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秋冬
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講座案内

※一部、8〜9月、
2020年4月の講座も含みます。
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（公社）日本アロマ環境協会
NPO 法人

総合資格認定校

日本メディカルハーブ協会認定校

日本アーユルヴェーダ普及協会認定校
生活の木ハンドメイドギルド認定校

2019秋冬期 全校にて開設 !
NEW!

生活の木 ハンドメイドギルド

アロマストーンレッスン
NEW!

生活の木 ハンドメイドギルド

ソープデコ講座＆レッスン

・・・・・・・各種資格講座 詳細は下記を併せてご覧下さい・・・・・・・
講座最新情報＆お申込みサイト

「ハーバルライフカレッジWeb」
https://hlc.treeoﬂife.co.jp

「Herbal Life College スタイルブック」
〈資料請求のご案内〉
・生活の木 ホームページ、お電話でのご請求も可能です。
お客様サービス係 0120-175082
（9：00〜18：00平日のみ）

3つの受講 特典情報

※詳細は各スクールまでお問合せ下さい。

特典1

特典2
学んで
ショッピング

スクールで学びながらショップで
お得にお買い物！

続けて学んで、もっと豊かな
ハーバルライフ！

「学んでショッピング」

続学

生 活 の 木 の 対 象 講 座（ A E A J・J A M H A・
J A PA資 格 対応コース、ハンドメイドギルド
認 定コース）を続けてご 受 講 いただいた方
に、生活の木の商品をプレゼント。さらなる
スキルアップで、もっと豊かなハーバルライ
フにしませんか？

授業で習ったあのハーブ、実習で使ったあのエッ
センシャルオイルを使ってもっと勉強したい！
対象講座の受講期間中、そんなあなたの頑張
りを応援する特典です。授業で使った商品は
もちろん、ちょっと気になる商品もこの機会
にお得にお買い物しませんか？

◀

【内容】
・対象講座の受講期間中、併設ショップで
お得にお買い物ができるサービス。
・Herbal Life College講座案内2019秋冬期掲載のアロマテラピーアドバイザー養成講座

本誌掲載のこのアイコンが
ついている講座が目印

【対象校】ハーバルライフカレッジ（HLC）全校
※一部実施していないスクールもございます。

→￥1,000（税抜）以上のお買い物で15％ OFF

【対象講座】

※受講期間中、何度でも有効
※CD・DVD・書籍及びセール品は割引対象外

ＡＥＡＪ・ＪＡＭＨＡ・ＪＡＰＡ資格対応コース、

・Herbal Life College講座案内2019秋冬期掲載のJAMHA資格対応コース

ハンドメイドギルド認定コースのいずれかの講座

（講座説明会・入門講座・直前対策講座は対象外）
→1回のお買い物につき￥1,000（税抜）以上の商品のご購入で、

【対象期間】
2019年春夏期〜2019年秋冬期

ハーバルライフメンバーズカードWポイントサービス
※受講期間中、何度でも有効

【対象者】
①受講後、同じスクールで続けて講座の正式申込みをされた方
②同時に同じスクールで2講座以上を、正式申込みされた方

【対象校】
ハーバルライフカレッジ（HLC）全校 ※一部実施していないスクールもございます。

【例えば】

【優待期間】

アロマテラピーアドバイザー講座受講後→アロマテラピーインストラクター講座を正式申込み
アーユルヴェーダアドバイザー講座+手作り石けん基礎科講座を、同時に正式申込み 等

講座初日〜終了日までの受講期間中

ご注意・ご案内

ご注意・ご案内

※講座初日に「優待カード」をお渡しします。お買い物の際、ショップレジにてご提示ください。
※ 他の割引サービス (AEAJ 優待、メンバーズポイント交換 ) との併用はできません。
※紛失された場合は再発行しかねます。ご注意ください。
※掲載内容は予告無く変更となる場合がございます。

※講座受講期間中に、お申込講座に応じた素敵な商品をご用意しております。
※商品の返品交換はいたしまねます。
※掲載内容は、予告なく変更になる場合がございます。

特典3

〜カルチャー 講座の検索＆お申込みサイト〜

早期申込で総仕上げ講座も受けられる！

直前対策講座プレゼント

「ハーバルライフカレッジWeb」

早得

『最新情報掲載』

対象講座を開講日1ヶ月前までに正式に
申 込 みを頂 いたご 受 講 生 へ 、『 直 前
対 策 講 座 』を無 料で 受 講 いただける
特 典です。

講座案内未掲載、号外講座 等もUP！！ お見逃しなく！

『検索機能の充実』
｢スクール」や「アロマテラピー」等、ご希望のスクールや
カテゴリー、曜日等で検索可能！

◀

本誌掲載のこのアイコンが
ついている講座が目印

『お申込み場所はあなた次第』

【日時】各校スケジュールをご確認ください

いつでもどこでもあなたのプライベートスペースで、
ネット環境に繋がれば、お申込み可能！

【対象校】ハーバルライフカレッジ（HLC）全校
※一部実施していないスクールもございます。

『スムーズなお申込み』

【対象者】
本誌掲載の期限までに、正式お申込みをされた方
【対象講座】AEAJ、JAMHA資格対応コース
①AEAJ認定資格対応講座 全コース

（

全講座

専科講座・アロマセラピスト養成講座（実技）
アロマテラピー インストラクター必修履修コースは除く

②JAMHA認定資格対応講座

）

全コース

一度の会員登録で、その後のお申込みはグーンとスムーズに。お手軽にお申込み！

試験準備
＆総復習に
最適

『Web限定講座』
各国の大使館を会場とした特別講座等、Webだけで限定受付！

（ホリスティックハーバルプラクティショナー養成講座除く）

まずは検索を！

ご注意
※お申込は先着順となります。満席の場合はご希望に添えない場合もございます。
※受講申込後の日程変更は承れませんので、ご了承ください。
※2020年4月以降開催の直前対策講座の日程は、お申込み時にお知らせできない場合がございます
（日程が決まり次第、先行でお知らせいたします）。
※直前対策講座の受講は、スクールにより指定の日程内でのご受講となります。
※直前対策講座受講の際には、専用の申込書に必要事項をご記入の上、お申込みが必要です。
※ご受講頂く直前対策講座は、本特典対象講座と同一認定校となります。
※予定している特典は予告無く変更となる場合がございます。

