２０１１年度セミナー学会情報
2011/12/11

効果抜群 アジャストテクニックセミナー
【場所】東京 【主催】JCA-Tokyo 【電話】03-3643-1164

2011/12/04

スポーツ外傷テーピング・急性腰痛、肩関節周囲炎へのアプローチ
【場所】札幌 【主催】JAC北海道 【電話】0152-42-6965 【Eメール】Eメール
2011/12/04

脊柱 3 回シリーズ「腰椎骨盤」
【場所】仙台 【主催】科学新聞社 【電話】03-3434-3741
2011/11/27

大谷素明・トリガーポイントセミナー
【場所】金沢 【主催】JAC西日本

【Eメール】Eメール

2011/11/27

カイロ臨床勉強会 Part II マッケンジー法の紹介
【場所】東京 【主催】JAC関東甲信越 【電話】03-5461-1227
2011/11/27

上肢の疾患における整形外科的診断学塾
【場所】福岡 【主催】JAC九州 【電話】Eメール
2011/11/23

ドイツの衣（医）食住 健康法セミナー
【場所】東京 【主催】ベレンクラフト 【電話】03-3310-6652
2011/11/20

臨床勉強会Part2「頚肩腕痛」
【場所】東京 【主催】JAC関東甲信越 【電話】03-5461-1227
2011/11/20

ドイツの衣（医）食住 健康法セミナー
【場所】大阪 【主催】ベレンクラフト 【電話】03-3310-6652
2011/11/06

スポーツカイロプラクティック
【場所】仙台 【主催】科学新聞社 【電話】03-3434-3741
2011/10/23

第 14 回認定資格セミナー
【場所】東京

【主催】IMJ 【電話】03-3812-5030

2011/10/22-23

第 13 回学術大会
【場所】木更津 【主催】日本カイロプラクティック徒手医学会 【電話】042-775-3183
2011/10/22

第 13 回認定資格セミナー
【場所】東京

【主催】IMJ 【電話】03-3812-5030

2011/10/15-16

ニューロパターンセラピー
【場所】東京 【主催】PCRT研究会 【電話】092-761-0086
2011/10/09-11

キネシオロジ―世界大会
【場所】京都 【主催】JKI 【電話】06-6921-6769
2011/10/05

食品開発展
【場所】東京 【主催】UBM 【電話】03-5296-1009
2011/10/02

脊柱 3 回シリーズ「胸椎」
【場所】仙台 【主催】科学新聞社 【電話】03-3434-3741
2011/09/17-19

第 12 回JACシンポジウム「こころとからだ」
【場所】京都 【主催】JACJAC西日本 【電話】03-3578-9390
2011/09/17-18

ベーシック
【場所】大阪 【主催】アクティベーターネットワーク 【電話】092-732-4533
2011/09/04

脊柱 3 回シリーズ「頚椎」
【場所】仙台 【主催】科学新聞社 【電話】03-3434-3741
2011/09/02-03

第 19 回日本腰痛学会
【場所】札幌 【主催】日本腰痛学会 【電話】011-727-7738
2011/08/28

東京湾納涼船懇親会
【場所】東京 【主催】JAC関東甲信越 【電話】03-3578-9390

2011/08/28

第 12 回認定資格セミナー
【場所】東京 【主催】IMJ 【電話】03-3812-5030
2011/08/27

第 11 回認定資格セミナー
【場所】東京 【主催】IMJ 【電話】03-3812-5030
2011/08/20-21

ニューロパターンセラピー アドバンス 1
【場所】東京 【主催】心身条件反射療法 【電話】092-761-0086
2011/08/07

スポーツカイロプラクティック
【場所】札幌 【主催】科学新聞社 【電話】03-3434-3741
2011/08/06-07

第 27 回学術大会
【場所】横浜 【主催】日本健康科学学会 【電話】03-6863-3610
2011/07/17

小児カイロプラクティックセミナー
【場所】朝倉 【主催】JAC 九州 【電話】0956-76-9280
2011/07/10

トリガーポイントのケアとクリニカルマッサージII
【場所】東京 【主催】JFOCS 【電話】03-3272-0135
2011/07/09-10

ベーシック＆インターミディエイト
【場所】東京 【主催】アクティベーターネットワーク 【電話】092-732-4533
2011/06/19

日本カイロプラクターズ協会 総会および関東甲信越セミナー
【場所】東京 【主催】JACJAC関東甲信越 【電話】03-3578-9390
2011/06/18-19

