちスタジオ
口　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
口　認定講師・指定スクール開業

受講動機をご記入ください

スクール記入欄



　　　　　　　　　　　　　＜申し込み概要書面＞ 

□ベビーマッサージベーシック　□ベビーマッサージアドバンス　□おくるみタッチケア 
□ファーストサイン　□ファーストトーク　□リフレクソロジー

Ver20180720 

1. 契約について 
受講契約はお申込者（あなた）と、受講スクールとの間で交わされるものです。
ロイヤルセラピスト協会（以下、「RTA」という）は、カリキュラムの作成・技
術認定を行っているものであり、受講契約に関しては、一切の責任を負うもので
はありません。 

2. 受講料について　※担当講師が各受講コースに基づいて以下の（　　　）内に金額を記入してください。 
受講料（　　　　　　　　　）円（税別）、内教材費は（　　　　　　　　　　）円（税別）となります。　 
① 受講開始日７日前までに各教室指定の口座へのお振込み、または、各教室窓口へ現金にてお支払いをお願いいたします。 
② お振込みが遅れた場合は、受講することが出来ません。 

3. 退学について 
A) 退学希望の場合は各教室へ文書での通知をお願いいたします。 
B) 文書受領後、次回以降の受講料を返金清算いたします。 

4. 受講料返金について 
A) 受講料料金から教材費を引いた金額（　　　　　　　　）円（税別）を（　　　　　）時間の受講回数で割った金額
（　　　　　　　　　）円（税別・１円未満の端数切り捨て）を未受講回数で清算いたします。教材費の（　　　　　　　　）円
については、未使用のものに限り、返品確認後に相当額を返金いたします。 
※テキストは理由の如何にかかわらず、返却していただきます。返却なき場合は、教材費の返金には応じられません。 

B) 返金は月末締めで、翌月末に指定の口座へお振込みいたします。 

5. 振替講座について 
急病や、やむをえない理由で参加できない講座があった場合は、別の時間に振替講座を受けることが出来ます。 
その場合の費用はかかりません。 

6. 補習講座について 
所定の受講期間を過ぎても、学習進捗度が思わしくなく、やむを得ず個別補習講義を受ける場合は、１時間あたり（　　　　　　　　）
円（税別）の受講料を申し受けます。 

７．転校について 
A) 受講契約を結んだ担当講師がRTAから「認定講師資格取り消し処分」もしくは、「除名処分」を受けた場合。 
① 担当講師が当該処分を受けた場合は、受講生の希望を尊重した上でRTAが転校先スクールを紹介します。 
② 転校先スクールと別途「転校受講契約」「転校申込概要書面」を結ぶことで、正式に転校することができます。 
③ 転校に伴う受講料については、転校先スクールとRTAが協議の上で費用が決定され、当該処分を受けた担当講師が負担するこ
とになっています。よって、受講生が費用を負担することはありません。 

④ 転校に伴う費用・補講費用の算出については、RTAに一任し、RTA認定講師規約第13条に準ずるものとする。 
⑤ 受講生都合による転校は、その限りでない。 

B) 受講契約を結んだ担当講師が「RTA認定講師ライセンス資格」を失効した場合。 
上記、Ａ）と等しく転校手続きを行うものとする。 

C) 受講生都合の場合。 
担当講師ならびに受講生双方の合意の上で転校手続きを行うことを確認する。 
この件に関しては、RTAは一切の責任を負うものではありません。 

※この書類を２枚作成し、署名捺印の上、スクール・受講生各々に保管してください。

※ 受講契約する科目にチェックを入れてください。 
※ （　　　　　）には税別金額を記入すること。

当スクールがお約束します。
上記契約内容の説明を受け、内容を理解致しました。

日付　　　　　　　年　　　月　　　日
【受講申込者】
住所
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



　　　　　　　　　　　　　＜申し込み概要書面＞ 

□ベビーマッサージベーシック　□ベビーマッサージアドバンス　□おくるみタッチケア 
□ファーストサイン　□ファーストトーク　□リフレクソロジー
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はありません。 
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受講料（　　　　　　　　　）円（税別）、内教材費は（　　　　　　　　　　）円（税別）となります。　 
① 受講開始日７日前までに各教室指定の口座へのお振込み、または、各教室窓口へ現金にてお支払いをお願いいたします。 
② お振込みが遅れた場合は、受講することが出来ません。 
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ロイヤルセラピスト協会指定スクール　受講価格表

ver.191001

・不合格科目の再試験は、統一認定試験価格で１科目あたり 11,000 円 (税込) となります。

（消費税別10%込)

