
感謝祭クイズ大会配布の割引チケットについて 

1.オンライン利用可能チケット 

各地の会場で開催されたカウンセリングサービス・感謝祭の「クイズ大会」の景品として配布しました「講座/ワークショップ

の受講料割引券（紙媒体）」について、2020 年 12 月 28 日現在、会場開催の講座/ワークショップの再開めどが立って

おりませんので、オンライン開催で利用いただけるようにいたします。 

ただし、カウンセリングサービス主催のオンラインワークショップ/イベントではお使いいただけません。すべて「神戸メンタ

ルサービス」主催のオンライン講座への振替となりますので、ご了承ください。 

1-1.感謝祭で配布されたチケット（配布当時の内容） 

●カウンセリングサービス主催のチケット：有効期限が［2020/3/1 以降］のもの 

※2019/4/28 大阪感謝祭、2019/9/1 名古屋感謝祭、2019/11/3 東京感謝祭での景品となります 

・【CS】癒やしの 1 DAY ワークショップ無料券 

・【CS】心理学ワークショップ無料券（６時間相当・４時間相当・２時間相当の３種） 

 

※2020/9/1 名古屋感謝祭のみの景品 

・【CS】癒やしの 1 DAY ワークショップ半額券 

・【CS】心理学ワークショップ半額券 

 

●神戸メンタルサービス主催のチケット：有効期限が［2020/3/1 以降］のもの 

・講座無料券（2 時間） 

・ヒーリングワークベーシック無料券 

・名古屋ヒーリングワーク無料券/半額券 

・大阪ヒーリングワーク無料券/半額券 

・福岡ヒーリングワーク無料券/半額券 

・講座 1,000 円 OFF 券 

・ワーク 1 万円引き券 

・ワーク 3 千円引き券 

・リーダーシップ無料券/半額券 

  



1-2.オンライン開催で利用可能となるチケット内容（振替内容） 

●カウンセリングサービス主催のチケット：有効期限が［2020/3/1 以降］のもの 

※2019/4/28 大阪感謝祭、2019/9/1 名古屋感謝祭、2019/11/3 東京感謝祭での景品となります 

カウンセリングサービス主催のオンラインワークショップ/イベントではお使いいただけません。すべて「神戸メンタルサービ

ス」主催のオンライン講座への振替となりますので、ご了承ください。 

※神戸メンタルサービスの講座日程については、神戸メンタルサービスのサイトにてご確認ください 

※神戸メンタルサービスのオンライン講座の受講にあたり、入会手続きおよび入会金（3,300 円）のお支払いは必須では

なくなりました。今後も会員価格で神戸メンタルサービスの講座を受講希望の方はご入会ください。未入会で引き続きご

受講の場合は、受講料は一般価格となります。 

 

・【CS】癒やしの 1 DAY ワークショップ無料券 

神戸メンタルサービス主催の２時間講座（恋愛心理学講座・心理学入門講座・カウンセリング講座）×４回分 

※2020/9/1 名古屋感謝祭でのみ配布された「【CS】癒やしの 1 DAY ワークショップ半額券」をお持ちの方も、上記同様、２時間講座

×４回への振替をいたします 

 

・【CS】心理学ワークショップ無料券（６時間相当・４時間相当・２時間相当の３種） 

神戸メンタルサービス主催の２時間講座（恋愛心理学講座・心理学入門講座・カウンセリング講座）を、相当時間数の回数分

と振替いたします。 

・昼夜の部の両方無料（最大 6 時間相当）：2 時間講座×3 回分 

・昼夜の部のいずれか無料（最大 4 時間相当）：2 時間講座×2 回分 

・2 時間のワークショップ無料：：2 時間講座×１回分 

※名古屋感謝祭でのみ配布された「心理学ワークショップ半額券」をお持ちの方は、2 時間講座×2 回分への振替をいたします 

 

●神戸メンタルサービス主催のチケット：有効期限が［2020/3/1 以降］のもの 

券面に記載のある講座名と、同じオンライン講座でそのままお使いいただけます。 

※神戸メンタルサービス主催の２時間講座（恋愛心理学講座・心理学入門講座・カウンセリング講座）の受講にあたり、入会

手続きおよび入会金（3,300 円）のお支払いは必須ではなくなりました。今後も会員価格で神戸メンタルサービスの講座

を受講希望の方はご入会ください。 

※「ヒーリングワーク無料券/半額券」に関しては地域名関係なく、オンライン開催のヒーリングワークにお使いいただけま

す（ヒーリングワークは会員のみ受講いただけます。ヒーリングワーク未受講の方はベーシックからご受講ください） 

※受講料から一定金額を割引くチケットに関しては、 受講料は「振込」で、割引額を差し引いてのお振込をお願いいたしま

す 

  



