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ドッグマッサージの
コツとテクニックを
完全マスター。

イヌの体を見守る
メディカルトレーナー
を目指します。

こ

ちから

こ

ちから

スポーツドッグ、老犬介護などを
いろいろな状況に合わせたプロ
のマッサージを学びます。



卒業後の進路卒業後の進路

サービスの１つとして
他のサロンとの差別化に

ケガや手術後のリハビリ
入院のワンコのリハビリ、癒し
老犬のマッサージ、筋力維持

スポーツドッグの世界に
ウォーミングアップやマッサージ
を浸透させて、ケガの予防、
パフォーマンス向上を指導する。

イヌに癒しを与える、老犬、
スポーツドッグ、リハビリなどの相談にも
のりながら、犬と飼い主さんに喜んでもらう。
小さなドッグマッサージのお店開業も。

多くのイヌにやさしさを
わけてあげてください。

イヌの体の不調を見抜き、
体を常にベストな状態に
導く力がつきます。趣味から小さなマッサージ

のお店まで、自信を持って
マッサージができます。

イヌを見て、そのイヌにあった
目的のマッサージができるよう
になります！

わかりやすい絵や図を使い、
専門的な事もスムーズに理
解できるよう工夫しています。

自宅のワンコを癒すもよし、
お仕事としてドッグマッサージを受け入れてもらうチャンスもあります。

今まさにドッグマッサージについて興味をもたれた皆さん。

ドッグマッサージを学び、どのように技術を活かしていきたいですか？

この講座では、３段階のステップアップになっているため、学びたいところまで、学べるようになっています。

例えば、基礎マスターコースではイヌとの信頼関係づくりをした上で犬の気持ちを読み、犬にマッサージを受け入れても

らうためのコツ、そして気持ちよい手技（テクニック）と力加減などを学びます。ここまで学ぶことで、自宅のワンコの癒し

マッサージが完璧に出来るようになります。近所のワンコにもこんな気持ちよいことが出来る人間がいるのだと驚かれます。

もっと勉強したい方はメディカルコースで、わかりやすく筋肉や運動障害など、獣医学的なことを学び、ストレッチ、リハビリ

などのマッサージテクニックを身につけ、イヌのメディカルトレーナーとなることが出来ます。

さらにコンビネーションコースでは、いろいろな場面でうまくマッサージコンビネーションを組み立てること、スポーツドッグ

の障害予防、能力アップ法や老犬介護など、プロとしていかしていける本格的なマッサージを学びます。

資格取得後は、動物病院で活躍されている方がいますが、ドッグマッサージの活かせる可能性はまだまだこれからです。

例えば、スポーツドッグのメディカルトレーナー、老犬介護の訪問看護士などなどです。ドッグマッサージによってどんな

よいことが、どんなことが出来るのか、まだ知られていないことが多く、卒業生の活躍に期待しています。

ドッグマッサージのこれから

ドッグマッサージテクニックを活かす。ドッグマッサージテクニックを活かす。

動物病院で
看護士として働く
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介護テクニックを持った、
イヌのアドバイザー
として独立開業
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トリマーさんにもお勧め！トリマーさんにもお勧め！

イヌのメディカル
トレーナーになる

ご自宅のワンコ、
近所のワンコを
マッサージ

動物病院でマッサージのお仕事をしています。

動物看護士　櫻澤　礼子　さん

■受講のきっかけ

以前からドッグマッサージについて興味があり、様々な教材の資料を取り寄せていましたが、

動物看護師として働いている私は、ゆくゆくリハビリにつなげていきたいという思いが強かっ

たので、なかなか納得のいく教材には出会えずにいました。

そんな中で、獣医師であり、鍼灸師の資格を持つという先生が監修しているこのマッサージ

講座を発見し、「なぜマッサージに効果があるのか、マッサージしてはいけない場合はどう

いう場合なのか、それはなぜなのか」ということもきちんと説明できるマッサージ師を目指す

という部分にひかれ、受講することに決めました。

 

■実際に受講して

「マッサージしてもらうと楽になる」というのは私自身経験していたのですが、その根拠については「血行が良くなるから

…？」という程度の知識しかなく、「なぜマッサージに効果があるのか」ということをきちんとで説明できるほどの知識とし

てはありませんでした。しかしこの講座では、きちんとした根拠を説明できるようにとカリキュラムが組まれているので、

自信を持って説明できるようになりました。

また、今までは「こっているところをほぐす」ことで十分だと思ってたのですが、実はその部分をかばおうと、他の部分に負担

がかかっているのだということも、この講座を受講して初めて気づきました。

筋肉の付き方や仕組みを知ることができるので、伸ばしたいところを伸ばすにはどのようにマッサージ・ストレッチすれば

いいのか、自分で考えられるようになりました。

 

勤務先の動物病院では、重症患者はもちろん、老犬や、寝たきりの犬、猫を連れて来院される飼い主さんがたくさん

いらっしゃいます。そんな飼い主さんの中には、自宅でマッサージをしてあげているという方もいらっしゃいますので、

この講座で得た知識を飼主さんにお伝えすると、とても喜んで「家でもやってみます」とおっしゃっていただくこともあります。

今までは積極的にマッサージをお勧めすることもできなかったのですが、今は飼い主さんに説明したり、質問に答えられ

るようになりました。

 

現在私の勤務先の動物病院では、老犬や身体機能に障害があるなど、介護が必要な動物をお預かりしてケアする、

デイケア・ショートステイを行っており、お預かりしている間に、飼い主さんからの希望があればマッサージを行っています。

老犬になると、筋肉量が低下していたり、関節の可動域が狭くなっている子がほとんどで、歩き方もぎこちない子が多い

のですが、マッサージやストレッチをしてお返しすると、「歩き方が良くなった」

と喜んで頂いています。

もっとたくさんの方にマッサージの効果を知ってもらい、たくさんのワンちゃん

たちが苦痛なく、元気に過ごしてもらえるようにと、私がこの講座で得た知識

をもとに後輩たちに指導し、みなでマッサージができるように取り組んでいます。

 

 

王寺動物病院　動物看護師　　櫻澤礼子
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ドッグスポーツも盛んになりました、アジリティ、フリスビーなどが有名です。
しかし、イヌの体はかなり疲れます。人間ではアスリートの方々は専属のトレーナーさんがいます。
体を壊さず成績を出すためには、それなりに体を触り、マッサージをして、体を見守るトレーナーが不可欠です。イヌもス
ポーツの後、筋肉の異常や関節の炎症などのトラブルがありますが、飼い主が気がついてあげられることはまれです。
ドッグスポーツの世界では人間で当たり前のウォーミングアップすらあまり目にしません。イヌのメディカルトレーナーの
活躍が期待されます。

