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International  Claytherapy Association

国際クレイセラピー協会（International Claytherapy 

Association 以下 ICA）は、その拠点を東京とオース

トラリアはブリスベンに置き、各分野の専門家と共

にクレイセラピーの研究、開発、教育、人材育成を

総合的におこなっています。生命の原理ともいわれ

ている粘土／ヒーリングクレイを使用するこの新世

代セラピーは、古代ローマ、エジプト、ギリシャの

時代からペロ療法（泥療法）として既に存在してい

たものです。今、21世紀のヴァーチャルなリアリズ

ムの中で生きる私たちにとって、≪自然との共存≫

は、心身の美と健康を保つ鍵です。ICA では、地球

と大地の恵みを積極的にライフスタイルとして取り

入れていく≪シンプル＆ナチュラル≫な自然療法／

クレイセラピーをグローバルな視野から啓蒙し発展

させていくために、一貫した教育指導と研究、およ

び最新情報の提供を、人材の輩出と共に支援・活動

してまいります。

国際クレイセラピー協会

Prologue
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大地が人を癒す
クレイセラピーのある生活
大地の恵み「ヒーリングクレイ」

このクレイを使ったセラピーは、今や高級リゾートでのスパやサロン、また医療系のクリニックなどでも、スペシャル

ケアのひとつとして登場しています。究極の美と健康のためのヒーリング＆リラクゼーションは、よりナチュラルな

セラピーの時代に突入しています。

新世代セラピーといわれている≪クレイセラピー≫の歴史は実はとても古く、古代ローマ、エジプト、ギリシャの時代

から怪我や病気の治療、伝染病や感染症を防ぐためにクレイ／粘土が使用されていました。欧米ではクレイを使った治

療法をペロ療法／泥療法と呼び、一般的にも馴染み深いセラピーのひとつになっています。

デジタルとオーガニックの共存は、人類が未来を幸福に生きるための鍵です。進化し続けるテクノロジーの中で生きる

私たちにとって、自然界とのバランスのとれた関係は生命維持の根源にもなりえます。こういった時代だからこそ、

シンプルながらもナチュラルでオーガニックなクレイセラピーが、必要だと言えるのでしょう。
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微粒子のとてもソフ

トな感触のクレイで

す。ボディパウダー

や歯磨き粉など幅広

く活用できるホワイ

トクレイは肌にやさ

しく、スキンケア全

般に使えます。

ピンククレイ
主な鉱物
カオリナイト
イライト /マイカ

レッドクレイ
主な鉱物
イライト /マイカ
カオリナイト

イエロークレイ
主な鉱物
カオリナイト
クォーツ

グリーンクレイ
主な鉱物
イライト /マイカ
クォーツ

ブラウンクレイ
主な鉱物

スメクタイト

Healing Clay

ヒーリングクレイは、汚染されていない大地深くにある土壌から掘り出される純度の高い粘土です。このクレイ／粘土は、自然光で乾燥され、

パウダー状に粉砕し、ヒーリング用のクレイとして美容や医療、癒しの現場で使われます。豊富なミネラル成分と粘土鉱物学上の特性を持つ

クレイは、新世代のセラピーツールとして今や幅広い分野で注目されています。

ホワイトクレイ
主な鉱物
カオリナイト

ホワイトクレイと

レッドクレイをブレ

ンドした肌にふんわ

りとやさしいフラン

ス産のピンククレイ。

敏感肌やはじめてク

レイを試される方に

も最適です。

しっとりとした肌ざ

わりが気持ちのいい

フランス産のクレイ。

フェイシャル、全身

のディープクレンジ

ングが楽しめます。

クレイバス、フット

バスにも。

フランス産のすっき

りとした使用感が特

徴のヒーリングクレ

イです。程よい吸収

力で毛穴のクレンジ

ングや引き締めなど

のケアにも向いてい

ます。

ミネラル成分を豊富

に含むフランス産の

クレイ。クレンジン

グ力も強く、脂性肌

やニキビ肌のフォ

ローにも。ボディ &

メンタルケアにも利

用価値大です。

洗浄力・吸収力に優

れるアフリカ産のク

レイ。ペーストにす

るとジェル状になり、

肌あたりはマイルド。

デトックスをしたい

時に最適なヒーリン

グクレイです。

White clay Pink clay Red clay Brown clayGreen clayYellow clay
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Clay Therapist

Therapy
　　　セラピー／施術

Teaching
　　　教育・人材育成

Produce
　　　商品・製品研究／開発

ヒーリングクレイの特性を充分に理解し、またそのクレイを扱うための知識、技術を修得したプロフェッショナルなクレイセラピストは、とても希少価値の高い

人材といわれています。その活動分野は多岐にわたり、美容・健康・癒し・医療・福祉・介護・教育業界での大手企業への就職はもちろん、サロンやショップ、

カルチャー教室など、自宅、店舗を含めた独立開業、また ICA 講師としてのセミナー、および講座の開講、更には加盟校運営などがあげられます。そのため、活

動の可能性すべてを網羅すべく、クレイセラピストを育成する各種 ICA 講座は、セラピー／ティーチング／プロデュースを 3本柱に、学習カリキュラムを構成し

ています。プロとしての知識とスキルを身に付け、クレイセラピストとしてのキャリアを思うままに活かしていただくためにも、時代の流れや環境の変化に左右

されない、セラピスト自身のライフスタイルにフィットする “ICA ライセンス”をぜひこの機会にご活用ください。

クレイセラピストについて
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クレイペースト
クレイと体の反応を体感で

