2017年7 月〜 12月
Training Center Schedule

STOTT PILATES® Training Courses
Intensive Mat-Plus

IMP

初級・中級マットコース

リターン

早割

お申込期限

※解剖学コース：8月1日
（火）、2日
（水） 9:30〜16:30
8/3（木）、4（金）
、9（水）
、10（木）
、11（金・祝）、22（火）、23（水）
、24（木）、25（金）

9:30〜16:30
※最終日は
14：30まで

7/20（木）
※早割6/3

※解剖学コース：9月23日
（土・祝）、24日
（日） 9:30〜16:30
9/30（土）、10/1（日）、7（土）
、14（土）、15（日）、21（土）、22（日）、28（土）、29（日）

9:30〜16:30
※最終日は
14：30まで

9/16（土）
※早割7/30

※解剖学コース：11月7日
（火）
、8日
（水） 9:30〜16:30
11/13（月）
、14（火）
、15（水）
、30（木）、12/1（金）、11（月）、12（火）
、13（水）、14（木）

9:30〜16:30
※最終日は
14：30まで

10/30（月）
※早割9/13

受講料：IMP￥351,000、初回登録料￥10,300、 解剖学コース￥42,000（IMPとのセットプライス）

IR

Intensive Reformer

初級・中級リフォーマーコース

9/13（水）､14（木）､15（金）､25（月）､26（火）、27（水）､10/10（火）､11（水）、12（木）、13（金）

リターン

早割

9:30〜16:30

〜コース受講後、必須課題を終了し、
試験（実技・筆記）に合格するとライセンスを取得できます〜
お申込期限

8/30（水）
※早割7/13

Intensive Cadillac Chair Barrels

初級・中級キャデラック/チェア/バレルコース

キャデラック
チェア
バレル
▶11/3
（金・祝）､4（土）､5（日）､11（土）､12（日）▶11/23（木・祝）､25（土）､26（日）▶12/9（土）､10（日）
受講料： ICCB /￥392,000

● IMP終了後、
IR、
またはICCBを受講してください。
● 初中級コースを受講後、
同一の上級コースに進む事ができます。

(例）AMコースはIMPコース後に受講できます。
● 試験は、
コース最終日より6か月以内に受験する必要があります。

受講料：￥392,000

ICCB

STOTT PILATES®ライセンス取得について

リターン

早割

9:30〜16:30

お申込期限

B3®独自のライセンス取得サポートについて

10/20（金）
※早割9/3

〜揺るぎないキャリアのための知識・技術習得をしていただけるように
独自のサポートプログラムを用意しています〜
● IMPコース受講前にプライベートレッスン5回無償提供

ICAD /￥196,000 ICHR /￥124,000 IBRL /￥88,000

● 解剖学コース
（セットプライス）の提供
● 練習施設利用料免除
（コース終了日より6か月間）

AM

Advanced Matwork

上級マットコース

お申込期限

9/4（月）

9:30〜16:30

8/21（月）

12/17（日）

9:30〜16:30

12/3（日）

Advanced Reformer

● 毎授業後に1時間のフォローアップ研修 (対象：初中級コース)
● STOTT PILATES®からの大型器具の個人輸入を15％OFF

■ コースお申込みについて
(STEP 1) お申込み書を提出
WEBのお申込みフォームを送信、

受講料：￥42,000

AR

● 認定試験料免除 (対象：IMPコース受講)

又はコース参加お申込み書を郵送・FAX・メールのいずれかで
ご提出下さい。

上級リフォーマーコース

お申込期限

7/5（水）、6（木）
、7（金）

6/21（水）

9:30〜16:30

(STEP 2) お支払い
スタジオにて直接お支払、又は銀行口座へお振り込み願います。
・お申込書のご提出とご入金をもって、順番に受講枠を確保致します。
・コースは定員に達した時点で受付を終了致します。

受講料：￥124,000

RM

■ 各種割引制度のご案内

Rehabilitation Program Matwork

RM１ 脊柱、骨盤、肩甲骨の安定

リハビリテーションマットコース

リターン

早割

お申込期限

IMP、IR、ICCB、ISP の各コース が 3割引 にて受講可能
<対象者> 学生（専門学校、短大、大学、大学院）

2018年度に開催いたします。

RM２ 四肢の安定
9/3（日）､17（日）､18（月・祝） ※RM2コースは、RM1コース修了後に受講できます。

☆アカデミック
（学生）割引

※コース終了日まで有効な学生証が必要です。

8/20（日）
※早割7/3

9:30〜16:30

☆Early Bird（ アーリーバード ）
：早割
コース開始日より2か月前までのお申し込みで30,000円割引
<対象コース>

受講料： RM1&2 /￥260,000

RM1 /￥140,000

RM2 /￥140,000

IMP、IR、ICCB、ISP

※お申込書の提出とご入金の両方が揃った時点で適用されます。
※Rehabコースはお問合せください。

解剖学 集中コース（※CEC取得対象外） ・一般の方もインストラクターを目指している方もご参加可能です。

リターン

お申込期限

8/1（火）、2（水）

9:30〜16:30

7/25（火）

9/23（土・祝）、24（日）

9:30〜16:30

9/16（土）

11/7（火）、8（水）

9:30〜16:30

10/31（火）

☆リターン
（再受講）制度
過去に受講したコースを50%OFFで受講できます。
<対象コース> 解剖学コース、IMP、IR、ICCB、ISP
<条件> 過去に同一コースを修了済（B3以外でも可）
※補講なしで全日程を受講された場合のみCECが付与
※解剖学コースはCEC付与対象外
※教材費別、試験料免除なし、補講なし
※モジュール(分割)受講では適用不可

受講料：￥62,000 （※ IMPコースとセット受講の場合は￥42,000）

EXAM 試験期間

※解剖学コースはB3受講の場合のみ

※Rehabコースはお問合せください。

※願書の締切が早いので、
ご注意ください。

願書締切

8/25（金）〜8/30（水）

7/14（金）

17:00まで

11/16（木）〜11/21（火）

10/5（木）

17:00まで

■ モジュール(分割)受講のご案内
コースのモジュール(分割)受講が可能です。
スケジュールやご予算に、
より柔軟に対応いたします。
<対象コース>IMP、IR、ICCBコース
→ 詳しくは裏面又はHPをご覧下さい。

■ お問い合わせ ■

CONFERENCE カンファレンス（開催予定）
7/14（金）、15（土）
、16（日）
、17（月・祝）、18（火）

詳細は後日告知いたします。

12/3（日）
、4（月）

詳細は後日告知いたします。

※※ 受講料、スケジュールは、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください ※※
※※ 受講料は税込価格となります ※※
最新のスケジュール・オリエンテーション等の開催情報はホームページ・ブログでご確認いただけます。

STOTT PILATES®
LICENSED TRAINING CENTER
B³® ビーキューブ ® アカデミー
〒542-0081 大阪市中央区南船場4-7-23南船場第二東洋ビル4F
TEL：06-6241-6364

FAX：06-6241-6362

E-mail：ppro@bbbcube.com 担当：小田原
2017.3月 現在