講座では

講座では

講座では

講座では

講座では

イヌの体を見守って
あげてください。

ワンコと癒し
の時間を

イヌと飼い主に安心を与え、
信頼されるアドバイザーに

飼い主さんはマッサージをして
くれるようなイヌに優しい気持ち
を持ったトリマーさんにお任せ
したいとおもっています。

マッサージ、癒し、スポーツドッグ、
老犬の筋力の維持、老犬訪問介護、
老犬シッター、リハビリお手伝い
など何でもお手伝い

すべて説明できることにこ
だわりました。犬の何かを
お手伝いするとき、飼い主
さんの理解はとても大切
です。しっかり説明するこ
とで信頼されます。



犬が好き！ そんなあなたに是非学んでもらいたい、ドッグマッサージ

こんにちは、獣医師・鍼灸師のわたくしＤｒ．高嶺と一緒に勉強します。

専門学校、大手百貨店などでもドッグマッサージのセミナーを引き受けています。

犬のため、飼い主さんのため、多くの人にドッグマッサージを伝えたい気持ちです。

そんな中、学びたいけれど、学校には行けない。あいている時間を自分のペースで有効に使って勉強したい。

そんな希望もおおく通信講座開講にいたりました。

イヌが好きな人はたくさんいます。そして、好きなだけでなく何か出来ないだろうか？

そう考えている方がドッグマッサージの勉強をはじめると､本当に一生懸命勉強です。

なぜかと言うと　なんと言ってもイヌが気持ちいいことに気がついてくれた

「瞬間」が感動できるんです。

「何するの、それ何、そんなのいいよ、遊ぼうよ、えっなんだ、なんだかいいー、おおーきもちいいーー」

ってイヌが変わっていくんです。わかるんだーイヌも気持ちいいんだーなら、もっと気持ちよくしてあげたい、

もっと勉強したい、気持ちいいだけでなく、もっと意味のある、本格的なマッサージを勉強して、みんなに伝えたい。

というようにみんな一生懸命勉強してくれます。だから、私も一生懸命、教えたくなる。というわけです。

私がこの通信講座を作った時こだわったことは、「すぐに活かせる、実践できるカリキュラム」にしました。

◎ ご自宅のワンコ、近所のワンコの気持ちのよい癒しマッサージ。

◎ トリマーさんにはトリミング後のマッサージ。ワンコがまた来たくなる裏技。

◎ 動物病院で、入院のワンコに施術。飼い主さんリハビリ指導。

◎ アジリティ、フリスビーなど競技犬のためのケガ予防、能力アップマッサージ。

◎ 老犬のための介護マッサージ。地道なマッサージがどれだけ老犬のためになるかがわかります。

どうですか？　ワンコにマッサージして喜んでもらっている、あなたの姿が見えましたか？

まだドッグマッサージ専門店などは多くありません。それは、どれだけよい効果があるのか、まだまだ理解されていないからでしょう。

しかし、ワンコと飼い主さんは必ず喜んでくれます。これからますます活躍の場が広がることが期待されるドッグマッサージ、

あなたも踏み出してみませんか？ そのためのお手伝いをさせていただきます。

自宅のワンコと人間でコツコツ練習してうまくなるための教材を作りました。
練習の仕方を一つ一つていねいに説明してあります。

できれば、お友達や家族と一緒に勉強できればベストですね。

基本的にマッサージは何にでもよいわけではなく、よい事もあれば、

先に動物病院の診察を受けるべき時や、マッサージをしないほうがよい時もあります。

マッサージが適しているかを見分ける力も一緒にしっかり勉強します。

専門学校で長い間教員をし、幼児向けから大人まで幅広く本を書いていましたので、

わかりにくさで、ガッカリさせる事はありません。

また、獣医師としてのこだわりがありますので、

簡単すぎてがっかりさせる事もありません。

「わかりやすく」をモットーにレベルの高い内容まで理解してもらいます。

さあ、一緒にドッグマッサージを勉強しましょう！

ワンコの人気者になろう！
イヌを触ったとき「この人間なかなかやるな！」とイヌに感心されます。

理学療法
　マッサージ手技

筋肉、体の
仕組みの
理解

癒し、
リラクゼーション
調心、
病気の予防へ

東洋医学的
ツボ、手技

・問題のある筋への
　　　　　アプローチ
・運動前後の
　体、筋の調整

マッサージに必要な知識とテクニックを
通信教材でしっかりカバー

専門獣医師が指導

ＤＶＤで何度でも見れるわかりやすい 丈夫で見やすいファイリング資料

人間を使った
テクニック学習

だから身につく

基礎マスターコース基礎マスターコースDr.髙
嶺の イヌのマッサージのコツDD

DD
裏も見てね裏も見てね

な

ん
で気
持ち良いの

？

な

ん
で気
持ち良いの

？

地　球

D-3 マッサージが気持ち良いものだと
わかってもらう

イヌの気持ち良いポイントイヌの気持ち良いポイント

イヌが慣れないうちは、
イヌの気持ち良いマッサージだけにしておく

・ とても怖がりなイヌは声をかけながらなでるだけで終わってしまうこともある。

・ 姿勢を変えるだけで驚いてしまうそうな、イヌは姿勢を変えない。

・ しっかり抱きしめていると安心するイヌは抱きしめながら気持ち良いところ探しをする。

この人はとても気持ち良いことをしてくれる、マッサージは気持ち良いもの

なのだとわかったイヌは、次々と色々なマッサージを受け入れてくれます。

イヌに、この人は不安定で気持ち良くないマッサージをするのでイヤと決め

つけられないように、慎重に頑張ってください。

筋肉があまりついてないイヌは
親指と示指で軽くもむ（ピッキングアップ）

親指で押してもむ
（プレスand