きるダイナミックな “ かた

ち ” です。クレイ湿布、ク

レイ歯磨き、ボディパック、

ヘアパック、フェイスパッ

クなど、クレイと水を混ぜ

るだけのシンプルなものか

ら植物性のオイルや香りを

加えたアレンジものまで、

幅広く楽しめます。

クレイ歯磨き
赤ちゃんから高齢者まで

安心して使えるヒーリン

グクレイの歯磨きペース

ト。クレイセラピーを始

めた方は必ずといってい

いほど、市販品から自家

製クレイ歯磨きにブラ

ンドチェンジをしてしま

う人気の高いクレイセラ

ピーです。

クレイバス
リラクゼーションから

ヒーリング、さらにはメ

ディカルケアの一環とし

ても活用されるクレイセ

ラピーです。海外では美

容、およびリゾート系の

スパはもちろん、医療機

関などでも積極的に活用

されている方法です。

クレイジェル
ヒーリングクレイとミネ

ラルジェルの相性の良さ

と特徴を最大限に活かす

クレイセラピーの “ かた

ち ” です。保湿作用、ラッ

プ作用、固化作用を効果

的に活用し、虫さされや

ヤケドなどのレスキュー

時にも大活躍します。

クレイオイル
乳化剤や湯煎などの方法

も使わず、植物性オイル

とヒーリングクレイで簡

単に作成できるクレイオ

イルは、爪や手足、肘や

かかとのケアだけに利用

するのはもったいないほ

ど。筋肉疲労や身体のコ

リにも手軽に使えるクレ

イセラピーです。

クレイパウダー
ヒーリングクレイをその

まま使用するクレイパウ

ダー。天然で優しいクレ

イの色と感触が心地よい

癒しへと誘います。ボディ

パウダーとしてスキンケ

ア、制汗、デオドラント

など、シンプルながらも

クレイの働きをストレート

に実感できます。

クレイウォーター
マイルドな使用感でありな

がらとても優秀なクレイセ

ラピーの “ かたち ” です。

ローションのように使える

クレイウォーターは、クレ

イセラピストにとって、よ

りクライアントの状況にあ

わせたパーソナルセラピー

を可能にしてくれます。

パウダー状のヒーリングクレイは、用途や目的、セラピーをおこなう相手の体質や体調、状況にあわせて

クレイの仕様を変えることができます。いくつかのフォームをここにご紹介しましょう。

Natural Healing with Clay
クレイのナチュラルヒーリング
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ICA 国際クレイセラピー協会では、取得したい資格、

権利に応じて各種対応講座をご用意しています。

検定対応の一般向けの資格講座からプロ向けの各種

ライセンス対応の講座まで、新世代のセラピーツール

といわれるヒーリングクレイの知識とスキルを修得

しクレイセラピーのエキスパートとしてご活躍くだ

さい。

Course
ICA 指導クレイセラピー検定対応講座

ICAクレイセラピー検定資格
クレイセラピー検定とは、クレイセラピーをもっと楽しみたいという人のための ICA 公式の検定資格
です。ヒーリングクレイの扱い方から生活の中でのクレイセラピーの楽しみ方を習得します。

■ レッスン内容

● Lesson 1 ファーストタッチはクレイパウダー&クレイウォーター 

● Lesson 2 クレイセラピーを実感 ! クレイ湿布

● Lesson 3 不思議な出会い、クレイオイル

● Lesson 4 初めての感触、クレイジェル

● Lesson 5 憧れのクレイフェイスパック

■ 検定試験から合格までの流れ

 ・ 受験したいタイミングで願書を ICA 東京オフィスへ送付。

 ・願書郵送後、約 10日前後で検定試験問題が到着。 

 ・解答した試験問題は、指定期日 ( 消印有効 ) までにポストへ投函。

 ・合否結果は、3週間以内に郵便にて通知。 

■ 募集期間：随時

■ 受講料：30,000円 ＋ 消費税

 ・クレイセラピー検定初回試験料 (2,000円 ＋ 消費税 ) 含む。

■ 合格特典 

 ・クレイセラピー検定資格認定証。 

 ・クレイ製品、及び癒し関連製品 ALL10%OFF にて購入。

※合格後の登録料、および年会費は一切かかりません。

ご希望により準会員登録（有料）も可能です。

■ 教材・資材

クレイ 各 150g　5種※ホワイト・ピンク・レッド・イエロー・

グリーン／ローズウォーター 125mℓ／ホホバオイル 50mℓ／

ミネラルジェル 100g ／湿布用シート／検定対応テキスト／

レッスンレポート／Q&A 用紙／検定用練習問題／受験願書

How to take a

講座のご案内
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ICA 認定クレイセラピスト養成講座

ICA認定クレイセラピストライセンス
ICA 認定クレイセラピストライセンス ( 以下クレイセラピスト ) とは、クレイセラピーの癒しを理解し、クレイの特性と取
扱いなど、クレイセラピーを安全に行うための一定の知識と技量を備えたプロのクレイセラピストであることを示した ICA 
認定ライセンスです。クレイセラピストのライセンス認定試験を受験するには、ICA 直接指導の ICA 認定クレイセラピスト
養成講座を修了、もしくは ICA 加盟校にてクレイセラピスト資格対応講座の修了が必要です。

