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ご挨拶
この度はMTTA認定講座へのお申し込みをありがとうございました。受講生の皆様に快適
にご受講いただけるようご案内をまとめました。常に新しい情報を発信しておりますので随

時ご確認ください。

MTTAとは
一般社団法人マスターセラピストトレーニング協会の略称です。（Master Therapist 
Training Association） 1990年代にセラピストの育成から事業をスタートした弊社が、セラ
ピストの経済的自立と社会的立場の向上を願い立ち上げた組織です。

現在ではセラピストだけではなく、占い師や起業家のサポートを資格の発給やその後のア
フターフォローを行っています。各科目によるサービスについては別途会員サイト等でご案
内をいたします。

・ChatWorkシステムの利用（質問や相談等）
・受講者ID維持、受講予約システムの利用 （認定講座の再受講）
・会員サイト及び グループでの情報取得・交流
・ MTTA会員メールマガジンの配信

（認定講座）

・こよみすと養成コース（九星気学を学ぶ）
・こよみすと養成コースビジネスパッケージ（九星気学のビジネスパッケージ）

・ビジネスパッケージ実践会（ビジネスを学ぶ）

・バッチフラワーレメディ
・ボタニカル暦
・東昭史 ホリスティック植物学コース

広尾88アカデミーとは
広尾の明治通り沿いに位置するオフィス兼セミナールームの愛称です。MTTAと有限会社
アズの2社が入居し、Webデザインチーム、通販チーム、会計事務所などと連携しながら業
務を行っています。受講生やクライアントの皆様からの郵便物の宛先は下記のとおりにお

願いいたします。

広尾88アカデミー
〒150-0012
東京都渋谷区広尾5丁目21-5
ライツェント広尾200号室（公園前入口）



アプリをダウンロード後
広尾88アカデミーをコンタクトを追加してください。

弊社へのご連絡方法
MTTA会員の皆様には、ChatWorkという連絡システムをご利用いただいています。複数の

スタッフでチェックを迅速なレスポンスとやり取りの記録を心がけています。

事務に関わる質問やご相談は、内容の確認やお答えする際のプライバシー保護のため、
講座時やグループへの投稿ではなく上記までお願いします。SNSによるご連絡は受付する
ことができません。

メールでの定期連絡
事務局からのお知らせをメールで定期的に配信しています。受信できるようにセキュリティ
等、必要な方は設定をお願いいたします。

info@hiroo88.jp



「メールが来ない！」を防止 受信設定のお願い

■ ドメイン一致
送信元メールアドレスの最後の部分（後方）がキーワード（ドメインなど）と一致する場合に受

信します。受信したいメールの@マーク以降を入力します。

coubic.com
をドメイン一致で受信許可設定してください。

■ 完全一致
送信元メールアドレスがリストと完全に一致した場合に受信します。

受信したいメールの送信元メールアドレスを登録します。

info@hiroo88.jp
を完全一致で受信許可設定してください。

■ 携帯各社及びgmailの設定をご確認ください
設定方法がわからない場合は、各社サポートデスク等にお問い合わせください。各機種の
設定方法のお問い合わせには対応致しかねます。

NTT docomo
https://bit.ly/2YHI2YS

SoftBank
https://bit.ly/385UEMo

au
https://bit.ly/3eHztCT

gmail
https://bit.ly/3eGNUXO



認定講座ご受講の流れ

予約 確認 参加

■ 予約（24時間前まで）
講座のご予約は、該当の講座開講の24時間前までにお願いします。キャンセルは直前まで
行えます。講座の日程は受講予約システムでご確認いただけます。キャンセルやご変更も

同様に行なっていただくことができます。

■ 確認（リマインダーの配信）
お申し込み後、リマインダーを配信しております。日時や持ち物、テキストの有無などをご確
認ください。

台風などの自然災害により移動やご受講時の安全確保が困難と判断した場合には、当日
の朝に休講のご連絡をすることがあります。当日朝のメールを必ずご確認ください。

講座のリマインダーは基本的にメールで配信しますので、上記のメールが届いていない場
合は必ずパソコンやスマフォのメール受信設定をご確認いただき、メールが受信できるよう
にしてください。