 バイブレーション）

しっかり力を入れる時は
特にゆっくり様子を見ながら

イヌの頭は地球の重力で
下へ下へ引っ張られてい
ます。首の上の筋肉は絶
えず首を引き上げてがん
ばっています。

後ろ足は股関節がありますが、
後ろ足と違い前足は体と足を
つなぐ骨の関節がありません。
肩甲骨と体のあいだは筋肉が
体重を支えています。

①首すじ

②肩甲骨周囲

手のひらで挟むように
してピッキングアップ

筋肉がほとんどついていない
イヌは強くもまれても気持ち良くない

特にフレンチブルドッグ・シュナウザー・ペキニーズなど、
首が太くてしっかり筋肉がついているイヌはかなり力を
入れてもまないと気持ち良くない。

注
　意

注
　意

力を入れること
ができれば

握力に自信
がなければ

指を肩甲骨の間に
入れてかるくもむ

肩甲骨の周囲を
１本～４本指で
かるくニーディング

腕を握り、肩甲骨を
包みこむように持って
肩甲骨をまわす

マッサージをどうしても受け
入れないイヌもいます！

自分のしたいマッサージを初
めからするのではなく、約２０
分ぐらいはやさしくしっかり抱
きしめながらなでて声をかけ
る時間も必要。

これだけは！これだけは！これだけは！これだけは！

まちがいやすい！まちがいやすい！まちがいやすい！まちがいやすい！

この講座は、

「何で、この場所を、
このように、マッサージすると、
どのようによいのか、
どういう理由で効果があるのか」　　

という事に特にこだわりました。

自分のペースで落ち着いて効果を確認しながらマスターできます。

人間とイヌでテクニックの練習方法をわかりやすく指導しています。

髙嶺一司（タカミネヒトシ）

北海道の酪農学園大学、獣医学科卒、獣医師、鍼灸師。
動物園、動物病院、専門学校講師などの勤務を経て、現
在は「大阪ドッグサイエンス学院」学院長。明治東洋医学
院専門学校にて人間の鍼灸師国家資格を取得。
　
本講座の内容は、すべて、獣医師、鍼灸師の髙嶺先生が、
長い間ドッグマッサージに「こだわり」続けて作ったものです。
鍼灸と聞くとわかりにくい東洋医学を連想しますが、髙嶺先
生は鍼灸、マッサージのよい所を獣医学に取り入れるために、
わかりにくい東洋医学や科学的に説明できないもの、ホリス
ティックな事をはずして、マッサージ教材を工夫しています。
子供向け書籍などの執筆、全国の専門学校の講師をして
いた経験から「わかりやすい教材と講義」が人気です。

本講座はファイリングされたメイン資料とＤＶＤでマッサージ
の知識とテクニックを学びます。
テクニックを通信で学ぶメリットは、

●�繰り返しＤＶＤを見直すことが出来る
●�自宅のイヌを使い自由な時間であせらず
�ゆっくり練習が出来る

ことです。また繰り返し練習が必要なテクニックの上達と力
加減については、人間で練習する方法を詳しく紹介してい
ます。

なんといっても、力加減を学ぶのは、人間が
最適です。「強くて痛い」「弱すぎて気持ちよ
くない」など、言葉で悪いところを教えてくれ
るからです。
初めからイヌで練習していると、痛いことが
続くと、マッサージが嫌いなイヌになってしま
います。順番にしっかりうまくなる練習方法を
指導しています。

本講座のメイン資料は、ラミネートされて、ファイリングさ
れています。マッサージの練習をするとき、いつもそばに置き、
確認しながらマッサージが出来るようにしています。
マッサージに集中できるよう、丈夫に作りました。

講座のしっかり
講座のしっかり １１

講座のしっかり
講座のしっかり ２２

講座のしっかり
講座のしっかり ３３

講座のしっかり
講座のしっかり ４４

Dr.髙
嶺の

Dr.髙
嶺の

過去の受講生アンケートより

勉強が嫌いな私でもＤＶＤがあったおかげで続けることが出来ました。
実際にやっているマッサージの映像（いろいろな犬種、性格、初めてのイヌ、
そうでない犬）がありとてもわかりやすかった。教本も簡単にわかりやすく、
カラーで色分けしてあり、絵やコメントがあり堅苦しくなくよかった。
テスト用紙を先生がきちっと見てくださり、コメントを書いて、良い所、悪い
ところにも印をつけてくださり安心できた。

人間では癒しマッサージがあるのに、一番近くに、助けられ、癒され一緒に
生活しているイヌにはそれがないので、今度はイヌにも癒しやマッサージが
出来るようになり、人間のために一生懸命なイヌに恩返しが出来る。老犬
になってもリハビリをしてあげたい。

簡単な言葉で丁寧に説明されているので、はじめてでも、とてもわかりやすい
テキストでした。またテキスト（文章）だけでは理解しきれない、マッサージの
技法などをDVD(実際の映像)で確認できるためとても取り組みやすかったです。
あと、全体を通して、常にマッサージの受け手（ワンコ、人）のことを第一に考え、
そのためにはどのようにしたら良いかということをとても丁寧に詳しく説明され
ていたことが一番良かったです。

自宅にワンコがいるので、そのコにしてあげると（まだまだ全然下手ですが・・・）

気持ちよさそうにしてくれることがあり、そんな時ワンコだけでなく自分自身も

癒されるのでよかったと思います。

教材について

ドッグマッサージを学んで

教材について

ドッグマッサージを学んで



ドッグマッサージ師養成講座

コンビネーションコースコンビネーションコースコンビネーションコース

ドッグマッサージ師養成講座

基礎マスターコース基礎マスターコース基礎マスターコース

ドッグマッサージ師養成講座

メディカルコースメディカルコースメディカルコース

　　