ICA 認定クレイセラピスト養成講座の特長
クレイセラピスト養成講座では、クレイに関する知識をはじめ、クレイの作用やメカニズム、安全性を網羅します。セラピ
ストとしての仕事や暮らしに使える実践力と応用力を身に付け、本格的なクレイセラピーを理論と実習のレッスンを積み重
ねることにより学習、習得します。

■ 添削レポート：理論 /実習 各 10 レポート（2課題提出可能）

■ 学習期間：1年間

■ 受講費用：280,000円 ＋ 消費税 ( 教材・資材含む )

■ 募集期間：随時

■ 教材・資材

クレイセラピスト養成講座テキスト 1冊／ DVD  1 巻／ヒーリングクレイ 各150g  6 種

※ホワイト・ピンク・レッド・イエロー・グリーン・ブラウン／アロマウォーター 125mℓ1本

※ローズ／ホホバオイル 50mℓ1本／ミネラルジェル 100g 1 個／

精油 各 10mℓ2本 ※ラベンダー・ティーツリー／クレイ湿布用シート 3 枚／

クレイ専用スポンジ 2 個／各種レポート用紙 計 30枚／その他
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■ レッスン内容

Lesson １　クレイセラピーレッスン

クレイパウダー

Lesson ２　クレイ湿布（クレイシートパック）

Lesson ３　クレイ歯磨き

Lesson ４　クレイボディパック

Lesson ５　クレイヘアパック

Lesson ６　クレイフェイスパック

Lesson ７　クレイウォーター

Lesson ８　クレイバス

Lesson ９　クレイオイル

Lesson10　クレイジェル



ICA 認定クレイセラピー教室開講講座

ICA認定クレイセラピーコーチライセンス
ICA 認定クレイセラピーコーチライセンスは、クレイセラピーについての正しい知識とスキルを修得し、クレイセラピー の
基本とクレイセラピー検定対応講座を指導できるクレイセラピストであることを認める資格です。

クレイセラピー教室開講講座の特長
クレイセラピー教室開講講座は、講師としてクレイセラピーの趣味教室はもちろん、クレイセラピー検定対応の講座開講も
可能にした、「教室運営のプロ」として活躍するための準備講座です。教室カリキュラムや指導ポイントを確認し、新しい
レシピや裏技、 またクレイセラピーライフを楽しむためのクレイの活用方法もここで学ぶことができます。
※講座修了後の資格登録（登録料 15,000円 ＋ 消費税）は必須です。

■ レッスン内容 : 全 4章
第 1章 クレイセラピー教室開講手順 
第 2章 クレイセラピーの指導
第 3章 クレイセラピー教室指導レッスン
● Lesson 1 クレイパウダー&クレイウォーター 
● Lesson 2 クレイ湿布
● Lesson 3 クレイオイル
● Lesson 4 クレイジェル
● Lesson 5 クレイフェイスパック 
第 4章 クレイセラピー教室開講講座ケーススタディ

■ 添削レポート : 全 5レポート（1課題提出） 
■ 修了課題：必須
■ 学習期間：6 ヶ月
■ 受講資格：ICA 認定クレイセラピスト資格取得者。 
※または ICA 認定クレイセラピスト対応講座修了者。
■ 募集期間：期間限定
■ 受講費用：180,000円 ＋ 消費税 ( 教材・資材含む )
■ 教材・資材
教室開講講座テキスト／ヒーリングクレイ 各150g 6 種／ アロマウォーター 125mℓ 1種
※ラベンダートゥルー／ホホバオイル 50mℓ 1本／ミネラルジェル 100g 1個／
クレイ湿布用シート 3枚／各種レポート用紙 計 15枚／その他
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ICA 認定インストラクター講座

ICA認定クレイセラピーインストラクターライセンス
ICA 認定クレイセラピーインストラクターライセンス（以下インストラクター）は、ICA が認定するクレイセラピストの
育成のための知識とスキルを持つことを証明する上級ライセンスです。ICA 本部インストラクターの直接指導による≪ ICA
認定インストラクター講座≫を修了後、在宅受験により取得が可能です。加盟校主宰者になるための必須ライセンスです。

インストラクター講座の特長
クレイセラピスト養成講座で学習した全ての課程の指導者要綱を学びます。どのレッスンでどこまで理解をさせたらよいの
か、アクシデントにどのように対応したらよいのか、生徒にどのように感動を伝えていけるか、ICA の指導員と共に学び、
習得する講座です。

■ レッスン内容 : 全 5章

第 1章 クレイセラピー理論学習の補足 

第 2章 クレイセラピーレッスン One to Ten 

第 3 章 ケーススタディ 

第 4章 クレイセラピー徹底Q&A 

第 5章 プロフェッショナルクレイセラピー

■ 添削レポート：理論 /実習各 10レポート (2 課題提出可能 ) 

■ 学習期間：1年

■ 受講資格： ICA 認定クレイセラピスト資格取得者 

※または ICA 認定クレイセラピスト対応講座修了者、

もしくはクレイセラピスト資格者に相当する知識・スキルをお持ちの方。

■ 受講費用：300,000円 ＋ 消費税 ( 教材・資材費含む )