カレッジ Web

生活の木 HP のトップページから
『カレッジ Web』
ページ

https://hlc.treeoﬂife.co.jp
※詳しくは、
「カレッジ Web」をご覧下さい。
※掲載内容は予告無く変更となる場合がございます。
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日本のハーブセラピスト
ハーバルセラピスト
メディカルハーブコーディネーター ハーブ＆ライフコーディネーター
アーユルヴェーダセラピスト
アーユルヴェーダインストラクター アーユルヴェーダアドバイザー
手作り石けん講座 基礎科／応用科／研究科
ハンドメイドソープ講師養成講座
ソープデコ講座 基礎科
ハーブ染講座 基礎科

明治通り

原宿表参道校 生活の木原宿表参道店
東京都渋谷区神宮前6-3-8

7 0120-821182（受付時間9：00〜18：00（日祝日除く））

生活の木Tree of life 2F

素敵なライフスタイルを充実させる、魅力的な講座を数多くご用意しております。広いボディスタジオでのア
ロマセラピスト実技コースや、原宿表参道校でしか受講できないオリジナルのカリキュラムの講座も人気です。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。

特別イベント

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

JR原宿駅表参道口より徒歩7分
東京メトロ千代田線・副都心線明治神宮前駅
4番出口より徒歩3分

講座内容

柏校

講座名／講師

TOKYU
PLAZA

宇都宮校

7 0120-821272

神宮前交差点

原宿
八角館ビル

仙台校

日本アーユルヴェーダ普及協会認定校
生活の木 ハンドメイドギルド認定校

札幌校

公益社団法人日本アロマ環境協会資格認定校 アロマセラピスト アロマテラピーインストラクター アロマテラピーアドバイザー アロマブレンドデザイナー アロマハンドセラピスト
ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト
NPO法人日本メディカルハーブ協会認定校 ホリスティックハーバルプラクティショナー

原宿表参道校

講座内容
対象
対
対
対者
象
象
象
者
者
者
対
象女性限定
者 経験者
経験者
経験者
経験者
メンズ
経験者
メンズ
メンズ
メンズ
親子
メンズ
親子
親子
親子
親子
女性限定
女性限定
女性限定
女性限定
シニア
シニア
シニア
シニア
シニア
早得早得
早得
早得
続学続学
続学
続学
早得 続学
講座開催時間が同じ場合
コード
61312－846－00
簡単な講座のご説明
講座名／コース名／講師名
6/11
6/18
対
対象
象
象者
者
者 女性限定
経験者
経験者 メンズ
メンズ
メンズ 親子
親子
親子 シニア
女性限定
シニア
シニア ※受講対象者
早得
早得
早得親子
続学
続学
続学 シニア 対
対 象 者 女性限定 経験者 メンズ
＝新規講座
早得 続学
女性限定 経験者
１日体験入門講座
お持ち物 ※
対象者
女性限定 経験者 メンズ 親子 シニア
＝1日体験講座
早得 続学
 受講に必要なお持ち物
61012－639－01 11/8
13：30～15：30
注意事項 ※
対 象 者コード
経験者 メンズ 親子 シニア
女性限定61012－639－02
＝修了証が発行される講座
早得 続学
 講座に関する注意事項
2/11
10：00～12：00
対
象
者
女性限定 経験者 メンズ 親子 シニア
＝同日受講で受講料割引
早得 続学
＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
対受講料
象 者 受講料総額
メンズ 親子 シニア
女性限定 経験者 教材費など
＝四季を楽しむ講座早得 続学
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座
対 象対
者象対
者
象者
経験者
経験者
メンズ
経験者
メンズ
親子
メンズ
親子
親子
女性限定
女性限定
女性限定
シニア
シニアシニア
早得 早得
続学 早得
続学 7/4まで
続学
全2回
（講座回数）10：30～12：30
（受講時間）

スペシャルセミナー

＊講座総合案内の見方

別会場 家族の美と健康にＱＯＬセミナー６ クオリティーライフを導く、今からはじめる『宝の10年』「美しく生きる為の理論と実践」
コード│61019－922－00 │2/1㈯ │ 10：30～16：00「中医アロマで女性トラブル＆ビューティケア」
「腸と心の整え方」
「未来の為のカラ
ダケア」
「健幸な心の習慣」
を、
各分野のご専門の講師陣よりお話し頂きます。
今からの10年を、
未来の自分を作る
『宝の10年』
と考え、
クオリティーライフを導く、
理論と実践を学ぶスペシャルプログラム。
ぜひご期待ください！

（会場：グランパークカンファレンス ※田町） 受講料 ￥10,000－

お
（金）午前11：00～
 申込受付開始日 9月20日
※お申込は、ハーバルライフカレッジWebまたは、原宿表参道校にて承ります。

（掲載内容は諸事情により、
予告なく変更になる場合がございます。
）

講演2
未来の自分に感謝される、
やっててよかった
“カラダケア”

山﨑 まいこ

川野 泰周

ƒ受講申し込みはP141へ

2

最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

大分校

精神科・心療内科医／林香寺禅僧

いきいきと輝く人生の為に必要な「心の習慣」は、
「自己肯定感」と深いつながり
があります。真の心身の健康を導くために誰でも何歳からでも実践できる「マイ
ンドフルネス瞑想法」を、禅僧でありながら、精神科・心療内科医でいらっしゃる、
川野泰周先生よりお話しいただきます。
「怒り」
「不安」
「落ち込み」
「後悔」等は『心
の疲れ』から…忙しい脳を休息させる最良の方法を身に付け、心身の健幸を導き、
日々の生活をいきいきと輝かせましょう。
＜講座内容詳細＞
・心の習慣とは ・自己肯定感とは ・自己肯定感と自尊心との違い
・マインドフルネス実践法 他
＜実習＞忙しい脳の最良の休息！瞑想法体験（香りのマインドフルネス）
15：00 ～ 16：00
（60分）