一般社団法人
日本獣医療テクニカル協会

認定書

一般社団法人
日本獣医療テクニカル協会

認定書

一般社団法人
日本獣医療テクニカル協会

認定書

レベルや目的に合わせて３段階のどこまで学ぶかを選べます。
お得な３コースセット受講も出来ます。

基礎マスターコースから始め、
ご自分の目的または勉強したいところまで受講できます。

わかりやすく、楽しく学び、認定資格取得わかりやすく、楽しく学び、認定資格取得

わかりやすいＤＶＤわかりやすいＤＶＤ
DVD

少しづつ無理せず身につきます！

ケガ、術後のリハビリ 

FF

メデ
ィカル

コース

メディ
カル
コース

Dr
.髙
嶺
の
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F-7 リ
ハビ
リマッ

サー
ジと可

動域
訓練

FF

リハビリマッサージ

術後の不自由やストレスの解消のために。

脳より快感物質が出る。

屈伸運動

可動域訓練

筋力維持

補助をして立たせる、歩かせる。

●� 痛みが強く、嫌がるときは無理をしない。

●� 術部やケガの部位に体重がかからない

� よう補助する。

● � 何とか歩こう立とうとすることが神経と

� 筋力にはとても良い刺激となり、衰えを防ぐ。

●� できればまめに何度もチャレンジする。

ケガ
、術後

のリハ
ビリプ

ログ
ラム

どんなマッサージをすればよい？

・ニーディング

・ゆっくりにぎるなど

ポンプ作用で血行がよくなり、

治りが早くなる。

・ニーディング

・ストローキングなど

術部の周囲の筋に

痛みで収縮している筋を緩め、

術部の圧迫を解放。

術部をかばって疲れている筋に

・シェイキング

・ニーディングなど

筋を緩める。

疲労物質の排泄を促す。

全身特に気持ちよいところをマッサージ

・プレス

・ニーディングなど

（筋力維持とＲＯＭの改善）

屈伸運動は次のようにします。

人間だとつま先立ちと同じ。

この筋肉に力が入らないと、

かかとが地面についてしまって立てない。

これらの頑張っている筋が伸ばされたり

緩められたり、刺激されます。

足の裏を地面につく方向にして屈伸

自転車をこぐような運動もＯＫです。

（足の裏は地面につく方向で）

ストレッチ

（関節の動きが小さくならないための訓練）

他動的可動域訓練（イヌの関節を人間が持って動かしてあげる）

大きい関節より始める

①関節の動く範囲に関係なく、

少しだけ動かす。

②関節の動く範囲よりやや狭い

範囲で動かせる。

③関節の動く範囲を少し広げる

気持ちで力を加えて動かす。

足先に刺激を与えて（足先を軽くつまむなど）

足を引っ込めようとする動きにより、神経と筋肉

の衰えを防ぐ方法。

●� ギプスをしていてもできる

●� 立つことができなくても可能

●� 早い段階からのリハビリに有効

このように少しでも力を
入れさせるだけでも筋肉と神経の衰え方はかなりマシ

術
後

す
ぐ

ここではＦ－５、Ｆ－６で学んだことをしっかり頭に入れた上で、具体的にどのようなことをしてい

くかを勉強します。しかし、どの部位の障害なのかによってリハビリの仕方は全く変わってきま

す。基本的なことを勉強した上で、この障害のときは自分で無理しない範囲でできることは何か、

を考えながらリハビリをしてください。心配なときは、主治医の先生に相談してください。

受傷

手術

炎症期

治ってゆく期間　約１ヶ月

治ったあとの筋力回復期

炎症期

治ってゆく期間　約１ヶ月

無理をすると炎症の再発や骨がつかないなど

治ったあとの筋力回復期

できるようなら、歩く、走る、など

患部を冷やす

・痛み、炎症を抑える

患部を温める

・血行を良くする（治りが良くなる）

・筋力が緩む
足先の刺激

術部、患部以外のマッサージ

患部も周囲も慎重にマッサージ

患部以外の屈伸運動、立たせる、歩かせる、ストレッチ

とても慎重に患部の

他動的可動域訓練

他動的可動域訓練

３～４日目まで

１日約３回15分ほど

１日約５回15分ほど

①を１日３回10分ほど

②を１日３回

�
15分ほど

１セット10回ほどの

ストレッチを１日２セット

③を１日３回

�
15分ほど

ストレッチ

低下した筋力や硬くなった組織を訓練

運動能力回復のためにトレーニング

イヌは人間と違い、４本足で立っています。また、人間は立っている

とき関節はまっすぐなのに対し、イヌは、ほとんどの関節が軽く曲が

った状態で筋肉に力を入れて立っています。これらの頑張っている

筋肉の筋力が衰えないように屈伸運動で刺激します。

●� 患部のストレッチはとても慎重に。

� 不安ならやめておく。または獣医師に相談。

●� ケガの治る過程では、とにかく患部に大きなテンションが

� かからないよう気をつける。

●� 患部は弱めで短いストレッチで可。

▲▲▲

▲▲▲

参照 G-1～G-3
かかと

裏も見
てね

裏も見
てね

受講のしくみ受講のしくみ

スクーリング実習を
受講することが出来ます

スクーリング実習を
受講することが出来ます

全コース共通

マッサージするときに
持ち歩けるよう丈夫な
ラミネート仕様

知識を理解するための大切な講義とマッサージのテクニック

を繰り返し見たいところを、何度でも見て確認することが出来

ます。テキストではわかりづらいことも実際の手技、テクニック

を見ることでしっかりマスターできます。

書き込み式ノート書き込み式ノート
NOTE

テキストとＤＶＤで学んだことを、理解して

いるか、確認するための練習問題集です。

使いやすい書き込み式にしています。

このノートで勉強したことが、認定テスト

に出ますので、しっかり勉強してください。

スクーリングスクーリング
SCHOOL

メディカルコースの受講をすると、

大阪の教室で獣医師高嶺先生の

直接指導のスクーリングを受講する

ことができます。１日じっくりと大切な

ところを徹底的に楽しく指導を受け

ることが出来ます。

認定テスト認定テスト
TEST

認定テストは、ご自宅で答案を作成し郵送していただきます。

皆さんが一生懸命書いた解答に獣医師の高嶺先生が

赤ペンでたくさんコメントしてくれます。

ファイル式メイン教材ファイル式メイン教材 FILE

※参加費は７,０００円です。

DVDで繰り返し練習し、まずは人間でマッサージの手技、力加減な
どを学びます。イヌにどうやって受け入れてもらえるか！？ 気持ちよい
方法などドッグマッサージのコツをすべてわかりやすいファイル資料
でお教えします。イヌそして人間を癒してあげてください。
基礎コースだけでも十分マッサージの楽しさを活かす事ができます。

DVDとたくさんのかわいい図を使ったメインファイルと筋肉ファイルでわ
かりやすく、イヌの筋肉や運動器の障害の仕組みを勉強します。
筋肉が無理をして、怪我につながるしくみ、どうすればベストな運動機
能を維持できるかなど、メディカルトレーナーとしてイヌを見守り、飼い
主にアドバイスできるようになります。

DVDでは状況に合わせ、コンビネーションを組み立て、目的に沿った
マッサージを施術できるように練習します。
メインファイルでは少しの知識とテクニックで老犬の寝たきりが防げ
たり、少しのウォーミングアップでイヌの体がどれだけ無理をしなくて
すむかなどを学びます。
しっかり勉強して少しでも多くのイヌのためにがんばってください。