■ 教材・資材

インストラクター講座テキスト 1冊／ヒーリングクレイ6種 各400g／アロマ in ウォーター

6種 各125mℓ※ジャスミン・ネロリ・ペパーミント・ローズマリー・ティーツリー・カモミール

ローマン／ホホバオイル 50mℓ1本／ミネラルジェル 100g  1個／クレイ湿布用シート 3枚／

各種レポート用紙 計46枚／その他
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クレイセラピストのライセンス認定試験を受験するに
は、ICA直接指導の ICA認定クレイセラピスト養成講座
を修了、もしくは ICA加盟校にてクレイセラピスト資格
対応講座の修了が必要です。ICA直接指導の講座修了者
は在宅受験、ICA加盟校の対応講座修了者は会場受験と
なります。

■ ライセンス名：ICA 認定クレイセラピスト

■受験資格：ICA認定クレイセラピスト養成講座修了者

もしくは、ICA 認定クレイセラピスト資格対応講座

修了者。

■ ライセンス証明内容：クレイの特性、取扱注意事項、

クレイセラピーの考え方についての知識と、安全に

クレイセラピーを行える一定の技量を修得したこと

を認める。

■ 認定試験：年 3回（2月 /6 月 /10 月）

■ 受験料：10,000円 ＋ 消費税

■ ライセンス登録料：15,000円＋ 消費税

■ ICA 年会費：12,000円＋ 消費税

クレイセラピスト
ライセンスLicense

ICA認定How to get a

認定ライセンス

ICA 認定の各種ライセンス取得には、資格対応講座

の修了、または認定試験合格後に、協会へのライセ

ンス登録（合格時のみ 1回）、及び ICA会員登録が必

要です。会費の重複はありませんが、資格の登録に

はそれぞれに費用がかかります。※講座の修了、及

び試験に合格いただくだけでは、資格者としての認

定はされませんのでご注意ください。
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クレイセラピーの基本からクレイセラピー検定対応
講座までを教えることができます。認定試験はあり
ません。『クレイセラピー教室開講講座』の受講修了
後、コーチライセンスの資格登録が必要です。クレ
イセラピー検定対応の講座開講には加盟教室の申請
が必要です。

■ ライセンス名： ICA 認定クレイセラピーコーチ

■ 受講資格： ICA 認定クレイセラピスト、または

ICA 認定インストラクター資格を取得している者。

■ ライセンス証明内容：クレイセラピーについて正

しい知識とスキルを修得し、クレイセラピーの基

本とクレイセラピー検定対応講座を指導する力を

備えていることを認める。

■ 認定試験：修了課題のみ

■ 登録：随時

■ ライセンス登録料：15,000円 ＋ 消費税

■ ICA 年会費：なし

「クレイセラピスト」を育成するための知識とスキル
を備えています。認定方法は年に 2回行われる認定
試験によって審査されます。加盟校主宰者になるた
めの必須ライセンスです。

■ ライセンス名：ICA 認定クレイセラピーインスト

ラクター

■ 受験資格：ICA 認定クレイセラピストの資格を持

ち、なおかつ ICA が指導する「ICA 認定インスト

ラクター講座」の全過程を履修し、修了証を取得

している者。

■ ライセンス証明内容：クレイセラピーの癒しにつ

いて理解し、クレイセラピーの組み立て方、実施

方法についての一定のスキルを修得し、クレイセ

ラピストを育成する力を備えていることを認める。

■ 認定試験：年 2 回 (5 月 /11 月 )

■ 受験料：20,000円 ＋ 消費税

■ ライセンス登録料：30,000円 ＋ 消費税

■ ICA 年会費： なし

ICA 認定

クレイセラピー
コーチ・ライセンス

ICA 認定

クレイセラピー
インストラクター
ライセンス
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海外受講について

海外受講、資格取得について
ICA の全講座の受講、全ライセンスの取得ともに海外在住の方でも問題なく受けられます。海外受講

の場合、1回に提出をするレポートの枚数制限はありません。進めたいレッスンペースで学習をする

ことができます。レポート返却は、お住まいの国によって郵送にかかる日数が変わりますが、通常、

レポート提出をいただいてから 3週間～ 4週間でお手元にお届けしています。郵送ではなく、E-Mail

などでのレポート添削をご希望の場合には、個別に協会スタッフとご相談ください。（E-Mail：info@

claytherapy.jp） 尚、資格取得のための認定試験は、日本国内同様、年間の試験予定月にご自宅にて受

験できます。

受講料のお支払方法
■銀行振込 ( ネットバンキングを含む )

楽天銀行/第二営業支店/普通/ 7791823 /ブラスアンドカンパニー株式会社 国際クレイセラピー協会

■カード決済

※希望するお支払い方法をご選択いただき、協会担当スタッフへお知らせください。

教材発送について
受講費用のお支払いの確認が取れ次第、教材の発送手続きをします。 EMS にてお送りしますので、

国によって発送にかかる日数が若干異なります。通常 5日～ 10 日の間にお手元にお届けできます。

教材発送にかかります郵送料は協会が負担いたします。 ※検定講座のみ送料有料。

お問合せ・お申込み
E-Mail：info@claytherapy.jp
※海外への資料の郵送をご希望の方も上記メールアドレスにてご連絡ください。
EMS（送料は無料）にてお送りします。
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講座お申込みについて

 ・ICA 認定クレイセラピスト養成講座　　【費用 280,000円＋消費税】
 ・ICA 認定クレイセラピー教室開講講座　【費用 180,000円＋消費税】
 ・ICA 認定インストラクター講座　　　　【費用 300,000円＋消費税】