所定の受講時間 受講価格に含まれる教材受講価格科目 試験価格

リフレクソロジー 253,000 円 テキスト、各種ペーパー、リフレクソロジージェル

33,000 円

33,000 円

33,000 円

11時間

10 時間

22 時間

10 時間

ベビーマッサージベーシック
（おくるみ単体講座修了者対象）

ファーストトーク

ファーストサイン

168,850円

137,500円

134,200 円

テキスト、各種ペーパー、サインシート（2枚）
絵本『赤ちゃんと話そう』、音楽 CD『赤ちゃんとうたおう』

テキスト、各種ペーパー、パペット人形とーくん

ベビーマッサージアドバンス

112,200 円

33,000 円

33,000 円

11 時間
テキスト、各種ペーパー、課題、小テスト
ロイヤルスキンケアシャンプー、ロイヤルベビーエマルジョン
RTAベビーデイクリーム、プレミアムマザーオイル

33,000 円

33,000 円

17 時間ベビーマッサージベーシック 204,600円

108,900円

テキスト、各種ペーパー、ベビーマッサージ手順シート（6枚）
練習用赤ちゃん人形、おくるみ（2箱・計4枚）
ロイヤルベビーマッサージPJオイル・プチ(80mL)

おくるみ単体講座 6時間 テキスト、各種ペーパー
練習用赤ちゃん人形、おくるみ（3箱・計6枚）修了証

ライセンス
取得後の活動試験内容

・ベビマ（筆記＆動画）
・おくるみ（動画のみ）
※おくるみの筆記なし

・おくるみの動画のみ
※おくるみの筆記なし

・筆記＆動画

・筆記＆動画

・筆記＆動画

・筆記＆動画

・おくるみ教室のみ開催可能
※ おくるみ単体講座
 の開講は不可

・ベビマベーシックの開講
・おくるみ単体講座の開講
・ベビマ教室
・おくるみ教室

・ベビマアドバンスの開講
・ベビースキンケア教室

・ファーストサイン講座開講
・ファーストサイン教室

・ファーストトーク講座開講
・ファーストトーク教室

・リフレクソロジー講座開講

・ベビマの筆記＆動画
※ おくるみは筆記
 動画ともなし

テキスト、各種ペーパー、ベビーマッサージ手順シート（6枚）
練習用赤ちゃん人形、おくるみ（2箱・計4枚）
ロイヤルベビーマッサージPJオイル・プチ(80mL)

・ベビマベーシックの開講
・おくるみ単体講座の開講
・ベビマ教室
・おくるみ教室



受講コース 受講料金
受講料金

（教材費含まない）
所定授業時間 教材費 1時間当たりの受講単価

ベビーマッサージベーシック 204,600円 149,600円 17時間 55,000円 8,800円

おくるみタッチケア単体講座 108,900円 59,400円 6時間 49,500円 9,900円

ベビーマッサージベーシック

（おくるみタッチケア単体講座修了者対象）
168,850円 113,850円 11時間 55,000円 10,350円

ベビーマッサージアドバンス 137,500円 99,000円 11時間 38,500円 9,000円

ファーストサイン 112,200円 79,200円 10時間 33,000円 7,920円

ファーストトーク 134,200円 101,200円 10時間 33,000円 10,120円

リフレクソロジー単体 253,000円 194,700円 22時間 58,300円 8,850円

RTA認定講座単価表
認定講師は概要書面に以下の情報をご記入ください。

（20191001版）

消費税込（10%）



受講コース 受講料金
受講料金

（教材費含まない）
所定授業時間 教材費 1時間当たりの受講単価

ベビーマッサージベーシック 186,000円 136,000円 17時間 50,000円 8,000円

おくるみタッチケア単体講座 99,000円 54,000円 6時間 45,000円 9,000円

ベビーマッサージベーシック

（おくるみタッチケア単体講座修了者対象）
153,500円 103,500円 11時間 50,000円 9,409円

ベビーマッサージアドバンス 125,000円 90,000円 11時間 35,000円 8,182円

ファーストサイン 102,000円 72,000円 10時間 30,000円 7,200円

ファーストトーク 122,000円 92,000円 10時間 30,000円 9,200円

リフレクソロジー単体 230,000円 177,000円 22時間 53,000円 8,045円

RTA認定講座単価表
認定講師は概要書面に以下の情報をご記入ください。

（20191001版）

消費税別価格