2.オンライン振替での有効期限と利用方法  

振替運用開始日は【2021/1/1】となり、各チケットのオンライン講座での有効期限は、 

【2021/1/1～2022/12/31】となります。新しい有効期限内にお使いくださいますよう、お願いいたします。 

※「オンラインでは受講できないので、各地の会場開催のワークショップで使いたい」という方に関しては、有効期限が［2020/3/1 以

降］のものに関して【獲得日から 3 年間有効】といたします。（カウンセリングサービス主催、神戸メンタルサービス主催とも） 

ただし、現在再開時期が未定であること、また再開しても以前と同じ開催回数はお約束できないことをご了承ください（お使いいただ

けるワークショップがないまま、期限切れで無効となる可能性がございます） 

 

2-1.オンラインでの利用手順  

1） 各講座・ヒーリングワークお申込み時に、お支払い方法選択時に「その他」にチェックを入れ、 

備考欄に 「感謝祭で獲得した無料券（もしくは割引券）使用希望」 とご記入ください。 

 

2）チケットにある「◇使用時記入欄」に、下記 2 点を、ご自身で記入してください 

  ・利用者名 

  ・利用日（利用希望の講座日） 

 

3）上記の「◇使用時記入欄」に記入後のチケットを写真に撮り、  下記の宛先までメールに添付してお送りください。 

・宛先：support@healing.ac 

・件名：感謝祭で獲得した無料券（もしくは割引券）使用希望：あなたのお名前 

 

例）無料券をお持ちの場合の件名 

感謝祭で獲得した無料券使用希望：平準司 

 

※無料券をお持ちの場合は、各講座の参加費事前決済の期日までに、画像データをお送り下さい。 

 参加費の確認ができた方にのみ、当日のオンライン講座の入室情報をお知らせしております。 

 

※神戸メンタルサービス主催講座の受講料割引券の場合は、受講料の差額を振込で、所定の期日までにご入金ください。 

※感謝祭のクイズ大会の景品は、当選者をこちらでは記録しておりませんので、お手元にないものは無効となりますので

ご了承ください 

  



参考：チケット画像と振替内容  

●カウンセリングサービス主催のチケット：有効期限が［2020/3/1 以降］のもの 

 

 ・【CS】癒やしの 1 DAY ワークショップ無料券 

 

神戸メンタルサービス主催の２時間講座×４回分 

受講可能講座名： 

・恋愛心理学講座 

・心理学入門講座 

・カウンセリング講座 

 

 ・【CS】癒やしの 1 DAY ワークショップ半額券 

※2019/11/3 名古屋感謝祭でのみ配布 

神戸メンタルサービス主催の２時間講座×４回分 

受講可能講座名： 

・恋愛心理学講座 

・心理学入門講座 

・カウンセリング講座 

 

 

 

・【CS】心理学ワークショップ無料券（６時間相当） 

神戸メンタルサービス主催の２時間講座×3 回分 

受講可能講座名： 

・恋愛心理学講座 

・心理学入門講座 

・カウンセリング講座 

 

 

 

・【CS】心理学ワークショップ無料券（4 時間相当） 

神戸メンタルサービス主催の２時間講座×2 回分 

受講可能講座名： 

・恋愛心理学講座 

・心理学入門講座 

・カウンセリング講座 

 

◇使用時記入欄◇ご利用者名：                  ご利用日： 

● このチケットでカウンセリングサービスの 

「癒やしの１DAY ワークショップ」に無料でご参加いただくことができま

す。 

●1DAY ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟはご予約が必要です。HP よりお申込みのうえ、受付でこ

のチケットをお渡しください。 

●有効期限：2020 年 4 月 28 日 

 

● このチケットでカウンセリングサービスの 

「癒やしの１DAY ワークショップ」を受講料 50％OFF でご参加いただけ

ます。 

●1DAY ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟはご予約が必要です。HP よりお申込みのうえ、受付でこ

のチケットをお渡しください。 
●有効期限：2020 年 9 月 1 日 

◇使用時記入欄◇ご利用者名：                  ご利用日： 

【ご利用頂けるカウンセリングサービスのワークショップ】  

●心理学ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ→昼の部・夜の部の両方を無料で！  

●ｽﾍﾟｼｬﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ→2 本分を無料で！３本参加の場合は 3,000 円+税で OK 

●カウンセラーズ・フェスタ/感謝祭→無料で参加いただけます！ 

●受付でこのチケットをお渡し下さい ※1DAY ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ使用不可 