■お申込み方法：ICA 東京オフィスに直接ご連絡ください。
■ご連絡方法  
    ①　　  0120-327-900（携帯可）
    ② E-Mail：license@claytherapy.jp
    ③ FAX：03-5950-0761（専用申込用紙を送信ください。）

 ・クレイセラピー検定対応講座　　　　【費用 30,000円＋消費税】
　受講のご希望・及びお申込みは、

　①　　  0120-327-900（携帯可）② E-Mail：license@claytherapy.jp ③ FAX：03-5950-0761（専用申込用紙）

　のほか、　ICA online shop〈クレイ Shopping ページ〉http://clay-shop.jp

　からの購入申込みが可能です。

■お支払方法：銀行振込／カード決済（上記参照）

■教材発送：全講座ともに、受講費用のお支払いの確認が取れ次第、教材を発送します。

■お支払い方法
　 ・銀行振込 ( ネットバンキングを含む )　

　　楽天銀行/第二営業支店/普通/ 7791823 /ブラスアンドカンパニー株式会社 国際クレイセラピー協会

　 ・カード決済

　 ・教育クレジット

　　受講費用の総額から頭金として 30,000円＋消費税をご用意ください。

       1 回～ 30回払いまで選べます。※書類は教材に同梱されます。

　 ・お支払い例：総額 280,000円＋消費税　頭金 30,000円＋消費税　10,000円＋消費税× 30回

　※ボーナス一括、およびボーナス併用払いもあり。

　※受講費用のお支払いについては直接 ICA オフィスへお問い合わせ、ご相談ください。
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加 盟・登 録 制 度

ICA 加盟・登録グループ

ICA 加盟校
ICA 加盟校は、クレイセラピスト資格に対応した講座を持つ通学校です。加盟校では「趣味からはじめるカ
ルチャー教室」、「クレイセラピー検定対応講座」、並びに「クレイセラピストライセンス認定試験対応講座」
を開講することができます。同様に、検定、及び資格試験も加盟校にて試験の実施をすることができます。

登録条件 
❶ ICA 認定クレイセラピーインストラクター資格を有すること。 

❷ ICA 加盟校主宰者研修会に出席すること。

❸ ICA の活動主旨にご賛同いただいくこと。

登録諸経費
■ 登録料：30,000円＋消費税

※登録料には以下のものが含まれます。

 ・ICA 加盟校研修会費

 ・ICA 加盟校認定書 ( 額なし ) 

 ・ICA 加盟校ステッカー

 ・加盟校指導 /開校マニュアル

■ 年会費：15,000円＋消費税

特典 
■ 受験指導校：ICA インストラクターは、すでにクレイセラピスト養成講座の指導ポイントを学び、指導ス

キルを高めるトレーニングを修了しています。受験指導校としてクレイセラピーという自然療法を正し

く指導し、クレイセラピー検定資格者、及び ICA 認定クレイセラピストを育成できます。

■ 育成奨励金：インストラクターの指導努力を評価するものとして、ICA が定めた登録期間内 ( 合格通知に

記載された期間内 ) に登録手続をした合格者数に対し育成奨励金が加盟校に給付されます。

■ ICA 会報誌配布・掲載：クレイセラピーの最新情報誌として ICA 会報誌「Earth」( アース ) を配布します。

協会主催の各種セミナー、認定試験の実施、各加盟校・教室のご紹介など、販促本としてもご活用いた

だけます。広告掲載も会員割引にて利用可能です。

■ ICA 公式ホームページ掲載：通学希望の方々がスムーズに最寄りの加盟校をお探しいただけるよう、ICA

公式ホームページに ICA 加盟校としてご紹介します。

■  クレイの割引購入：ICA の通販サイト〈クレイ Shopping〉http://clay-shop.jp より、教育資材やクレイ

製品などが 特別価格にて購入できます。

【お問い合わせ・お申込み】

全国共通フリーダイヤル：0120-327-900　E-mail： kamei@claytherapy.jp

ICA 国際クレイセラピー協会 ( 以下 ICA) では、クレ

イセラピストライセンスの登録後、ICA が提案する

各種加盟 / 登録制度を利用することができます。

保有する資格によって利用できる加盟制度が変わり

ます。ご希望がある場合には、登録条件を確認の上、

ICA東京オフィスまでご連絡ください。
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ICA 加盟・登録グループ

ICA 加盟教室

ICA 加盟教室は、ICA認定クレイセラピーコーチが主
宰するクレイセラピー教室です。加盟教室では、「趣
味からはじめるカルチャー教室」、及び「クレイセラ
ピー検定対応講座」などのクラスを開講することがで
きます。検定試験も加盟教室にて実施できます。

ICA加盟店「フレンズプログラム」とは、ICA認定ク
レイセラピスト取得後に、クレイセラピーの楽しさ、
素晴らしさを広めていただくお仕事です。店舗やご
自宅、ホームページやブログ等を用い、ICAの正規受
講受付代理店として、クレイセラピスト養成講座の
受講申し込みや資料請求などを受け付けていただき
ます。