イヌをマッサージするためのコツ
ドッグマッサージ手技、
イヌのマッサージ気持ちよい所

筋肉と運動とマッサージ
理学療法マッサージ術後のリハビリ
運動器障害、ストレッチ

コンビネーションマッサージ
老犬のための介護マッサージ
障害予防、能力アップ
競技犬のためのマッサージ

標準3ヶ月（延長+90日無料）

標準3ヶ月（延長+90日無料）

標準3ヶ月（延長+90日無料）

獣医師によるドッグマッ
サージ師養成講座

獣医師によるドッグマッ
サージ師養成講座

レベルの高い本格的マッサー
ジテクニッ

クを目指
すなら

レベルの高い本格的マッサー
ジテクニッ

クを目指
すなら

ここまででもマッサージを充分
楽しく勉強することが出来ます

ここまででもマッサージを充分
楽しく勉強することが出来ます

ドッグマッサージ
のポイントを

わかりやすく説明

ファイ
ル式

メイン
教材

ファイ
ル式

メイン
教材

理論を説明、
テクニックを映像でみる

自宅にて
テストをうけて
いただきます

書き込み式
復習ノート
しっかり

覚えられます
ＤＶＤＤＶＤ

認定テ
スト

認定テ
スト

書き込
み

テスト
ノート

書き込
み

テスト
ノート

人間、イヌでテクニック
の練習方法を指導

実技練
習

課題ノ
ート

実技練
習

課題ノ
ート

マッサージされている
かわいいワンコも
楽しく見れます。

詳しくたくさん回答
してくれる方には、
うれしくて多めにコメント
してしまうそうです。

１枚づつラミネートファイリングされているため、

マッサージの練習をしながら見ることが出来ます。

テクニック、コツ、筋肉の位置など、わかりやすく

図入りで解説されています。うまくなってからも、

手元においてマッサージの確認に役立つ資料

です。

マッサージといえども「科学的な知識と技術を中心」に理学療法
の一つとしてレベルの高いドッグマッサージを学びます。

●�自宅のワンコを癒し、わかりあえる関係に
●�近所や公園のワンコと仲良くなれる
●�イヌのお仕事をされている方が
�ワンランク上のイヌの扱いができるために

こ

ん
なと
ころで

活
かせ
ます

こ

ん
なと
ころで

活
かせ
ます

●�自宅のワンコのホームドクターに
●�近所のワンコ相談役に
●�マッサージのお店を開業するこ

ん
なと
ころで

活
かせ
ます

こ

ん
なと
ころで

活
かせ
ます

●�理学療法を活かし動物看護士になる
●�イヌのマッサージ兼アドバイザーとして開業
●�スポーツドッグのメディカルトレーナーになる
●�老犬のための訪問介護シッターになる

こ

ん
なと
ころで

活
かせ
ます

こ

ん
なと
ころで

活
かせ
ます

DVD

書き込み
ノート

勉強の
仕方

　　



しっかり勉強する人のためのドッグマッサージ講座です。

癒し、メディカルトレーナー、老犬介護、リハビリ、充実した内容を
わかりやすい教材でワンコと一緒に楽しく学ぶ！

マッサージを学ぶとイヌのアドバイザーになれる。

ドッグマッサージ師養成講座 ドッグマッサージ師養成講座 ドッグマッサージ師養成講座

がんばって勉強すると…がんばって勉強すると…がんばって勉強すると…

テクニックの練習は何回も繰り返せるので
自宅学習がとても有効

自分のペースでできるので
落ち着いて効果を
確認しながらできます

専門用語もわかりやすい
絵とていねいな解説

基礎マスターコース基礎マスターコース基礎マスターコース メディカルコースメディカルコースメディカルコース コンビネーションコースコンビネーションコースコンビネーションコース

イヌの体を見守る
メディカルトレーナー
を目指す。

ＤＶＤ４本　メインファイル２冊
書き込み式ノート　練習課題資料
認定テスト

ＤＶＤ５本　メインファイル　
筋肉ファイル　書き込み式ノート
練習課題資料　認定テスト

ドッグ
マッサ

ージの

コツと
テクニ

ックを

完全マ
スター

。
イヌの

体を見
守る

メディ
カルト

レーナ
ー

を目指
す。

スポー
ツドッ

グ、老
犬介護

などを

いろい
ろな状

況に合
わせた

プロの

マッサ
ージを

学びま
す。

イヌとのコミュニケーションの時間を作ることが出来るようになり
ます。本当に見つめ合って、声をかけながら、愛情を伝えています
か？ ワンコがとってもいいコになります。イヌにマッサージを気に入っ
てもらう方法、一頭一頭にあわせたマッサージがうまく出来るコツ
などがわかります。イヌの体を触ったとき、気持ちよいところを、う
まく探してもむことで、イヌに違いを感じてもらえるようになります。

筋肉を初めとするイヌの運動器系を勉強し、マッサージをただの癒
しだけでなく、筋肉、関節などを考慮したメディカルトレーナーとして
の技術を学びます。筋肉は人間と仕組みは同じで、時に捻挫や、肉
離れもおこります。どんなときに筋肉が無理をして、ケガが起こるか、
どのようにするといつも万全な運動機能を持っていられるか、ワンコ
の体のベストな状態を見守ってあげることが出来るようになります。

個々の犬にあった、マッサージの組み合わせ、その状況にあっ
たマッサージを選び目的を持ったマッサージを施術する技術
をマスターします。イヌの高年齢化もあり、老犬の介護に役立
つマッサージ、エクササイズを学び、少しでも寝たきりのイヌを
減らすこと、スポーツドッグのウォーミングアップから、ベストパフォー
マンスの維持と管理する知識と技術が身につきます。

基礎マスターコースでは徹底的にマッサージの知識とテクニックを、人間とイヌで練習します。
実際、犬をマッサージするにあたって、犬の気持ちを読み、犬にマッサージを受け入れてもらうためのコツはとても大切
です。メディカルコースでは、大切な筋肉は一つ一つわかりやすい教材で理解を深め、運動科学的なマッサージ、理学
療法的なリハビリが出来るようになります。
コンビネーションコースでは、日常のマッサージメニュー作成から、競技犬のメディカルトレーナー的マッサージ、老犬
介護のマッサージなどをマスターします。