福岡校

講演4
心身の健幸を導く、
いきいきと輝く人生の為の
「心の習慣」
〜全てのカギは、
自己肯定感から〜

「腸は第二の脳」
、
「人の幸せは腸で決まる」等々、腸ケアの重要性が問われる昨今。
美しい肌作りには腸のケアが不可欠。いくら栄養価の高い物を食べても、正しく消
化・吸収されなくては栄養にはなりません。すべて腸内環境次第！ 24 時間休まぬ
腸への正しいケアは、明日への自分のみならず、10 年後、20 年後の自然な美しさ
や健康へとつながります。セミナーでは、腸内環境の整え方の理論と実践を、著名
人、美容家が通いつめる皮膚科医山﨑まいこ院長よりお話しいただきます。美しい
肌のための腸活のセルフケア術を身に付け、腸と心を整えましょう。
＜講座内容詳細＞
・腸の働きとお肌の関係（腸壁は神の手 等）
・腸と心の関係（幸せホルモン）
・腸トラブルと改善方法（便秘／むくみ／アレルギー等）
・美肌を導く美腸ケア
・美腸（美肌）の為の栄養素とお食事 ・・・他
＜実習＞ 美腸マッサージ
13：50 ～ 14：50
（60分）

広島校

皮膚科医

12：40 ～ 13：40
（60分）

神戸校

講演3
〜腸からきれいにしていく〜
「にじみ出る美しさと健康へ導く
腸と心の整え方」

大阪校

土屋 慶幸

名古屋校

鍼灸あん摩マッサージ指圧師

20 年後の私へ
「背中や腰は曲がっていないですか？膝や股関節は痛くないですか？」
もし、大丈夫なら今日から始めた自分の “カラダケア” のお陰かも。年齢を重ねる
と起こる体のトラブル。それは年のせいだけでなく、姿勢の問題や筋力の低下等、
今の日常生活の積み重ねでカラダの弱いところに少しずつ変化が起こっているので
す。
「デスクワークなどで座っている時間が長い」
「スマホで猫背やストレートネッ
クと言われる」
「立っている時に膝が少し曲がっている」
「歩いている姿勢が前かが
みになっている」等、あてはまる方は要チェック。さぁ今日から自分の未来のために
“カラダケア” を始めましょう。
< 講座内容詳細＞
・自分のカラダの弱いところの確認。
・年齢とともに増える故障の原因や予防法。
・いつまでも若々しく背筋がピンとしたお年寄りと腰が曲がってしまうお年寄りの違い。
＜実習＞ちょっとしたスペース、時間でできる簡単なセルフケア

静岡校

有藤 文香

たまプラ丨ザ校

薬剤師・国際中医師・国際中医薬膳管理師
中医アロマセラピスト

「中医アロマセラピー」とは、日頃のちょっとした心身の不調や、美容トラブルを、
自分の手でケアする新しい家庭の医学。 東洋と西洋の融合による予防医学、中国
伝統医学の考え方をもとに、体質や体調に合った精油を選び、ツボ経絡トリートメ
ントすることで、体を内外両方から健康な状態に戻します。セミナーでは、中医学
とは？といった、東洋医学全般の話と、中医アロマセラピーについて、そしてすぐ
に始められるビューティーセルフケア法を、実習交えてご紹介いたします。
今からはじめて、未来の自分が過去の自分に感謝したくなる学び、中医アロマケア
術を学びましょう。
＜講座内容詳細＞
・中医学とは・陰陽五行学説・体質診断、おススメ精油
・中医学から見る年代別の女性トラブルとケア方法・・・他
< 実習＞今日から始める中医セルフケア
10：40 ～ 11：40
（60分）

町田校

講演１
国際中医師から学ぶ
新しい家庭の医学
「中医アロマセラピー」
ビューティーセルフケア

飯能校（薬香草園）

QOLセミナー6

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

2019秋冬 生活の木 Herbal Life College スペシャルセミナー（全講座共に会場は Herbal Life College原宿表参道校となります。）

原宿表参道校

クラフト 〜季節の植物で手作りを愉しむ〜
11/23
（土）
1日通し講座

札幌校
仙台校
宇都宮校

コード
11/23 │

│61019－907－00│

コード
11/30 │

│61019－909－00│

11/23
（土）
の講座を 1日通してお申込みの方は、合計￥10,000
（税抜）のところ
￥9,000
（税抜）となります。
受講料 ￥9,000－
（税抜）
全2講座 10：00～15：00（休憩1時間30分を含む）
（土曜）
コード
│61019－907－01│
11/23 │
人気のハーバリウム（植物標本）を思わせる、植物の姿の美しさを閉じ込めたジェ
〜香って灯るハーバリウム〜
ルキャンドルを作ります。透明なジェルワックスが植物の立体感を損なうことなく、
ハーバルジェルキャンドル作り
受講料 ￥3,000－
（税抜） 教材費 ￥2,000
（税抜）みずみずしい印象を与え、火を灯すと、精油が優しく香りながら植物がキラキラと
2019ver.
（申込時お支払金額 ￥5,000
（税抜）
）
照らされ、まるで自分だけの小さなガーデンに来たような気分にさせてくれます。
ハーバルジェルキャンドルは、その灯りに照らされた植物と精油の香りが、あたた
かな雰囲気を演出してくれます。火を灯さず、ハーバリウムとしても楽しむことが
できます。※ 1 点作成し、お持帰りいただきます。
キャンドルアーティスト
エ
 プロン
全1回 10：00～11：30
（土曜）
岡崎 由美子
コード
│61019－907－02│
11/23 │
冬の長い夜を、キャンドルのやさしい灯りと香りで癒しの時間にしませんか？
〜やさしく温かな灯りで冬を愉しむ〜
毎年人気の「ボタニカルアロマキャンドル」を 2019 年バージョンで作ります。
ボタニカルアロマキャンドル作り
受講料 ￥3,000－
（税抜） 教材費 ￥2,000
（税抜）ハーブや木の実をお好みでアレンジして、お部屋を彩るインテリアとして。
2019ver.
（申込時お支払金額 ￥5,000
（税抜）
）
また、火を灯せば自然の彩りが幻想的に浮かびあがり、ぬくもりある空気を演出し
てくれる、植物の魅力をぎゅっと詰め込んだアロマクラフトです。
ボタニカルキャンドルは火を燈すとハーブの彩りが美しく、精油の香りも楽しめます。
※ 1 点作成し、お持帰りいただきます。
キャンドルアーティスト
エ
 プロン
全1回 13：00～15：00
（土曜）
岡崎 由美子