■ 登録条件

❶  ICA認定クレイセラピーコーチライセンスを有すること。

❷ ICA の活動主旨にご賛同いただくこと。

■ 登録特典

 ・クレイセラピー検定対応クラス
※クレイセラピー検定対応の指導と試験の実施を提供すること

ができます。

 ・ICA 加盟教室認定書（額なし）

 ・ICA 加盟教室ステッカー

 ・協会会報誌「Earth」への広告掲載割引

 ・ICA公式ホームページに【ICA加盟教室】として紹介

■ 登録料：10,000円＋消費税

■ 年会費：なし

■ 登録条件

❶ ICA 認定クレイセラピストであること。

❷ 店舗、ホームペ ージ、ブログ等を所有していること。

■ 登録特典

 ・加盟店フレンズプログラム認定書（手帳サイズ）

 ・ICA 公式ホームページに紹介

 ・ICA バナーの提供

■ 登録料：なし

■ 年会費：なし

ICA 加盟・登録グループ

ICA 加盟店
フレンズ
プログラム
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ICA加盟・登録グループ

ICA 登録サロン
ICA 加盟・登録グループ

ICA 登録店

ICA 登録サロンは、『クレイセラピーの施術を資格者
によって受けられるサロン』です。ICA公式ホームペー
ジ上にて、地域ごとに掲載され、サロン紹介のお問
合せや取材依頼などがある際に、ICA登録サロンとし
てご紹介いたします。

ICA登録店は、良質なクレイ商品の購入ができ、クレ
イの使用についてのアドバイスがもらえる『クレイ
セラピストが居るお店』です。ICA登録店として登録
されたショップは、ICA公式ホームページ上で「クレ
イを販売しているお店」としてご紹介いたします。

■ 登録条件

❶ 申請者が ICA 会員ご本人であること。

❷ ICA 会員がサロンの代表であること、

もしくは ICA 会員が勤務するサロンであること。

❸ 店舗があること。

■ 登録特典

 ・ICA公式ホームページに【ICA登録サロン】として紹介

 ・ICA 登録サロンシール（2枚）発行
※AIU の理容店・エステ総合賠償責任保険の加入もできます。

■ 登録料：5,000円＋消費税

■ 年会費：なし

■ 登録条件

❶ 申請者が ICA 会員ご本人であること。

❷ ICA 会員がショップの代表であること、もしくは

ICA 会員が勤務するショップであること 。

❸ クレイを販売していること。

■ 登録特典

 ・ICA 公式ホームページに【ICA 登録店】として紹介

 ・ICA 登録店シール（2枚）発行

■ 登録料：5,000円＋消費税

■ 年会費：なし
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法人会員制度

ICA 法人会員制度

ICA では、各企業様との関係をより密接に、また相互に協力・情報交換などを行いながら、多方面に
向けてのクレイセラピーの普及と啓蒙活動を続けて参りたいと考え、法人会員制度、および法人加盟
校制度のご提案をさせていただいています。

■ 法人会員登録条件

 ・ICA の主旨に賛同する、美と癒しに関わる事業、企業、団体の方。

 ・法人登記を済ませている方。 ( 資本金、従業員数、会社の種類は問いません。)

■ 法人会員登録費用

 ・登録料 50,000円＋消費税 ( 初年度のみ ) 

 ・年会費 48,000円＋消費税 (1ヶ月 4,200円 初年度の会費は月割換算となります。)

■ 法人加盟校登録の条件

 ・ICA 法人会員として登録する団体が運営する学校で、スクールを運営する法人様と取り交わします。

■ 法人加盟校登録費用 ( 指導用教材、講座運営・指導マニュアル含む )

 ・100,000円＋消費税

※登録時 1回のみ、スクール 1校・1所在地につき 1件のお支払いです。

※加盟校としての年会費は必要ありません。

■ ICA 法人会員制度の登録について

 ・法人登録を希望される事業、企業、団体の方は、お電話かメールにて登録申請のご希望がある旨をお伝え

ください。 担当スタッフより登録申請に向けてのガイドをさせていただきます。

【お問い合わせ・お申込み】
〒 171-0022 東京都豊島区南池袋 1-25-9 今井ビル 5F
ICA 国際クレイセラピー協会 東京オフィス「法人会員係」

E-mail： kamei@claytherapy.jp  Tel：03-5950-0760  Fax：03-5950-0761

ICA 国際クレイセラピー協会では、美と癒しに関わ

る事業を行っている企業様を中心とした「ICA 法人

会員制度」をご用意しています。 各企業様との関係

をより密接に、また相互に協力・情報交換などを行

いながら、多方面に向けてのクレイセラピーの普及

と啓蒙活動を続けて参ります。
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ICA 会員規約について

国際クレイセラピー協会（以下 ICA）に入会するためには、ICA 認定ライセンスを取得し、登録する必
要があります。認定試験に合格するだけでは、資格者としての認定はされません。指定期日までに資
格の登録手続きをお済ませください。