ＤＶＤ３本　メインファイル２冊　
書き込み式ノート
練習課題資料　認定テスト

基礎マスターコース基礎マスターコースDr.髙
嶺の マッサージのコツ 犬・人共通BB

BB
まとめは裏まとめは裏

B-9 あきさせないテクニック　じらす

一番気持ち良い所をまずマッサージするのではなく、

周りから徐々に近づける

ほとんど物足りないぐらいの強さから、

気持ち良い強さに近づけていく

受け手がとても気持ち良い

ポイント、もう少しマッサージを

続けてほしいポイントは

そして受け手の反応をしっかり感じとった上でその受け手にあった、気持ち良いマッサージをつくり

出すためのテクニックが今回学ぶあきさせないテクニックです。

「気持ち良い」と「休憩」を繰り返し、気持ち良さが波のように何回も感じられます。

少しずつ期待させてから、気持ち良いポイントを

しっかりマッサージすると気持ち良さが倍増する。

「ここ気持ち良いですね」と声をかけると、

わかってくれているという安心感や信頼につながる。

とても気持ち良い後の休憩として、

またもう少ししたらまた刺激が強くなって

気持ち良くなるという期待させるような時間。

もう少し続けてほしいぐらいで別の部位へ移り、

時々そのポイントへ戻ってくるとよい。

徹底的にやると飽きてしまう。もったいない。

少しずつ刺激を強くしていく　という基本、　リズムや変化を持たせる　という基本＋アレンジ、

あまり気持ち
良いポイントや
刺激ではなく

少しずつ
刺激が強く

または気持ち良い
ポイントへ近づく

気持ち良く
なってきた

とても
気持ち良い

とても
気持ち良い

もう少し
やってほしい

少しだけ
気持ち良い

ところ 休憩・一息
「ふぅーっ」

早く気持ち良く
なりたい期待

少しずつ
刺激強く
または

良いポイントへ

少しずつ
気持ち良く

とっても
気持ち良い

ポイント
強さへ

▲▲▲

▲▲▲

▲▲▲

「ウーン、
気持ち良い」

物足りないぐらいの強さの時間も間には必要

この人・イヌにとって、「ここはとっ
ても気持ち良いポイント」は大
切にする。

   もみ過ぎてあきさせない。

これだけは！これだけは！これだけは！これだけは！

■ 重要 ■■ 重要 ■

徐々に力を入れていくことは、
基本だけれど、飽きさせない
という意味でも大切。

▲

マッサージ手技

CC

基礎マス
ターコー

ス
基礎マス

ターコー
ス

Dr
.髙
嶺の

C

大切な

ポイントは
裏

大切な

ポイントは
裏

C-5 軽くたたく（タッピング）

タッピングの効果

このようなタッピングは注意

あきさせないように変化をつける　　　　　

たたくという手技は人間で肩たたきなどがとてもあたりまえの手技であるにも関わらず、ドッグマッサージにおいて抵抗

がある人も多いのではないでしょうか。もちろん、イヌは怖がり、力の入れ方が悪ければ痛いだけで気持ち良くない。

しかし、人間と同じで気持ち良くタッピングできるようになったとき、イヌは喜んでタッピングを受け入れます。

いろいろ
なタッピ

ング
いろいろ

なタッピ
ング

中指で

指を開いた

ハッキング

５本指先で

親指で
３本指で

第一関節

外側で

第二関節裏で

手を軽く握ってたたくこと
手をひらいて

パウンディング

ハッキング

その他

もむ・ゆらすをあわせもった効果が期待できる

（筋肉をほぐす、疲労物質の除去）

力を入れて刺激量を増やすことが簡単。

筋肉の筋腹を軽く

たたきもむような

タッピング

筋肉を真上からたたきつぶすようなたたき方は

後で筋肉痛が出るので注意。

運動後など張っている筋を

真上からいきなりタッピングしない。

タッピングばかり続けない

リズム、早さを変える

強弱を変化させる

▲▲▲

▲▲▲

▲▲▲

×

×

場所を移動

手技の変化

（パウンディング→ハッキング）

筋肉を横から軽くたたいて

筋肉をゆらすような

タッピング

両手でタッピングするとイヌ

はびっくりして飛び降りること

があるので注意する。

注 意注 意

タッピングはマッサージの手

技のひとつであることをわかっ

てもらう。

大切！大切！大切！

Ｉ スポーツドッグマッサージ
Ｉ-1�ケガの予防と運動能力アップのための仕組み
Ｉ-２�ケガの予防と運動能力アップのための方法
Ｉ-３�運動前後のベストコンディションづくり
Ｉ-４�運動前のマッサージ
Ｉ-５�どのような障害が起こるか
Ｉ-６�運動障害の対応コンビネーションＤＶＤ

ＤＶＤ１０  犬のコンビネーション①　
ＤＶＤ１１  犬のコンビネーション②
ＤＶＤ１２  スポーツドッグ、老犬の介護のマッサージ　

Ｈ 老犬の介護マッサージ
Ｈ-1�老犬について　　
Ｈ-２�老犬介護の方針
Ｈ-３�運動機能の衰えを防ぐ
Ｈ-４�寝たきりの犬のマッサージ　　
Ｈ-５�イヌの痴呆
Ｈ-６�老犬の関節炎

ＤＶＤ５　ストレッチの仕組み,人でストレッチの練習
ＤＶＤ６　筋肉の短縮による体の不調、イヌのストレッチ 
ＤＶＤ７  犬の筋肉の働きとマッサージとストレッチ①
ＤＶＤ８　犬の筋肉の働きとマッサージとストレッチ②
ＤＶＤ９　イヌのリハビリ　　

ＤＶＤ１　人のマッサージを練習してイヌのマッサージに活かす
ＤＶＤ２  気持ちよいマッサージをするために必要なこと
ＤＶＤ３  犬をうまくマッサージするための６つのコツと方法
ＤＶＤ４　基本となるドッグマッサージ手技を学ぶ

Ｆ 運動器障害とリハビリテーション
運動器障害　
Ｆ-1�関節の障害（捻挫、脱臼、靭帯、半月板損傷）
Ｆ-２�筋、腱断裂・肉離れ
Ｆ-３�筋腱付着部の炎症（滑膜炎、腱鞘炎）
Ｆ-４�骨折、形成不全,癒合不全,神経学的疾患
ケガ、術後のリハビリ　
Ｆ-５�リハビリの基本
Ｆ-６�リハビリで改善できること
Ｆ-７�リハビリマッサージと可動域訓練

Ｇ ストレッチ
Ｇ-1�ストレッチ理論
Ｇ-２�ストレッチの方法
Ｇ-３�犬のストレッチのコツ

Ｅ　筋肉の仕組みと異常　
筋肉と運動の仕組み　
Ｅ-1�筋肉の収縮の仕組み
Ｅ-２�筋の収縮と体の動き
Ｅ-３�筋運動の補助
Ｅ-４�神経による筋運動の調節
Ｅ-５�筋トーヌス
筋肉の異常　
Ｅ-６�筋スパズムと筋拘縮
Ｅ-７�筋短縮による障害の現れる仕組み
Ｅ-８�筋短縮による体の不調

Ａ　ドッグマッサージを学ぶ　
Ａ-１�簡単なマッサージの効果について
Ａ-２�人でマッサージを学び、
　
Ｂ　マッサージのコツ　
Ｂ-１�気持ちよくマッサージを
� 受けてもらうために
Ｂ-２�マッサージの力を反対側で支える
Ｂ-３�術者の体調と気持ち
Ｂ-４�マッサージの強弱と手技の順
Ｂ-５�マッサージの手技と手技の間
Ｂ-６�マッサージのリズムと変化
Ｂ-７�体を診る（観察と触診）
Ｂ-８�フィードバックを感じ取る
Ｂ-９�あきさせないテクニック

Ｃ　マッサージ手技　
Ｃ-1�おす（プレス）
Ｃ-２�なでる・さする（ストローキング）
Ｃ-３�振動させる（バイブレーション）
� ゆらす（シェイキング）
Ｃ-４�もむ（ニーディング、ピッキングアップ）
Ｃ-５�軽くたたく（タッピング）
Ｃ-６�にぎる、圧迫する