柏校

天使が揺れる〜
聖夜のクレッセントリース

飯能校（薬香草園）

マナコフラワーアカデミー1級教授

海老沼 佳代子

町田校

クローブで染めるスイートストール

たまプラ丨ザ校

ハーブ染色家

梅原 亜也子

～香り・彩り・模様にこだわって～
クリスマスマーブルソープ2019

静岡校
生活の木 ハンドメイドギルドディレクター

名古屋校

梅原 亜也子

～健康と幸せを願い作る～
新年を迎える柚子石けん2019

大阪校

生活の木 ハンドメイドギルドディレクター

梅原 亜也子

神戸校

～山吹色と紅色を愉しむ～
紅花染め

毎年心待ちにしているファンも多い海老沼先生のスペシャルセミナー。今回は、聖
なる夜に煌く星を思い浮かべながら作る三日月型のリースです。サークル型のリー
受講料 ￥3,000－
（税抜） 教材費 ￥3,700
（税抜）ス台をほぐして、
クレッセント型に作り変えます。針葉樹のような香りのジュニパー
（申込時お支払金額 ￥6,700
（税抜）
）
の葉で覆い、宇宙の惑星や星をイメージしながらデザインします。東方の三博士が
目指したベツレヘムの星はスターアニス。クリスマスベルはユーカリの実。占星術
では、月は素の自分を表します。ご自分だけの Crescent Moon Story を創作してくだ
さいね。光と愛の天使が舞い降りることでしょう。
○リースの大きさは外径：約 30 ㎝です。
花
 ばさみ、ワイヤー切りはさみ、お持ち帰り用の袋、エプロン、
使い捨ての薄手ビニール手袋
※
 自然素材の為、材料、オーナメントなどは一部変更することがござい
全1回 10：00～12：00
（土曜）
ます。ご了承ください。
コード
│61019－900－00│
10/19 │
甘くスパイシーな香りが、部屋中に香るクローブ染めは、シャンパンベージュの色
彩と甘い香りを長く楽しめます。生地は大判で、織り柄豊かな、シルク＆コットン
受講料 ￥3,500－
（税抜） 教材費 ￥3,600
（税抜）のストール、一年中愛用できそう。甘い香りに包まれながら染を楽しみましょう。
（申込時お支払金額 ￥7,100
（税抜）
）
※サイズ 約 75 ㎝× 200 ㎝
エ
（石けん用はNG）
 プロン、筆記用具、ゴム手袋

広島校

全1回 10：00～12：00
（土曜）
│61019－901－00 │10/27㈰│ 13：00～17：00
コード
│61019－902－00 │10/28㈪│ 10：00～14：00 クリスマスを彩るカラフルマーブル模様。クリスマスをイメージした暖かい香り。
少し早めに制作し、華やぎのアロマオーナメントとしても楽しめます。作って、飾っ
受講料 ￥8,000－
（税抜・教材費含）
て、使って楽しめる。思いっきりクリスマスを楽しめる石けん作りです。当日は、
アロマオーナメント制作レクチャーも行います。お楽しみに！ 制作量：約 1200g
2019 年レシピ。
エ
（メガネ可）
、筆記用具、石けん型・
 プロン、ゴム手袋、マスク、ゴーグル
袋
（お持ちでない方は当日ご購入いただきます
（￥3,000/税抜）
）
薬
・靴でご
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装（長袖）
全1回
参加下さい。
│61019－903－00 │11/10㈰│ 13：00～17：00
コード
│61019－904－00 │11/11㈪│ 10：00～14：00 お正月用の石けん作りは済みましたか？毎年恒例のみんなの健康と幸せを願いなが
ら作る「新年を迎える柚子石けん」
。一年の始まりを祝う石けんは、少し贅沢に高
受講料 ￥8,000－
（税抜・教材費含）
知県産の柚子精油をたっぷり使用して、厳かな気持ちにも。身近な方へのお年賀に
ピッタリです。ラッピングアドバイス付き！ 2019 年レシピ。
○約 40g の石けん 24 ～ 30 個分製作（3 層のレイアーソープ）
エ
（メガネ可）
、筆記用具、書籍
「ハ
 プロン、ゴム手袋、マスク、ゴーグル
ーブ、アロマを楽しむナチュラルソープのつくりかた」
（\1,800/税抜）を
事前にご用意下さい。各スクールでも購入可能です。石けん型・袋
（お持
ちでない方は当日ご購入いただきます
（￥3,000/税抜）
）
薬
・靴でご
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装（長袖）
全1回
参加下さい。
コード
│61019－917－00│
12/21 │
2つの色彩を得ることが出来る紅花。目を奪うような美しい色は、
日本の美を感じます。
紅花の染色は、特別な染め方で行う為、短時間では行えませんが、その分心が躍る
受講料 ￥5,000－ 教材費 ￥8,000
（税抜）
染め時間。2 枚の手織りのタイシルクのストールをそれぞれ染め上げ、
1日かけてゆっ
（申込時お支払金額 ￥13,000
（税抜）
）
くり丁寧に染め上げましょう。2019 年最後の染色に相応しい大作です。
※サイズ 約 40 ㎝× 160 ㎝
エ
（石けん用はNG）
 プロン、筆記用具、ゴム手袋