■ ICA 会員とは

 ・ クレイセラピスト認定試験に合格し、ICA にラインセンス登録を行なった方を指します。ICA に登録され

た方は、ICA 会員として定められたサービス、情報提供を受けることができます。

■ ライセンス登録について

 ・  〈ライセンス登録〉は、ライセンスの種類によってその流れと登録料が異なります。

　詳細については、認定ライセンスについての項目をご確認ください。（12ｐ～）

■ 年会費：12,000 円＋消費税

 ・ ICA 年会費の上級ライセンス取得による重複はありません。

※ ICA 加盟校のみ加盟校年会費（15,000 円＋消費税）が別途かかります。

 ・ ICA 年会費 12,000 円＋消費税の納入は指定いただいた金融機関の口座より自動振替となります。

 ・ 振替日はクレイセラピスト認定試験の受験月によって年 1回、2月 6日、6月 6日、10月 6日のいずれ

かに設定されます。

■ 会員更新について

 ・ 会員登録後は、2年目より自動更新となり、ご指定いただいた金融機関より自動振替となります。

■ 資格の失効について

 ・ 会費の未納が一定期間を超えた場合、また退会をされた場合、ICA 認定資格は全て失効します。また復会

される際には、再受験、再登録が必要となります。

■ 準会員制度について

   ICA 準会員は、ICA クレイセラピー検定試験合格者、並びに ICA が指定する各種ライセンス、ディプロマ

サーティフィケートをお持ちの方であれば任意登録が可能です。

 取引先銀行　[ 銀行支店名 ]　楽天銀行　第二営業支店

[ 種類 ]　普通

[ 口座名 ]　ブラスアンドカンパニー株式会社 国際クレイセラピー協会

[ 口座番号 ]　7791823
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ICA 会員特典とサービス

ICA 会員はその特典として、ICA が定めるところの各種サービス、情報提供を受けることができます。
※各種、取得ライセンスにより受けられるサービスが異なる場合があります。

■ ICA 会員特典とサービス

 ・ 各種認定証、および会員手帳の交付

 ・ 会員専用Q&A用紙の配付

 ・ ICA 会報誌 Earth による最新情報を入手

 ・ ICA セミナー、講習会の会員割引価格での受講

 ・ 提携団体セミナー、講習会の参加が割引にて受講

 ・ ICA 会報誌／ SNS の活用～会員からの情報発信と広報活動支援

 ・ ICA ロゴ、各種バナーの使用

 ・ クレイ製品、サロン用品、書籍などの会員価格での購入

 ・ 販促ツール、クレイ関連資材の購入

 ・ 姉妹サイト chamomile club での会員価格購入

 ・ 各種加盟・登録制度、ならびに講師登録制度の利用と活用

 ・ 各種イベント、ツアーなど会員割引

 ・ 各種提携サイトの利用と掲載

 ・ 各種ライセンスの活用相談・指導

 ・ ほか

ICA 国際クレイセラピー協会

〒 171-0022 東京都豊島区南池袋 1-25-9 今井ビル 5F

TEL：03-5950-0760　FAX：03-5950-0761　E-Mail：info@claytherapy.jp

全国共通フリーダイヤル：0120-327-900



http://clay-shop.jp

Ica Online Shop 
クレイ Shopping

“クレイ Shopping” は、クレイセラピーを学ぶ方々とセラピストたちのための ICA公式オンラインショップです。ICAのオリジナルブランドをはじめ、学習資材としてのヒー

リングクレイ、アロマウォーター、サロン用品、販促グッズなどはもちろん、ナチュラルでオーガニックなライフスタイルには欠かせないボディソープやキッチン洗剤、ハー

ブティーやオリーブオイルなど、ICAが厳選した生活用品や食品も各種会員価格にて購入することができます。また、セラピストには嬉しいプロ仕様の業務用サイズも充実。

クレイ関連の書籍などは、ICA Book Store よりオーダーが可能です。

クレイ Shopping の決済方法 ・銀行振込 ( ネットバンキングを含む )　楽天銀行/第二営業支店/普通/ 7791823 /ブラスアンドカンパニー株式会社 国際クレイセラピー協会
・カード決済

・代金引換　K 0120-327-900　E-Mail：shop@claytherapy.jp　※お電話での注文、メールでのお問合せもお受けしています。
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DIY Goods
クラフト用グッズ

クレイのクラフト作りは、
どのワークショップでも大
人気。特にミネラルファン
デなどのオーガニックなス
キンケアをテーマにしたも
のはダントツです。

Business Use
業務用サイズ

ICA では、ヒーリングクレ
イはもちろん、湿布用シー
ト、ミネラルジェルや刷毛
など、お得感たっぷりな
セットパックや業務用サイ
ズを取り揃えています。

Special Gift
スペシャルギフトセット

季節のご挨拶やイベント
に、大切な家族や友人にプ
レゼントできるギフトセッ
トをご用意しています。単
品で購入するよりもかなり
お得なので、自宅用として
もお勧めです。

ICA Brand
ICA オリジナルブランド

ミネラルジェルやシュラブ
シードオイル、クレイスポ
ンジなど、クレイセラピー
に必須のキャリアやグッズ
を ICAオリジナルで製造販
売しています。業務用サイ
ズも充実！

Sales Promotion
販促グッズ

ライセンス取得後にそれぞ
れのフィールドでの活動が
スムーズに行えるよう、名
刺、パンフレット、ポス
ター、ちらしなど様々な
ICA オリジナルの販促グッ
ズをご用意しています。

Clay&Water
ヒーリングクレイとアロマウォーター

6種のクレイは30g～1200g
のサイズで。ウォーター
は、ローズ、ラベンダー
トゥルー、レモンティーツ
リー、ジャスミン、カモ
ミールローマン、ローズマ
リー、ペパーミント、ネロ
リ、ティーツリーの全9種。