Ｄ　イヌのマッサージのコツ　
Ｄ-1�どんな性格のイヌか？イヌとイヌの体を観察
Ｄ-２�イヌに合わせたマッサージ姿勢と雰囲気作り
Ｄ-３�マッサージは気持ちよいものとわかってもらう
Ｄ-４�イヌをうまくマッサージに引き込む
Ｄ-５�フィードバックサインを感じとる
Ｄ-６�マッサージの流れを大切にする。

ＤＶＤ
ＤＶＤ

ＤＶＤ

その他
の教材

その他
の教材

その他
の教材

メインファイルメインファイルメインファイル
Ｊ マッサージの効果とメカニズム　
Ｊ-1�力学的効果
Ｊ-２�生理学的効果
Ｊ-３�心理学的効果

Ｋ マッサージ適応不適応　
Ｋ-1�マッサージをしてはいけない場合
Ｋ-２�マッサージがお勧めな場合

Ｌ 解明されつつある説
Ｌ-1�皮膚刺激による内臓の調整
Ｌ-２�快感物質　
Ｌ-３�痛みと鎮痛

練習しよう１～１２

学習
内容

学習
内容

学習
内容

いろいろな状況下でのマッサージコンビネーションをマスター。また、老犬の介護では、
理論と、エクササイズテクニックまでを身につけます。ちょっとした運動から、競技ま
で活かせる、スポーツドッグのベストコンディション作り、マッサージの適、不適など、
今まで学んできた総仕上げといったないようです。

運動をしたときに起こる障害の仕組み、異常を持っているイヌを予想し、マッサージ
を使って、楽にするテクニック、ケガの後のリハビリ、筋肉の位置をマスターし、マッサー
ジストレッチで個々の筋肉をほぐす方法を勉強します。

マッサージの基本、こつ、手技、イヌをうまくマッサージに引き込むテクニック、イヌを
リラックスさせ気持ちよいマッサージするコツ、を勉強します。特に手技、力加減は
人間で実習できるようにＤＶＤで細かく指導しています。

一覧カード
骨、関節、からだの動き

練習しよう
ストレッチ１～９

一覧カード
筋肉一覧、マッサージ手技一覧

ドッグマッサージ筋肉ファイル
１～７、１２～２０

練習しよう
コンビネーションマッサージ１～１０

一覧カード
便利なツボ一覧

ドッグマッサージ筋肉ファイル
８～１１、２１～２４



資格認定は各コースの認定試験合格ごとに認定書をお送りしています。

認定テスト合格者は、
一般社団法人　日本獣医療テクニカル協会（ＳＭＣＡ）認定

を発行しています。

※�テスト不合格の場合、通信講座修了証を
� お送りします。再試験を受ける事も出来ます。

あなたも一歩を踏み出してみませんか？

これから活躍の場が期待されるドッグマッサージ師
あなたも一歩を踏み出してみませんか？

これから活躍の場が期待されるドッグマッサージ師

ドッグマッサージ師資格認定

もっとワンコに幸せになってもらいたい！
そう願う飼い主さんが増えています。

ドッグマッサージ師資格認定 一般社団法人 日本獣医療テクニカル協会認定（ＳＭＣＡ）

もっとワンコに幸せになってもらいたい！
そう願う飼い主さんが増えています。

Q.	あなたにとってペットの
� イヌはどんな存在ですか

増加
して
いま
す！

Q.	イヌにお金をかけても
� よいと思うことは
� どのようなことですかQ.イヌの病気や、体の健康相談が出来る身近な人がほしい

Q.イヌにドッグマッサージを受けさせてみたいですか？

A.はい　94人

イヌを飼っている人100人にアンケートをとりました。

A.はい　89人

現在、イヌの飼育頭数は年々増加し、犬を家族として受け入れ、人
間と同じ幸せを願う人は増え続けています。
この先、イヌにわが子のような、幸せな生活を与えるために様々なサー
ビスのニーズも大きく広がってゆくと考えられています。特に犬の長
寿命化、健康志向、によりドッグマッサージはとても注目されています。
今はまだ、ドッグマッサージ専門店はほとんどありませんが、既存の
動物病院、サロン、ショップとのコラボレーションするなど色々なアイ
デア、マッサージを活かす活躍の場は広がっています。これからの活
躍が注目されはじめたドッグマッサージです。
少し早い一歩を、あなたが踏み出してみませんか？

　　

イ
ヌの

ために

技
術

を活
かす

イ
ヌの

ために

技
術

を活
かす

イヌは飼い主の気をひこうと必死です。飼い主に優しく声をかけてゆっくり撫でてもらいたいのです。
でも忙しい人間にかなり気を使って生活しています。病気の予防、健康管理や栄養、しつけ、散歩をしっかりとして
イヌを大切に飼っている飼い主さんのなかにも、１日の中で、ゆっくり見つめ合って撫でてあげる時間はそれほど
長くありません。イヌが一番求めている時間をつくる、マッサージはそんな飼い主とワンコの愛情の確認の時間作
りをお手伝いします。

イ
ヌの

ために

技
術

を活
かす

イ
ヌの

ために

技
術

を活
かす

飼い主さんがイヌを大切にするため、栄養状態がよくなり、予防や獣医療も進み、年々、イヌは寿命が延びてきま
した。とてもよいことですが、痴呆のイヌや寝たきりのイヌも増えました。
寝たきりになったり、痴呆になると、飼い主さんのお世話の負担は大変なものです。マッサージで痴呆が治ること
はありませんが、マッサージを初めエクササイズを取り入れ、予防することは可能です。
たくさんの飼い主さんにがんばって勉強していただきたいと考えています。