ハーブ染色家

梅原 亜也子

福岡校

全1回 10：00～16：00
（休憩1時間）
（土曜）
コード
│61019－923－00│
2/2 │
2 つの植物色素をブレンドして染色を楽しみましょう。香りはローズマリーでスッ
〜ローズマリー＆バタフライピーで染める〜
キリ。バタフライピーの青い色素を、温度調整しながら染め上げていきます。様々
ブレンド染
受講料 ￥3,500－ 教材費 ￥3,600
（税抜）
な織柄により、いくつもの表情をみせるエレガントなシルクストールに染めるブ
（申込時お支払金額 ￥7,100
（税抜）
）
ルーグリーンのストールは、1 年中活躍しそうです。
※サイズ 約 55 ㎝× 180 ㎝
エ
（石けん用はNG）
 プロン、筆記用具、ゴム手袋

大分校

ハーブ染色家

梅原 亜也子

全1回 10：00～12：00
（日曜）

受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

ハーブ染色家

〜和漢植物入り〜
カミツレマーブルソープ

梅原 亜也子

梅原 亜也子

〜美しい健康肌へ導く！〜
ケイ武居のしっかり学ぶ、
フェイシャルケア術

「美しい健康肌」への憧れは、誰もが願う想い。
40 代の肌は、とても変わりやすい肌でありながら、実は変えやすいお肌でもありま
す。この年齢に多く見られる、疲れやむくみ、老廃物など、巡りの悪くなったお肌
のリセット法を、ケイ武居先生の美肌秘訣を中心に、技術と理論を 1 日集中講座で
学びます。セミナーでは、毎日のお手入れに沿って、正しいクレンジングや保湿方
法に加え、アロマオイルを用いたスペシャルトリートメント法をご指導いただきま
す。今から始めて、20 年後に差が出る、毎日の正しいお手入れテクニックをしっ
かり学ぶ少人数セミナー。美肌を願うすべての女性のためのセミナーです。
※ご自宅でできるセルフケア実習です。講座前にメイクを落としてご参加ください。
＜講座内容詳細＞・解剖学「皮膚の基礎知識」
・健康肌のための「ケイ武居のインナービューティ術」
・基材論、肌とアロマテラピー ・正しいクレンジング＆保湿方法
＜実習＞・クレンジング＆保湿方法
・キュッと上がった口角を作る、フェイシャル & デコルテトリートメント
※オーガニックビューティーオイル使用

受講料 ￥12,000－ 教材費 ￥2,000
（税抜）
（申込時お支払金額 ￥14,000
（税抜）
）

福岡校
大分校
受講申込み

4

広島校

ƒ受講申し込みはP141へ

最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

神戸校

Check!

大阪校

ペ
 アワークやセルフワークで身体に触れます。食事から 90 分以上空け、
動きやすい服装でお越し下さい
全1回 13：00～16：00
（日曜）
コード
│61019－905－00│
11/24 │
11/24
（日）
の講座を 1日通してお申込みの方は、合計￥9,500
（税抜）のところ
11/24
（日）
￥8,550
（税抜）となります。
受講料 ￥8,550－
1日通し講座
（日曜）
全2講座 10：30～16：00（休憩1時間30分を含む）
コード
│61019－905－01│
11/24 │
更年期を迎える女性の多くは、
ホルモン分泌の減少に伴い、
「腱鞘炎」
「のぼせ」
「冷え」
〜東洋医学に基づくアロマ指圧〜
「めまい」
「不眠」
「イライラ」など様々な症状に悩まされることがあります。
更年期症状を緩和する指圧・マッサージ 受講料 ￥4,500－（税抜） 教材費 ￥500（税抜） 「肩こり」
セミナーでは更年期を快適に過ごすためにご自身でできるセルフマッサージや、グ
（申込時お支払金額 ￥5,000
（税抜）
）
ループワークでのアロマ指圧・マッサージ実技を学ぶことで、減少していくエスト
ロゲンの力を引き出し、ホルモンバランスの変化と折り合っていけることを大きな
あんま・マッサージ・指圧師
AEAJ認定アロマセラピスト
目標とします。
鈴木 喜也
全1回 10：30～12：30
（日曜）
コード
│61019－905－02│
11/24 │
「あなたは、片脚立ちが 1 分できますか？」 成人の標準のレベルに達していない筋
長引く不調を改善！
力不足や体のバランスの悪さが、冷え、むくみ、肩こり、腰痛などの長引く体の不
健康貯筋の為の自重エクササイズ
受講料 ￥4,500－
（税抜）
調の原因となっていることがあります。主に利き腕や利き脚ばかりを使い、その反
対側の筋肉が弱い状態の方がほとんどです。このセミナーでは股関節の屈曲、
伸展、
外転、内転など、下肢の重さを利用した自重エクササイズ（自分の体重を負荷にし
たエクササイズ）を中心にすえて、無理なく筋肉を鍛え健康貯筋をしながら、体の
歪みを矯正し、長引く不調の改善を目指します。同時に将来の転倒防止や介護予防
に備えることも出来ます。
＜実習＞
あんま・マッサージ・指圧師
・片脚立ちで 1 分間姿勢保持 ・下肢の重さを利用した股関節のエクササイズ
AEAJ認定アロマセラピスト
・爪先立ちで冷えとむくみ、外反母趾の改善 ・首・肩・腰のストレッチ
鈴木 喜也
全1回 14：00～16：00
（日曜）
生理解剖学講師・鍼灸師

野見山 文宏

名古屋校

全1回 10：00～16：30
（土曜）
│61019－933－00│
冷えのぼせ・イライラ・便秘・喉のつかえ…病院に行くまでもないけど、ちょっと
気になるこんな症状。それは「自律神経」を整えることで改善されるかもしれませ
受講料 ￥8,000－
ん！その鍵となるのが、心と体の仲介者「横隔膜」です。
セミナーでは、自身の横隔膜の状態を把握し、誰でも簡単に出来る横隔膜へのアプ
ローチ、安全で心地よい「至福のボディワーク」を学びます。心と体で習得し、ご
自身やご家族のケアに活かしましょう！
＜講座内容詳細＞・心身症状と自律神経・横隔膜のつながりとその根拠
＜実習＞ 横隔膜のしなやかさをセルフチェック
「横隔膜をしなやかに」至福のボディワーク（ペアワーク）
コード
3/8 │