■ 参加（開講日）
オンライン講座の場合は5分前にアクセスし接続確認の上、開始時間まで待機してくださ
い。会場は30分前開場となります。講座はご予定に合わせてご参加いただけるよう、短時

間で切り分けております。遅刻や早退の場合は、各時間割の切り替え時間に行なってくださ
い。

予約システム リマインダー オンライン（ZOOM）
会場



受講予約システムの使い方

講座の予約は、予約システムから行うことができます。ご入会時に予約画面とパスワードのご案内
をしております。科目によってパスワードが異なるのでご注意ください。

ログイン方法

（受講管理システム ログインページURL）
https://coubic.com/hiroo8888/services#pageContent

予約画面の見方

こちらから講座が一
覧できます。キャンセ
ルはリマインダーか
ら行ってください。



受講予約システムマニュアル

I-phone版

Android版



認定講座参加についてのお願いです

予約を忘れないようにしてください

講座のご予約は開講24時間前までとなっております。弊社では数多い講座の管理を受講予

約システムで行っております。ご予約忘れの処理を手動で行うことをできるだけ避けたく、ご
予約忘れのないよう、ご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

キャンセルやご変更について
キャンセルやご変更は直前まで行うことができます。講師の確保、準備を参加人数に合わ
せて行い、また講師はご参加の方に合わせて心をこめて講義の準備をしております。席確

保や予約忘れ防止等のために多数予約を入れ、直前キャンセルを繰り返すことのないよう
お願いいたします。

時間どおりに開始します
オンライン講座は、長い時間ブルーライトを見続ける心身の負担を考え、短時間化されてい
います。そのためスムーズな開始と時間通りの進行が必要になるため、遅刻者の受け入れ

をしていません。講義が始まると講師も遅れてアクセスする方の参加管理を行うことが難し
くなります。開始時間に間に合わなかった場合は、次の休み時間に再度アクセスをして
ZOOMへの入室許可を得るようにしてください。

ビデオはオン、話せる状態でご参加ください
認定講座は資格が発行される講座です。学習時にはビデオをオンにしてご本人確認ができ

るようにしてください。自己紹介やワークなども認定に必要な学習事項に含まれてきますの
で、講義時はミュートにしていただき、話すときにはミュートを解除していただく操作に慣れて
おいてください。

小さなお子様と一緒の受講はご遠慮ください
会場でもオンラインでも、小さなお子様の保育をしながらのご受講は、安全面からもご遠慮く
ださい。保育をしていただける方のご手配をお願いいたします。実際に事故につながりかね

なかったこともあり、ご理解とご協力をお願いいたします。



快適な環境設定にご協力ください

弊社では講座を開講する際は、オンラインでも会場でも、受講生の皆様が集中力を保ち、

快適な学習環境で参加できるよう環境を整えております。

遅刻や早退、体調不良、またオンライン参加の場合は、インターネットの接続不良や、移動
中、頻繁な中座や他のことをしながらといったご様子が他の参加者のモチベーション低下に
つながることがあります。その時間しっかりと画面に向き合い、講師とコミュニケーションを取

れる状態でご参加ください。

ご都合に合わせやすいよう、講座は短時間で切り分けをしております。環境が整った時限で
のご参加をお願いいたします。また環境が整わない場合は動画で学ぶこともできますので
ご活用ください。

※ 認定講座では初回オンタイムでの参加が必須になっているものもあります。
※ 動画が準備中や編集中のものもありますのでご了承ください。

テキストの取り扱いについて

・印刷物のお届けについて

こよみすと・ボタニカル暦・バッチフラワーレメディについては、初回にテキスト及び教材一式
を宅急便にてお届けします。テキストも印刷物でのお届けとなります。印刷物のご提供はこ

の初回のみとなります。その後はデーター等でのお届けとなります。

講義によってはテキストが配布されないこともありますのでご了承ください。

・データーのお届けについて
こよみすと・ボタニカル暦・バッチフラワーレメディについてはオンタイムでの再受講の際に
最新のテキストがデーターで届けられます。ダウンロードしてご利用ください。タブレット等で
ご覧いただくと便利です。

※ テキストは大切な知的財産です。著作権保護の観点から取り扱いにご注意ください。
※ 講座によってテキストの配布はデーターのみとなる場合もあります。
※ 講座によってテキストの配布がない場合もあります。