●有効期限：2020 年 4 月 28 日 ※ご利用は 1 回のみ 

 ◇使用時記入欄◇ご利用者名：                  ご利用日： 

◇使用時記入欄◇ご利用者名：                  ご利用日： 

【ご利用頂けるカウンセリングサービスのワークショップ】  

●心理学ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ→昼の部・夜の部のどちらかを無料で！  

●カウンセラーズ・フェスタ/感謝祭→無料で参加いただけます！ 

※ｽﾍﾟｼｬﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟﾃﾞｰ、1DAY ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟにはお使いいただけません 

●受付でこのチケットをお渡し下さい 

●有効期限：2020 年 4 月 28 日 ※ご利用は 1 回のみ 



 

 

・【CS】心理学ワークショップ無料券（2 時間相当） 

神戸メンタルサービス主催の２時間講座×1 回分 

受講可能講座名： 

・恋愛心理学講座 

・心理学入門講座 

・カウンセリング講座 

 

 

 

・【CS】心理学ワークショップ半額券（4 時間相当） 

神戸メンタルサービス主催の２時間講座×2 回分 

受講可能講座名： 

・恋愛心理学講座 

・心理学入門講座 

・カウンセリング講座 

 

 

●神戸メンタルサービス主催のチケット：有効期限が［2020/3/1 以降］のもの 

オンライン 2 時間講座でお使いいただけるもの 

  

オンラインヒーリングワークでお使いいただけるもの  

  

◇使用時記入欄◇ご利用者名：                  ご利用日： 

【ご利用頂けるカウンセリングサービスのワークショップ】  

●心理学ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ→昼の部・夜の部のどちらかを無料で！  

●カウンセラーズ・フェスタ/感謝祭→無料で参加いただけます！ 

※ｽﾍﾟｼｬﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟﾃﾞｰ、1DAY ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟにはお使いいただけません 

●受付でこのチケットをお渡し下さい 

●有効期限：2020 年 4 月 28 日 ※ご利用は 1 回のみ 

◇使用時記入欄◇ご利用者名：                  ご利用日： 

● このチケットで名古屋開催のカウンセリングサービスの 

心理学ワークショップ・イベントに受講料 50％OFF でご参加いただけま

す。 ※癒やしの 1DAY ワークショップは対象外 

●受付でこのチケットをお渡し下さい 

（お申込み時に「半額券使用」とご記入ください） 

●有効期限：2020 年 9 月 1 日 ※ご利用は 1 回のみ 

 

●このチケットで神戸メンタルサービスの２時間の心理学入門講座 

恋愛心理学講座・カウンセリング講座のいずれかに無料でご参加いただくこと

ができます。 

●神戸メンタルサービスの講座、ワークショップをはじめて受講される場合は入

会金として 3,000 円+税 が必要です。 

●受付時にこのチケットをお渡し下さい。 

●有効期限：2020 年 4 月 28 日 

 

 

 

◇使用時記入欄◇ご利用者名：                  ご利用日： 
 

1,000 円 off 
＜有効期限：2020 年 11 月 3 日＞ ※受付でこの券をお渡しください 

※ご利用いただけるのは、東京地区・2 時間開催の恋愛心理学講座・心理学入門講座 

  カウンセリング講座に限ります ※ほかの割引券と併用はできませんのでご了承ください 

※神戸メンタルサービスの講座、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟをはじめて受講される場合は入会金として 

  3,000 円＋税が必要です 

★カウンセリングサービス主催の講座・イベントではお使い頂けません 

●このチケットで神戸メンタルサービスのヒーリングワークベーシックに無

料でご参加いただくことができます。※利用地域：全国 

●ヒーリングワークはご予約が必要です。神戸メンタルサービスの HP より

お申込みのうえ、受付でこのチケットをお渡しください。 

（お申込み時に無料券使用とご記入ください） 

●神戸メンタルサービスの講座、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟをはじめて受講される場合は 

入会金として 3,000 円＋税 が必要です。 

●有効期限：2020 年 4 月 28 日 

◇使用時記入欄◇ご利用者名：                  ご利用日： 

●このチケットで神戸メンタルサービスの【福岡】ヒーリングワーク 

（2 日間）に無料でご参加いただくことができます。 

●ヒーリングワークはご予約が必要です。神戸メンタルサービスの HP より

お申込みのうえ、受付でこのチケットをお渡しください。 

（お申込み時に無料券使用とご記入ください） 

●神戸メンタルサービスの講座、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟをはじめて受講される場合は入会

金として 3,000 円＋税 が必要です。 

●有効期限：2020 年 11 月 5 日※3 年間有効 

＜2 日間相当＞ 

◇使用時記入欄◇ご利用者名：                  ご利用日： 

◇使用時記入欄◇ご利用者名：                  ご利用日： 



 

  