現在、就職先としてドッグマッサージの専門ショップがあるわけではありません。

本講座修了生で希望者には、動物病院求人の情報、求人情報の探し方指導、動物病院面接の心得、その他マッサー

ジの知識と技術の活かせそうな分野の開拓やアプローチの提案などの冊子を作ってお送りしています。ふつう動物病院

では専門学校の看護コースの卒業生しか採用しませんという動物病院は少なく、動物看護士免許は国家資格ではない

ので、免許がなくても、多くの動物病院が優秀な人を歓迎しています。重要なことは、人間的にしっかりしていること、動物

病院という特殊な仕事を受け入れられる人、動物を看護する仕事はとても大変ですがわかってがんばれるかどうかです。

ドッグマッサージ講座で学んだことはこれから活かせる可能性のある仕事もたくさんあり、どんどん開拓し自分のライフワー

クを見つけていただきたいです。

チャレンジするとき、働き出して迷ったときもご相談に乗ります。

一緒にドッグマッサージを広げていきましょう。

その他、充分活躍が期待できる分野
＊�スポーツドッグのメディカルトレーナー

＊�動物保護施設の世話係

＊�老犬の介護お手伝い、訪問介護士

＊�ペットシッター、トリマー、ドッグトレーナーとの組み合わせ

卒業後のバックアップ

高橋　あゆみさん（仮名）　動物病院勤務

全国動物病院求人情報

活躍の場の提案など

全国動物病院求人情報

活躍の場の提案など卒業後のバックアップ

（前略）

動物病院で看護師としてお仕事をしたいと思うようになりました。

私の場合、仕事も忙しく、新たに専門学校に通うということがむずかしかったので、今までに社会人として身につけた接客

や事務能力と動物のためなら、何でもお仕事しますという気持ちで面接を受けようと思いました。ただ、その気持ちを言葉

で伝えようとしても説得力がないので、看護の基礎知識を本で勉強しました。そして、看護の仕事だけでなく、個々の動物

のことを大切に考えてあげたい、そのために、勉強できることは何かを探していたときにドッグマッサージをインターネットで

見つけました。一頭一頭の動物のことを考えてあげる気持ちを持った看護師さんを私は理想にしています。アロマ、ヒーリン

グなどいろいろ通信教育がある中で、動物病院で活かせて、将来は自分の動物癒しの相談所のようなことがしたいことも

あって、獣医師が指導していますということに興味を持ち、資料を取り寄せ、私の学ぶマッサージはこれだと思いました。

癒しのマッサージから始まり、スポーツドッグ、ケガのリハビリ、老犬の介護マッサージなど、動物病院で働くことが夢だった

私にとって、本当に勉強したかったことでもあり、「ただ、気持ちいいだけではなく、なぜそこをマッサージするのか説明できる

マッサージ」そのものでした。面接のときに、ドッグマッサージ師の勉強をしていますということで、私が動物の気持ちまで考

えながら、看護をしてあげたいと思っていることも伝えられますし、また、少しでも治療の中に癒しを与えてあげられたら、そ

のような気持ちをわかってくれる動物病院、院長先生のもとで働きたいと思いました。

現在、夢がかない、動物病院の看護師です。思っていたより大変です。体力には自信があったのですが・・・・

まだまだ私は、リハビリについて提案したり、マッサージの時間がほしいなんてまだまだいえません。いつかちゃんと提案が出

来るようになるためにも、まずは言われたことや、いっぱい気がつく優秀な看護師になって職場の人たちの信頼を勝ち取って

提案します。最近お昼休みに私のマッサージの話を聞いてくれる、若い獣医さんが現われ、ますますやりがいを感じています。

動物病院で働いてから、ドッグマッサージを学んでよかったと思ったこと。

・動物とのコミュニケーションを取る上で、どこでもいつでも出来る気軽さがいい。飼い主さんにも教えてあげられる。

・撫でるだけでなく、首や背中を軽くテクニックを使って揉むだけでも、初対面の動物とのコミュニケーションを取りやすい。

・日常的に全身を触る習慣がついて、動物の異変に気付きやすくなった。    

1998

6,000

9,000

12,000

（千頭）

2000 2002 2004 2006 2008 2010

犬の飼育頭数

家族
６９％

子供

友
人

そ
の
他

治療費
６８％

予防・
健康のため

そ
の
他

ドッグマッサージ師養成
基礎マスターコース合格認定書

ドッグマッサージ師養成
メディカルコース合格認定書

ドッグマッサージ師養成
コンビネーションコース合格認定書

卒業生の声卒業生の声

最終のコンビネーションコース合格者には
ドッグマッサージ師認定証を
豪華認定書ケースに入れて発行

　　



イヌをマッサージするためのコツ
ドッグマッサージ手技、
イヌのマッサージ気持ちよい所

コンビネーションコース
ＤＶＤ３本　メインファイル２冊　
書き込み式ノート　練習課題資料　認定テスト

コンビネーションマッサージ
老犬のための介護マッサージ
競技犬のためのマッサージ

メディカルコース
ＤＶＤ５本　メインファイル　筋肉ファイル　
書き込み式ノート　練習課題資料　認定テスト

筋肉と運動とマッサージ
理学療法マッサージ術後のリハビリ
運動器障害、ストレッチ

基礎マスターコース
ＤＶＤ４本　メインファイル２冊　
書き込み式ノート　練習課題資料　認定テスト

ワンコと人間でしっかり練習！　通信で学ぶ本格的ドッグマッサージ通信

科学的な知識と技術を中心に気持ちいいだけではない、
説明できるマッサージ技術を学びます。
どこでもどんな犬でもあなたの体ひとつで
犬を癒せるそんな、特別な技術身につけてみませんか？

獣医師による
ドッグマッサージ師

養成講座

ドッグマッサージ師 養成講座ドッグマッサージ師 養成講座一般社団法人
日本獣医療テクニカル協会認定

お得な
セット販売
もあります

まずは基礎マスターコースから。

基礎マスターコースから始め、
ご自分の目的または勉強したい
ところまで受講できます。

Dr.
髙嶺

の

Dr.
髙嶺

の

基礎マスターコース基礎マスターコース基礎マスターコース メディカルコースメディカルコースメディカルコース コンビネーションコースコンビネーションコースコンビネーションコース

ドッグマッサー
ジの

コツとテクニッ
クを

完全マスター。
イヌの体を見守

る

メディカルトレ
ーナー

を目指す。

スポーツドッグ、
老犬介護などを

いろいろな状況に
合わせたプロの

マッサージを学び
ます。

図がたくさん！
わかりやすい
教材です

テクニックの練習は

何回も繰り返せる自宅

学習がとても有効

自分の
ペース

で

できる
ので

落ち着
いてで

きます

専門用語も
わかりやすい絵と
ていねいな解説

お申込から受講までのお手続きのスケジュールお申込から受講までのお手続きのスケジュール

お申込方法はお申込方法は

ＦＡＸＦＡＸ 郵 送郵 送 インター

ネット
インター

ネット

受講料のお支払い方法受講料のお支払い方法

銀行振込
銀行振込

郵便振替
郵便振替

お申込

毎月１日～
１５日受付

毎月１５日～
末日受付

受講料のお支払い

ご入金締め切り
２０日

ご入金締め切り
翌月の５日

教材発送

入金確認後

約１週間で

発送しています

お申込
方法は
お申込
方法は ＦＡＸＦＡＸ 郵 送郵 送 インター

ネット
インター

ネット
受講料の

お支払い方法
受講料の

お支払い方法 銀行振込
銀行振込

郵便振替
郵便振替

ご入金締切
２０日

ご入金締切
翌月の５日

1日 10日 15日 20日 末日 5日 10日 20日

毎月１日～１５日受付

毎月１５日～末日受付

入金確認後
約１週間で発送

入金確認後
約１週間で発送

お 申 込

お 申 込

お 申 込 お支払い

お支払い

お支払い 教材発送

お 申 込 お支払い 教材発送