静岡校


筆
、
 記用具、ターバン、卓上かがみ（15cm以上）
（必要な場合）クレンジング剤、基礎化粧品、メイクセット
顔
 ～首～デコルテの実習です。チューブトップやタンクトップ（紐を外
して行う）等、デコルテが出せる服装でご参加ください。お着換え可。

たまプラ丨ザ校

〜野見山先生教えて！
心と体のしなやか美人に〜
「横隔膜へのアプローチ・
至福のボディワーク」

│61019－932－00│

町田校

IFPA認定アロマセラピスト／
CIDESCO認定国際エステティシャン

ケイ 武居

コード
3/7 │

飯能校（薬香草園）

ボディ＆マインドを整える 〜自分なりのバランスを身につけ、体の内側から輝く〜

柏校

ハーブ染色家

宇都宮校

～香り・彩り・模様にこだわった～
桜マーブルソープ
ーspring has come！－

全1回 10：00～12：00
（火祝）
│61019－928－00│
お肌に優しいカモマイルの成分に加え、肌を心地よく整える保湿成分として知られ
ている、ハトムギや霊芝、クチナシ、みかんの皮など和漢植物成分を豊富に加え、
受講料 ￥9,000－
（税抜・教材費含）
カモマイルの香り豊かな石けんを作りましょう。しっとり感がたまらない、東洋と
西洋の良いところがギュッとつまった、贅沢な石けんです。○制作量 約 1200g
エ
 プロン、ゴム手袋、マスク、ゴーグル（メガネ可）、筆記用具、書籍
「ハーブ、
アロマを楽しむナチュラルソープのつくりかた」
（\1,800/税抜）
を事前にご用意下さい。各スクールでも購入可能です。石けん型・袋
（お
持ちでない方は当日ご購入いただきます
（￥3,000/税抜）
）
薬
・靴でご
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装（長袖）
全1回 13：30～17：30
（火祝）
参加下さい。
コード
│61019－931－00│
3/1 │
春の訪れを感じ、古来より人々に愛される花「サクラ」今日は雛祭りをされる方も
多いのでは？そんな日には「桜マーブルソープ」を作りましょう。
受講料 ￥8,000－
（税抜・教材費含）
春を感じるパステルな色彩で、ひらひらと舞い散る花弁をイメージして。
優雅で雅な香りを添えて・・・心穏やかに、愉しみながら春のお祝い石けんを作成
しましょう。○制作量 約 1200g
エ
 プロン、ゴム手袋、マスク、ゴーグル（メガネ可）、筆記用具、書籍
「ハーブ、
アロマを楽しむナチュラルソープのつくりかた」
（\1,800/税抜）
を事前にご用意下さい。各スクールでも購入可能です。石けん型・袋
（お
持ちでない方は当日ご購入いただきます
（￥3,000/税抜）
）
薬
・靴でご
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装（長袖）
全1回 13：00～17：00
（日曜）
参加下さい。
コード
2/11 │

仙台校

ハーブ染色家

冬のカモマイル染は大好きです。カモマイルの色素を抽出中、鍋から立ち上る白い
湯気は、甘く優しい香り。豊かな芳香がお部屋いっぱいに広がると、思わず深呼吸
したくなります。同時に、フェイシャルスチームで乾燥肌ケアにも。今回は、この
春大活躍しそうな、ワイルドコットンのストールを染めましょう。
※サイズ 約 28 ㎝× 160 ㎝
エ
（石けん用はNG）
 プロン、筆記用具、ゴム手袋

受講料 ￥3,500－ 教材費 ￥2,500
（税抜）
（申込時お支払金額 ￥6,000
（税抜）
）

札幌校

梅原 亜也子

講座内容

原宿表参道校

～安らぎの色と香りを愉しむ～
冬のカモマイル染め
もこもこコットンストール染

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
コード
│61019－927－00│
2/11 │

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
コード
│61019－936－00│
3/21㈯│3/22㈰ │

講座内容

原宿表参道校

自分自身の健康チェック方法を知り、未病のうちに病気を防いだり、ちょっとした
２日間集中講座
アロマ指圧師 鈴木喜也氏より伝授 受講料 ￥26,000－（税抜） 教材費別 ￥4,300（税抜）不調に気づいた際は、その改善を自分自身で行うことは、健康に余裕をもったライ
フスタイルに繋がります。指圧は、背中を丸めて行う指力の手仕事ではなく、親指
一生役立つ知識と技術 〜指圧編〜 （申込時お支払金額￥30,300（税抜））
の指紋部分を支えにして、肘と背中を伸ばすことで完成する体重移動の押圧法です。

札幌校
仙台校
宇都宮校

あんま・マッサージ・指圧師／
AEAJ認定アロマセラピスト

鈴木 喜也

柏校

２日間集中講座
心療内科医 降矢英成氏から伝授
〜ホリスティック・マインドサポート
プログラム〜
コミュニケーションアップ講座
〜技術・知識を深め実益へ〜

飯能校（薬香草園）

町田校
たまプラ丨ザ校

赤坂溜池クリニック院長／
日本ホリスティック医学協会 会長

降矢 英成

この講座では、
二日間で指圧の理論と全身の指圧を学びます。セルフメディケーショ
ンはもちろん、家族ケアにも役立つ実践講座です。
※ 2 日間ご受講の方へ「修了証」を発行いたします。
一日目：アロマ指圧とは指圧の基礎学習
〇理論：・垂直圧・持続圧・漸増漸減圧（徐々に体重をかけて徐々に戻す）
※指力を使わない ・禁忌について
〇実習：・毎日の健康チェックと指圧をする余裕のある体を作る立位 28 動作の全身の呼吸ストレッチ
・伏臥位の指圧 肩、腰、臀部、下肢後側（肩こり、腰痛、坐骨神経痛、むくみなどを改善する指圧）
・足～下腿のアロマオイルトリートメント
・各自の疑問の実技指導
二日目：応用編実習を通じて理論学習も同時に行う
・仰臥位の指圧：下肢前側、上肢、頭部顔面、前胸部、腹部
（足の冷え、腱鞘炎、頭痛、首・肩のこり、便秘、内臓下垂などを改善する指圧）
・手～肘のアロマオイルトリートメント
・各自の疑問の実技指導
（男女ペアでの参加は可）

