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 ITT PILATES 2015 年 5 月 

 
最大１２名 

ジーン・サリヴァンからじっくり学びます。 
通訳 ： 谷佳織 

 
ITT エッセンシャル・エクササイズ（EE）5 月 2•3•4 日(土日月)  
ITT マット・エクササイズ 5 月 7•8•9 日（木金土） 

１０：００～１６：３０  
＠ YAPF 西荻窪（講習時間は若干変更する場合がございます） 

 
ムーブメントに関わる指導を行っている方なら、どなたでもご参加いただけます。 
フレキシブルに活用できるこの講座で指導の幅を広げるのにお役に立てください。 
 
l ITT ピラティスエクササイズの基礎となるエッセンシャル・エクササイズ（EE）。 
ムーブメント指導者にとっても活用範囲の広い、身体の基礎的な動きの再教育に役立つ 
約２０のエクササイズを紹介します。 

l EE を含む ITT マットコースも同時開催。 
（マットコースご参加には EE終了が必須です） 

l 手厚い指導練習を含む認定コース参加の選択は任意。 
l 講習のみのご参加も可能。(ITT 認定なし) 
 
さらに！Kinetikos 協力のもと 

わかりやすい映像で繰り返し復習が可能。 
(映像の視聴には別途料金がかかりますのでご了承ください。) 

ご自身で撮影や録音をする必要がないので、講習中も十分に集中することができます。 
この講座は下記のような方々にオススメです。 
 

l パーソナル・ピラティスの指導資格を取りたい方。 
l 指導にピラティスの要素を組み込みたいとお考えのムーブメント指導者 
l すでにピラティストレーナーとして活動している方で、基礎エクササイズの
考察を深めたいとお考えの方 

 
ジーン・サリヴアン「頚椎」ワークショップ 5 月 11 日（月） 
１０：００～１６：３０ ＠ YAPF 西荻窪（講習時間は若干変更する場合がございます） 

l ピラティスマシン有資格者（団体は問いません）もしくは ITT アセスメン
ト修了者対象の頚椎に関するワークショップ 

（こちらの WS の映像提供はございません。） 



 

 

 
ITT Pilates Essential Exercises &Mat Exercises 

2015 年 5 月 2・3・4 日（土日月）7・8・9 日（木金土） 
 

l 認定試験コースの講座申し込みは任意です。 
l ムーブメント指導に役立つEE講座もしくはEE&MAT講座のみの受講が可能です。（認
定や修了証は発行されません。） 

l 他団体 MAT 資格をお持ちの方で、今後 ITT APPARATUS(器具)認定コースのご参加
をご希望の方は、EE の受講が必須となりますので、この機会をご活用ください。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

5月 2・3・4 
ITT エッセンシャル・エクササイズ 

EE 

5月 7・8・９ 
ITT マット・エクササイズ 

MAT 
 

l 講習後専用サイトで自主学習	  
l ボランティア・クライアント指導１０時間	 ＠YAPF 
l 試験前練習会：３時間×３回	 ＠YAPF	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 担当：浅見由紀子 
	 	  
 

修了試験 
ジーン・サリヴァン 

 

本講習参加費（税込み） 
 

l EE&MAT ￥130,000  
l EEのみ   ￥75,000 
（MAT受講をご希望でない 
ムーブメント指導者） 

l MATのみ  ￥75,000 
（既に EE を修了している方の
み可能） 
 (EE の再受講をご希望の方は+
￥ 35,000) 

l 再受講	  
EE&MAT  ¥65,000 
EE        ￥35,000 
MAT      ￥35,000 
 

 
 

ITT	 ピラティス資格認定コース	 ￥108,000税込み 
［料金には認定試験料が含まれます。］  

 

コース中の様子は録画され、専用サイトで映像がながれる事をご了承下

さい。また、参加者は割引料金にてサイトでのコース内容の視聴が可能

となります。 
 

本講座  



 

 

税込み料金表 
 

 
 
 
 
 

講座番号 
① 新しく ITT MAT 認定資格をご希望の方 

本講習 EE&MAT 参加費 ￥130,000      
認定コース費           ￥108,000     
合計               ￥238,000   
 

② ムーブメント指導者で新たに EE＆MAT の受講をご希望の方（認定なし） 
本講習 EE&MAT 参加費 ￥130,000 

③ ムーブメント指導者で EE のみの受講をご希望の方 （認定なし） 
本講習 EE 参加費 ￥75,000  

④ 既に EE に参加した事があり、今回MAT のみの受講をご希望の方 （認定なし） 
本講習MAT 参加費 ￥75,000  
EE の再受講をご希望の場合は+￥35,000  
 

⑤ 既に EE を受講していて ITT MAT 認定資格をご希望の方 
本講習MAT 参加費 ￥75,000 
認定コース費    ￥108,000   
合計        ￥18３,000 
EE の再受講をご希望の場合は+￥35,000  
 

⑥ ITT EE&MAT 有資格者の再受講 
EE&MAT ￥65,000   EE のみ ￥35,000    MAT のみ￥35,000 
スポット参加￥1日あたり￥15,000 （途中入退場不可） 
 

⑦ 頚椎   参加費￥35,000 
 
すべての講習費は分割可能（利息なし）です。詳細はご連絡ください。 
お申し込みは 締め切り４月２２日 
y-a-pilates@ymail.plala.or.jp まで下記を添えてメールをお送りください 
申し込み講座番号（再受講希望の場合 EE 再/マット再と添えてください） 
お名前（ふりがな）・認定書に記載するお名前（ローマ字）・生年月日 
ご住所・ご職業・携帯電話番号・メールアドレス 
振込先  締め切り４月２５日 
 三菱東京 UFJ 銀行 西荻窪支店 普通 3529200  アサミユキコ  

 講習受講費 再受講費 
EE&MAT ￥130,000 ￥65,000 
EE のみ ￥75,000 ￥35,000 
MAT のみ（EE 必須） ￥75,000 ￥35,000 
MAT 資格認定コース ￥108,000  
頚椎 ¥35,000  



 

 

 
 

ITT Pilates Training 
 
お申し込みは  
y-a-pilates@ymail.plala.or.jp まで下記を添えてメールをお送りください 
申し込み講座番号（再受講希望の場合 EE 再/マット再と添えてください） 
お名前（ふりがな）・認定書に記載するお名前（ローマ字）・生年月日 
ご住所・ご職業・携帯電話番号・メールアドレス 

 もしくは、この用紙にご記入の上、FAX03-3399-8060 でも承ります。 
締め切り４月２２日（金）  

申込書 
枠内にご記入の上 YＡＰＦまで FAX（０３－３３９９－８０６０）でお送りください。 
氏名 
 

性別  男  女 

ローマ字（認定書に記載するお名前） 
 
 

生年月日 
  年  月  日 

住所（〒   －    ） 
 
 
電話 
 

携帯電話 
 

FAX 
 

ご職業 

E-mail アドレス 
 
他団体ピラティス資格をお持ちの方はこちらに認定種目・団体名をご記入ください。 
 
 
ご希望の講座番号と料金をご記入ください 

l   番 再受講の有の場合は講座名（    ）    ￥                    
l  番                     ￥ 
             

              合計 ￥          
Y A Pilates&Fitness 
 〒167-0042東京都杉並区西荻北 3－21－2徳田ビル 2F 

℡ 03-3396-9772 Fax 03-3399-8060 
e-mail ： y-a-pilates@ymail.plala.or.jp  
URL ： http://www5.plala.or.jp/yapf/ 