認定講座の基本的な時間割
※東昭史 ホリスティック植物学コースのタイムテーブルは異なります。

（初めて参加する方へ）

認定講座の初回受講時は、資格認定のため全ての時間への参加が必要です。30分以
上の離席があった場合、改めて別日程での参加が必要になるのでご了承ください。

（再受講の方へ）

認定後（2回目以降）は、「再受講」となり1コマごとの部分参加が可能です。部分受講をさ
れる場合、参加申込みは、1日を一コマとしてお申込みください。お申込者に配信される
「お申込み確認メール」のなかに、zoomの参加URLが記載されています。遅刻や早退の

ご連絡は不要です。

昼の部
1コマ目 12:00～12:50
2コマ目 13:00～13:50
3コマ目 14:00～14:50
4コマ目 15:00～16:00

夜の部

1コマ目 20:00～20:50
2コマ目 21:00～22:00

上記の時間は一般的な認定講座の目安です。
他の時間帯での開催も臨機応変に行われています。

動画学習
認定講座は会員サイト内に掲載されている録画で繰り返し学習することができます。学
習環境が整わないときなどにもご活用ください。

※資格認定のためには 各回1回のオンタイムでの受講が必要です。
※講義の録画には参加者のアイコンや音声が、動画に含まれることがありますのでご了
承ください。
※動画の公開範囲は各認定講座の会員サイト内となります。



オンライン受講の環境設定（ZOOM）

「ZOOM」という会議システムを使って行うオンライン受講は、パソコン、タブレット、スマ
ホ等を使って、ご自宅など好きな場所から講座を視聴していただけるとても便利なシス
テムです。初めてオンラインで視聴する方は下記の準備をしていただき、必ず30分前
に接続テストを行って、学習環境を整えてください。

● 必要な準備

・安定したインターネット接続環境
・パソコン、タブレット、スマホ等の端末。
・スマホで視聴する方は事前にアプリをダウンロードしてください。

ZOOMの詳細は下記のページをご覧ください。
https://zoomy.info/manuals/sanka/

● 快適な学習環境のために

・スマフォやタブレットを固定するためのスタンド。他の受講生の方にも影響します。必

ずご用意ください。（“スマホ スタンド“等で検索できます）

・イアホン（なくても大丈夫ですがよりクリアに聞こえます。）

1.受講確認メールでURLを確認する。

（メールに書かれている情報の例）

参加用URL： https://zoom.us/j/123456789
ミーティングID 123-456-789

2.接続テストを行う。

セミナー開始5分前に、受講確認のメールに記載されているURLをクリックしてください。
映像と音声が正しく受信できているかを、広尾88アカデミーのスタッフと一緒に確認し

ます。接続確認後、開講時間まで待機してください。

https://zoom.us/j/


インターネット接続環境の整備
インターネットの接続環境を整えていただくと、画面がフリーズする、お互いの音声が
途切れる、講義が突然見えなくなってしまう等のトラブルを回避することができます。

【問い合わせ先】

・ご契約の通信会社 契約の見直しをする場合 NTT、SoftBankなど
・家電量販店 ルーター（接続機）を買い換える場合やLANケーブルの購入時
・賃貸住宅等の場合は家主や管理会社に建物の接続環境を確認することができます