筆
、上履き（施術用）
、
 記用具、動きやすい服装（汚れてもいいもの）
バスタオル 3 枚、ハンドタオル 2 枚
・
 妊娠中、授乳中の方はご遠慮頂きます。
・手術後 1 年未満、通院中、高血圧、既往症のある方、
敏感肌の方はご相談ください。
全2回 10：00～18：00
（各回休憩90分含）
│61019－934－00 │3/14㈯ │ 14：00～18：00
コード
│61019－935－00 │3/15㈰ │ 10：00～17：00 会社や家庭はもちろん、サロンや医療現場等、人と関わる上で最も重要な「コミュ
ニケーションスキル・会話力」を磨きませんか。本講座では、人や社会の交流や関
受講料 3/14㈯￥8,000－
（税抜）
係性を、スムーズに行う為の技術を学びます。ホリスティック（全体的）な視点か
（税抜）
3/15㈰￥10,000－
ら自分の「マインド（心、精神）
」を俯瞰し、心の構造、自我の構造、交流の分析、
統合（インテグラル）理論、アドラー心理学を学ぶことにより、日常にすぐに活かせ
る充実の実践講座。心療内科医・降矢先生より直接指導いただける貴重な講座です。
※ 2 日間ご受講の方へ「修了証」を発行いたします。
※ 1 日のみの受講も可能です。
1 日目 3/14
（土）
14：00 ～ 18：00
・ホリスティック、統合 ・ボディーマインドースピリット ・心の全体的な構造
・行動と心の関係
・顕在意識と潜在意識
・感情と思考と信念の違い
・自分の自我構造
・エゴグラム体験
・交流分析
・自分の交流の癖を知ろう・スムーズな交流のポイント
2日目 3/15
（日）
10：00 ～ 17：00
（休憩60分含む）
・勇気づけると誉めるの違い
・アドラー心理学
・アドラーとフロイトとの違い
・頑張り過ぎずに、普通でいられる勇気 ・課題を分ける
・優しいけどきっぱり
（インテグラル）
理論 ・なぜ？トランスパーソナル
（超越）
ではなく統合
（インテグラル）
・統合
・自然な目標としての「統合（インテグラル）段階」
・視点を広げて俯瞰できるための統合的な視野
・インテグラルライフ
・プラクティス
（実践）
・コミュニケーション、関係性とは
・傾聴とディスカッションの違い ・受容と放任との違い
・共感と同情の違い
と指導の違い ・自己肯定感と自己効力感 ・会話
・支持（支援）
・対話の基本とは
・コミュニケーションは受容が基本
・ダイアローグ、ディスカッション、ディベートの違い・スムーズに進む会話
・言葉の使い方のポイント ・受容を超えて自然なコミュニケーションをする
全1回

サイエンス 〜本を読むだけでは分からない、手作り化粧品の知識と技術を〜

静岡校

12/14
（土）
1日通し講座

コード
12/14 │

│61019－914－00│

名古屋校

12/14
（土）
の講座を 1日通してお申込みの方は、合計￥16,000
（税抜）のところ
（税抜）となります。
￥14,400
受講料 ￥14,400－
全2講座 10：00～17：45（休憩1時間45分を含む）
（土曜）
コード
│61019－914－01│
12/14 │
なぜチンキ剤はアルコール 40％程度で抽出するのでしょうか？ハーブの様々な成分に
〜ハーブを手作り化粧品に活かす〜
は、抽出に適したアルコール度数があります。今回は、手作り化粧品へ活かすための
チンキ剤作りの
受講料 ￥4,000－（税抜） 教材費 ￥1,200（税抜） チンキ剤の基礎の解説と、美容効果の高いハーブの抽出方法を実習を通じて学びます。
ファーストステップ
（申込時お支払金額 ￥5,200
（税抜）
）
○水溶性・脂溶性の成分の分類、および抽出法 ○抽出基剤について
○アルコール濃度別によるチンキ剤の比較検討
※チンキ剤の味見をする場合があります（アルコールが含まれます）
【実習】ハーブの美容効果を活かすアルコール濃度のチンキ剤作り
JAMHA認定

大阪校

ホリスティックハーバルプラクティショナー

湯川 智恵美

神戸校

全1回 10：00～12：00
（土曜）
│61019－914－02│
LLi 抽出（リキッドリキッドインフュージョン抽出）は、植物の有効成分を簡単に、
〜ハーブの有効成分を効果的に活用〜
そして効率良く植物油に移行してインフュージョンオイルを作る方法です。ハーブ
LLi 抽出法マスター
受講料 ￥4,500－（税抜） 教材費 ￥1,200（税抜） の有効成分を効果的に手作り石鹸、コスメ、トリートメントオイルなどに取り入れ
（申込時お支払金額 ￥5,700
（税抜）
）
る際に大変有効な抽出法です。セミナーでは、LLi 抽出の原理と抽出全般の具体的
な解説、そして実際に LLi 抽出実習を行いお持ち帰り頂けます。肌に優しい成分で
すので、美肌作りのためのスキンケアに役立てましょう。
ハーブ＆アロマの化学エキスパート

長島 司

広島校

〜ハーバルコスメに活かす知識〜
植物成分の分離抽出方法
マスター

福岡校

長島 司

ハーブ＆アロマの化学エキスパート

コード
12/14 │

全1回 13：15～15：15
（土曜）
│61019－914－03│
ハーブの有効成分を効率的に「手作りコスメ」に活かしませんか。講座では、植物
成分を、水に溶けやすい「水溶性成分」と、オイルに溶けやすい「脂溶性成分」に
受講料 ￥4,500－（税抜） 教材費 ￥600（税抜） 分けて目的成分を抽出する方法を学びます。溶媒選択に役立つ知識と、植物成分
（申込時お支払金額 ￥5,100
（税抜）
）
の性質を含め解説頂き、実習では、ハーブチンキから「分離抽出方法」を行います。
【実習】カモミールチンキの分離抽出（脂溶性と水溶性成分への分け方を学びます）
コード
12/14 │