Salon Goods
サロングッズ

クレイセラピーを行なう際
の必需品～タオル、ラッ
プガウン、タオルウォー
マー、スチーマーなど～
ホームサロン用にぴったり
なお手軽価格で購入ができ
ます。

ナチュラル成分にこだわり、自然の恵みをいかしたプロダクトのみを集めたクレイ Shopping。日々の生活をより豊かに

愛情深く過ごしていただけるよう、ICA が厳選した製品をラインナップ。人にも地球にも優しい生活を提供します。

Natural Gift From The Earth
すべては自然のからの贈り物
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ICA では情報の発信と収集、シェアできる場として ICA 公式サイトを含め、各種 SNS 系サイトを相互リンクさせ、より使いやすいコミュニケーション ･ツールとしてご用意しています。会員の

皆さまの新たな情報ソースとして、また、個々のクレイセラピストの活動にあわせたサポートシステムの一環として、是非お役立てください。もちろん、ご自身のブログやホームページなどと

ICA オフィシャルサイトとをリンクさせ、ユーザーであるお客様が情報収集とシェア、そして再発信ができるような仕組みを持つことも可能になっています。

※相互リンクのための≪各種バナー≫は、ご自身のサイトに合ったバナーを選択いただけるように数十種類のデザインでご用意しています。お好きなサイズ、デザインからお選びください。

バナーについてのお問合せは：K 0120-327-900　E-Mail：kamei@claytherapy.jp

Twitter Tumblr

facebook
instagram

Pinterest

Shopping

blogclaytherapy

ICA が発信するクレイセラピーの情報は、ICA 会報誌 Earth のほか、ICA オフィシャルサイトを筆頭に、フェイスブック、ツィッター、インスタグラム、Tumblr
／タンブラー、ピンタレストなどをご用意しています。クレイセラピストの情報収集ツールとしてご活用ください。
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ICA Official Site & Social Net Work
ICA オフィシャルサイトと SNS

No.

CERTIFCATE

We hereby certify that the above is the affiliated school for ICA-certified
Clay Therapist Training Course.

上記のスクールは、国際クレイセラピー協会に加盟しており、

ICA 認定クレイセラピストライセンス対応講座の指導校であることを証明します。
・ICA オフィシャルサイト　https://claytherapy.jp
・Online Shop クレイ Shopping　https://clay-shop.jp

・Facebook　https://www.facebook.com/claylife
・Twitter　@Claytherapy_ICA
・Instagram　https://instagram.com/healingclay/
・Tumblr　https://healingclay.tumblr.com/
・Pinterest　https://www.pinterest.com/healingclay/

・ICA おすすめ Book Store
https://astore.amazon.co.jp/ica_book-shop-22
・ICA おすすめ Kindle
https://claytherapy.jp/new/kindle/

・Chamomile Club
https://www.chamomileclub-shop.com/
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ICA 国際クレイセラピー協会／ International Claytherapy Association は、自然療法と伝承医学の考えを尊び、現代の暮らしに役立つ

クレイセラピーの研究とクレイセラピストの育成・支援を目的に 2009 年 4月 9日に発足いたしました。今後も人々がより快適でストレ

スフリーな生活を送っていただくためのクレイセラピーはもちろん、美容や健康、自然療法や代替療法における最新の情報と知識、技術

を広く社会へと提供してまいります。

理事 マシュー・メイソン / Matthew Mason 

NLP マスタープラクティショナー /NLP Master Practitioner.

ヒプノセラピスト /Hypnotherapist、カウンセラー、Australian Healing Clay 代表

理事 松本淑子 / Toshiko Matsumoto

フューチャーセラピーアカデミー校長 英国IFA認定アロマセラピスト、英国ITEC認定セラピスト、豪州AAMT認定リメディアルセラピスト、

指圧セラピスト、英国IFR認定リフレクソロジスト、豪州認定ビューティセラピスト、自然波動法セラピスト、シンギングリン公認セラピスト

Profile
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ICA Commissioner　
Matthew Mason

Toshiko Matsumoto  

Director Hiromi Seta

info@claytherapy.jp

pr@claytherapy.jp

shop@claytherapy.jp

kamei@claytherapy.jp

license@claytherapy.jp

seminar@claytherapy.jp

ICA Official Site

Clay shopping

facebook

Twitter

Tumblr

Instagram

Pinterest

http://claytherapy.jp

http://clay-shop.jp

www.facebook.com/claylife

@Claytherapy_ICA

healingclay.tumblr.com/

instagram.com/healingclay

www.pinterest.com/healingclay

Information/ 総合

Press/ 広報

Product/ 物販

Affiliate/ 加盟・登録

License/ 認定

Seminar/ セミナー

Department 

Epilogue

Photographer 
Design
Printer

studio Rio  Susumu Oki

wells entertainment   Maria Seta

ARTPRESS

ICA Tokyo Office

ICA Sapporo Office

〒171-0022  東京都豊島区南池袋1-25-9　今井ビル5F 
Tel: +81(3) 5950 0760  Fax: +81(3) 5950 0761
Free-call 0120-327-900

〒060-0051  北海道札幌市中央区南1条東2丁目
大通バスセンタービル2号館3F
Free-call 0120-300-543

Staff Masako Kimura

Sachiyo Tsunokawa

Seiko Terada

Masako Kondo

Saori Seta

Naomi Takao

Sakura Suzuki

Keiko Kimura

©ICA All Right Reserved. 
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International  Claytherapy Association
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