 ※下記のチケットには、「半額券」も存在します。お手元の

チケットをご確認ください。 

・福岡ヒーリングワーク無料券 

・大阪ヒーリングワーク無料券 

・名古屋ヒーリングワーク無料券 

・大阪福岡限定ヒーリングワーク無料券 

 

 

※ヒーリングワークの無料券および半額券はすべて「2 日

間相当」となります。3 日間以上のヒーリングワークにご

参加される場合は、別途追加料金が必要となります。 

その他、受講料割引券 

  

  

 

●このチケットで神戸メンタルサービスの【大阪】ヒーリングワーク 

（2 日間）に無料でご参加いただくことができます。 

※初めての方はヒーリングワークベーシックからの参加となります。 

●ヒーリングワークはご予約が必要です。神戸メンタルサービスの HP より

お申込みのうえ、受付でこのチケットをお渡しください。 

（お申込み時に無料券使用とご記入ください） 

●神戸メンタルサービスの講座、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟをはじめて受講される場合は入会

金として 3,000 円＋税 が必要です。 

●有効期限：2020 年 11 月 5 日※3 年間有効 

 

＜2 日間相当＞ 

◇使用時記入欄◇ご利用者名：                  ご利用日： 

＜2 日間相当＞ 

◇使用時記入欄◇ご利用者名：                  ご利用日： 

●このチケットで神戸メンタルサービスのヒーリングワークベーシック、 

アドバンス（2 日間）を受講料無料でご参加いただくことができます。 

★大阪・福岡地区開催分のみ利用可 

●ヒーリングワークはご予約が必要です。神戸メンタルサービスの HP より

お申込みのうえ、受付でこのチケットをお渡しください。 

（※お申込み時に無料券使用とご記入ください） 

●神戸メンタルサービスの講座、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟをはじめて受講される場合は入会

金として 3,000 円＋税 が必要です。 

●有効期限：2022 年 9 月 1 日 ※3 年間有効 

◇使用時記入欄◇ご利用者名：                  ご利用日： 

＜2 日間相当＞ 

神戸メンタルサービス・ワーク券 

◇使用時記入欄◇ご利用者名：                  ご利用日： 

●このチケットは神戸メンタルサービスのワーク/講座受講料として
お使いいただけます ※差額があっても利用は 1 回のみ。 

※他の割引券・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝとは併用できませんのでご了承下さい。 
●対象：ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟｾﾐﾅｰ・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｷﾙｱｯﾌﾟ・基礎集中講座など 
●受付でこのチケットをお渡しください。 
●有効期限：2020 年 4 月 28 日 
 

神戸メンタルサービス・ワーク券 

◇使用時記入欄◇ご利用者名：                  ご利用日： 

●このチケットは神戸メンタルサービスのワーク/講座受講料として
お使いいただけます ※差額があっても利用は 1 回のみ。 

※他の割引券・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝとは併用できませんのでご了承下さい。 
●対象：ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟｾﾐﾅｰ・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｷﾙｱｯﾌﾟ・基礎集中講座など 
●受付でこのチケットをお渡しください。 
●有効期限：2020 年 4 月 28 日 
 

神戸メンタルサービス 

◇使用時記入欄◇ご利用者名：                  ご利用日： 

●このチケットで神戸メンタルサービスのリーダーシップトレーニングに

無料（1 日分相当）でご参加いただくことができます。 

※受講資格：ヒーリングワークに 8 回以上参加経験がある方  

●リーダーシップはご予約が必要です。神戸メンタルサービス HP/お電話

にてお申込みのうえ、受付でこのチケットをお渡しください。 

（お申込み時に「無料券使用」とご記入ください） 

●有効期限：2020 年 9 月 1 日 

 
◇使用時記入欄◇ご利用者名：                  ご利用日： 

●このチケットで神戸メンタルサービスのリーダーシップトレーニングを

半額でご参加いただくことができます。※2 日間のリーダーシップまで利用可 

※受講資格：ヒーリングワークに 8 回以上参加経験がある方  

●リーダーシップはご予約が必要です。神戸メンタルサービスにお電話に

てお申込みのうえ、受付でこのチケットをお渡しください。 

（お申込み時に半額券使用とお伝えください） 

●有効期限：2020 年 4 月 28 日 

 

神戸メンタルサービス 

●このチケットで神戸メンタルサービスの【名古屋】ヒーリングワーク 

に無料でご参加いただくことができます。※譲渡可 

●ヒーリングワークはご予約が必要です。神戸メンタルサービスの HP より

お申込みのうえ、受付でこのチケットをお渡しください。（お申込み時に

「無料券使用」とご記入ください） 

●神戸メンタルサービスの講座、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟをはじめて受講される場合は入会

金として 3,000 円＋税 が必要です。 

●有効期限：2020 年 11 月 3 日 
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