【回線速度の調べ方】

快適なインターネット環境かどうかを調べることができます。

（インターネット回線速度目安）

20Mbps

・回線速度を「上り（送信／アップロード）」「下り（受信／ダウンロード）」ともに
20Mbps以上を常時維持できるネット回線環境をご用意ください。

・遅い場合は、契約や配線を見直してください。
・Wi-Fiより有線LANの方が安定します。

（回線速度の調べ方）

FAST.com
サイトにアクセスすると自動的に測定が開始されます。
そのまま表示されるのは「下り」のみですが、
「詳細を表示」を押すと「上り」も表示されます。

❌

ルーター LANケーブル モバイルWi-Fiでは
容量が足りません



講座受講時の確認事項

・インターネット環境は快適か

・スマフォやタブレットは固定されているか

・背景などは適切か。（プライバシーに関わるものが映り込んでいないか）

・施錠、火の元、小さなお子様やペットなどの安全確保をしてください。

・飲食OKです。適宜飲食物をご用意ください。

・お手洗いや宅急便の受け取りなど短時間の中座OKです。

・認定講座の初回参加時は30分以上の離席があると認定が受けられません。

・音声と画像はクリアに届いているかご確認ください。

・講義を聞くときにはミュート（消音）、話すときには解除してください。

・ご本人確認と講師とのコミュニケーションが行えるようビデオはオンにしてご参加ください。

・休憩後は講師が指示した再開時間までに画面前にお戻りください。

・講義の録音、テキストや教材、講義中に講師が紹介する書籍等の書影や映像物の撮影と
SNSなどへの投稿はご遠慮ください。

講座の担当者について

・認定講座は一定の訓練を受けた認定インストラクターが担当します。

・認定講座の内容を、規定の時間に沿ってご提供します。

・担当講師を事前にお知らせすることはできません。

・広尾88アカデミーでは、受講者間のいかなる営業・勧誘行為も禁止しております。また担

当講師の個人的な活動においても同様です。禁止事項について起きたトラブルに本校は一
切関知いたしません。



広尾88アカデミー 地図

最寄駅：恵比寿駅（西口）・または広尾駅（2番出口）

（タクシーでいらっしゃる場合）

「明治通り沿の広尾5丁目の交番前」

新幹線や飛行機などで遠方からいらっしゃる場合は、
品川駅高輪口のタクシー乗り場からが便利です。
（15分～20分程度2000円以内）
入口がわかりにくいので、必ず下記の地図をご覧ください。

恵
比
寿

臨川
小学校

公園

●エネオス

●５丁目交番

入口は
こちら！

広尾駅●

祥雲寺

聖心女子大

恵比寿橋南

恵比寿橋入口

恵比寿2丁目

恵比寿駅東口

88スタジオ●88スタジオ●渋谷橋

恵比寿一丁目

・JR山手線、日比谷線【恵比寿駅】徒歩15分
・日比谷線 【広尾駅】徒歩７分 
・都営バス（都06 渋谷⇔新橋）【広尾五丁目】【 広尾一丁目】徒歩２分 

・JR山手線、日比谷線【恵比寿駅】徒歩15分
・日比谷線 【広尾駅】徒歩７分 
・都営バス（都06 渋谷⇔新橋）【広尾五丁目】【 広尾一丁目】徒歩２分 

〒 150-0012 渋谷区広尾5-21-5 
ライツェント広尾 200号室 88スタジオ
Tel 03-6447-7538　
Fax 03-6447-7539

〒 150-0012 渋谷区広尾5-21-5 
ライツェント広尾 200号室 88スタジオ
Tel 03-6447-7538　
Fax 03-6447-7539

広尾病院●

1Fはミニスーパーまいばすけっとです。

明治通り沿いから見て、裏に専用玄関があり
ます。前に公園があります。

会場内でのお食事はご遠慮ください。
蓋のついた瓶やペットボトル等はOK。
衛生管理は各自でお願い致します。



新型コロナウィルス対策

新型コロナウィルスの感染拡大に鑑み、現在、基本的に全ての講座をオンライン
（zoom）でご提供させていただく等、本ご案内の内容と一部異なる実施方法となっ

ております。状況が刻々と変わるため、変更事項につきましては、個々にご案内と
ご連絡をさせていただいています。

会場につきましては、旅館・ホテル等の宿泊施設のレベルに準じて、万全の衛生管
理を実施・継続し、感染阻止に尽力しておりますが、広尾会場での講義再開は今し
ばらくお待ちください。

諸処の状況を考慮し、受講者皆様の健康と安全を第一に考え、慎重に検討させて
頂く所存でございます。

下記の活動を行う場合には参加者の方には一週間以内に実施したPRC検査によ
る陰性証明のご提示をお願いしております。

・1時間以上閉鎖的な空間に他者と一緒にいる。
（セミナールーム・車内など）

・飲食を伴う活動。

広尾88アカデミー事務局

※
各講座の個別案件につきましては、 受講予約システムでご予約の方に、お申し込
み確認メール等でお知らせ下おります。都度、ご確認をお願い申し上げます。