ニューロパターンセラピー ベーシック 2
【場所】東京 【主催】心身条件反射療法 【電話】092-761-0086
2011/06/12

ブロック総会およびセミナー
【場所】八戸 【主催】JAC東北 【電話】0178-46-1127
2011/05/28-29

APCDFセミナー・ニューロインパルスプロトコール
【場所】台北 【主催】APCDF 【電話】HP
2011/05/22

岩崎由純セミナー最終回 ブロック総会
【場所】東京 【主催】JAC関東甲信越 【電話】03-5461-1227
2011/05/21-22

ベーシック
【場所】大阪 【主催】アクティベーターネットワーク 【電話】092-732-4533
2011/05/15

カイロプラクティック臨床勉強会 Part 1
【場所】東京 【主催】JAC関東甲信越 【電話】03-5461-1227
2011/04/24

カイロプラクターが知っておくべき栄養
【場所】岡山 【主催】JAC西日本 【電話】Eメール
2011/04/23-24

ニューロパターンセラピー ベーシック１
【場所】東京 【主催】心身条件反射療法 【電話】092-761-0086
2011/04/10

九州ブロックセミナー
【場所】朝倉 【主催】JAC九州 【電話】Eメール
2011/04/09-10

脳葉
【場所】茅ヶ崎 【主催】キャリックジャパン 【電話】Eメール
2011/04/06-09

第 11 回WFC世界大会
【場所】リオデジャネイロ 【主催】WFC 【電話】Eメール
2011/03/20

馬場信年 すこやか塾
【場所】大阪 【主催】江崎器械 【電話】0120-880-497
2011/03/12-13

TFT療法セミナー 森川綾女
【場所】金沢 【主催】JAC西日本 【電話】076-291-1300
2011/03/06

第 27 回中川貴雄カイロプラクティック勉強会
【場所】大阪 【主催】科学新聞社 【電話】03-3434-3741

2011/03/05

Phillip Ebrall＆村上佳弘カイロプラクティックセミナー
【場所】札幌 【主催】JAC北海道 【電話】0152-43-6965
2011/02/22-23

メディケアフーズ展
【場所】東京 【主催】UBM 【電話】03-5296-1009
2011/02/22-23

統合医療展
【場所】東京 【主催】UBM 【電話】03-5296-1009
2011/02/12-13

小倉毅アクティベーター・テクニック・セミナー
【場所】福岡 【主催】オフィス・プロット 科学新聞社 【電話】077-532-4929
2011/02/12-13

脳とその環境
【場所】茅ヶ崎 【主催】キャリックジャパン 【電話】Eメール
2011/02/11

第一回カイロプラクティック統一試験
【場所】東京 【主催】日本カイロプラクティック登録機構 【電話】Eメール
2011/02/06

第 27 回中川貴雄カイロプラクティック勉強会
【場所】東京 【主催】科学新聞社 【電話】03-3434-3741
2011/02/06

五十肩の患者とカイロプラクティック臨床セミナー
【場所】東京 【主催】JAC関東甲信越 【電話】03-5461-1227
2011/01/30

スポーツ障害に対するカイロケアとリハビリテーション
【場所】東京 【主催】JFOCS 【電話】03-3272-0135
2011/01/23

AK勉強会＆栗原ゼミ
【場所】東京 【主催】科学新聞社

【電話】03-3434-3741

2011/01/22-23

ベーシック＆インターミディエイト
【場所】福岡 【主催】アクティベーターネットワーク 【電話】092-732-4533
2011/01/16

臨床機能神経学講座伊藤ゼミ「Beckの著書に学ぶ 2」
【場所】東京 【主催】科学新聞社 【電話】03-3434-3741
2011/01/13

アクティベーターネットワーク
【場所】ラスベガス 【主催】Parker College 【電話】HP