全1回 15：45～17：45
（土曜）

大分校
受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ

5

＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
コード
2/29 │

目でみてわかる
手作り石鹸のサイエンス
ハーブ＆アロマの化学エキスパート

長島 司

化学の視点で考える
石鹸と香り
ハーブ＆アロマの化学エキスパート

長島 司

コード
12/1 │

│61019－911－00│

1/26
（日）
1日通し講座

全1回 13：00～16：00
（日曜）
コード
1/26 │

│61019－920－00│

ƒ受講申し込みはP141へ

6

最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

大分校

全1回 13：30～16：30
（土曜）

福岡校

SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

野口 千鶴

広島校

全1回 10：00～12：00
（日曜）
│61019－920－02│
数秘術
（Numerology）
とは、
西洋占星術や易学等と並ぶ占術のひとつ。“Numero”は
「数」
自分磨きの為の数秘術入門
を意味し、
「世界は数でできている」という考えに基づき、生年月日や氏名等から
〜生まれた日がもつメッセージから学ぶ〜 受講料 ￥4,500－（税抜）
数秘の法則で算出して様々なことを導きます。今回は、自分の「体質」や「行動」
について考えてみましょう。自分の体質がいまいちしっくりしないときや、自分ら
しからぬ行動に戸惑うことも。数秘術では、
生まれた日から紐解かれる数字から、
「体
質」や「行動」への影響を理解できるようになります。生まれた日の持つメッセー
ジを知ること、それはあなたのもつ「質」磨きに繋がるでしょう。
日本ナチュラルヒーリングセンター代表
全1回 13：00～15：00
（日曜）
西川 眞知子
コード
│61019－919－00│
1/25 │
アーユルヴェーダは人間の健康について、実にシンプル且つ重要なことを説いてい
―心の免疫力を高める―
ます。“生命とはエネルギーであること” そして、
五感を研ぎ澄ました状態こそが “瞑想”
アーユルヴェーダ医師に
受講料 ￥8,000－
（税抜）
です。講座ではアーユルヴェーダの基礎知識（五元素理論、トリドーシャ理論など）
学ぶ瞑想法
を元に、メディテーション（瞑想）を行います。アーユルヴェーダは、
「“今” を生
きる為の生活術」
。正しい瞑想法は究極のリラクゼーションをもたらし、心身の調
アーユルヴェーダ・プラクティショナー
ガ ー マ ゲ
モ ハ ン
和をもたらしてくれます。ストレスを感じやすい季節の変わり目に、
アーユルヴェー
Gamage Mohan
ダの知恵でセルフメンテナンスを行いませんか？
※講座は英語で行われます。
（通訳あり）
通訳／講師
コード
1/26 │

神戸校

SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

野口 千鶴

大阪校

1/26
（日）
の講座を 1日通してお申込みの方は、合計￥9,500
（税抜）のところ
（税抜）となります。
￥8,550
受講料 ￥8,550－
全2講座 10：00～15：00（休憩1時間を含む）
（日曜）
コード
│61019－920－01│
1/26 │
冬の寒い時期におすすめのアーユルヴェーディックハーブがあります。三辛薬「ト
2020開運
リカトゥ」と呼ばれる、アーユルヴェーディックハーブ。ジンジャー、ブラックペッ
アーユルヴェーディックハーブ
受講料 ￥4,500－
（税抜） 教材費 ￥500
（税抜）パー、ロングペッパーのことを指します。この３つの組み合わせは、抗菌、抗ウィ
3つの秘宝
（申込時お支払金額 ￥5,000
（税抜）
）
ルス、抗炎症、免疫力の増強、血管壁の増強、身体のプラーナ（生命エネルギー）
〜ジンジャー、
ブラックペッパー、
が期待できるといわれています。そして世界で最高級のシナモンといったら、スリ
セイロンシナモン
ランカ産のセイロンシナモン。甘く、香り高いセイロンシナモン（桂皮）は生薬と
しても使われるスパイスです。
本講座では、特製チャイづくりの実習を通じて、冬のアーユルヴェーダ活用法を学
びます。

名古屋校

SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

阿部 しずか


筆
、上履き（施術用）
 記用具、動きやすい服装（汚れてもいいもの）
・
 妊娠中、授乳中の方はご遠慮頂きます。
・手術後1年未満、通院中、高血圧、既往症のある方、敏感肌の方は
ご相談ください。
・爪を切ってご参加ください。

静岡校

「病気を治す」のではなく、
「病気にならない身体作り」を大切に考える、アーユル
ヴェーダの伝統的な発汗法「ピンダスウェダ（ハーブボール）
」
。体の中からじんわ
受講料 ￥7,500－（税抜） 教材費 ￥2,500（税抜） りと温め、穏やかに体の緊張をほぐします。ご家庭でも簡単に行なえ、アロマトリー
（申込時お支払金額 ￥10,000
（税抜）
）
トメントのオプションにも実践できる + αのテクニックです。
※レンタルタオル付き
〇オイルトリートメントとピンダを相モデルで行う、実習中心の講座です。
〇施術部位：足～脚、臀部、背中～肩

たまプラ丨ザ校

〜スリランカ式発汗法〜
アーユルヴェーディック・
ピンダスウェダ

町田校

アーユルヴェーダ 〜東洋の予防医学“アーユルヴェーダ”を生活に活かす〜

飯能校（薬香草園）

全1回
（各回休憩105分含）

柏校

A.C.E. ビューティーサイエンス研究所 代表

塚田 弘行

宇都宮校

２日間集中講座
化粧品エキスパートから学ぶ
手作り化粧品の基礎と実践

全1回 15：45～17：45
（土曜）
│61019－937－00│3/28㈯ │ 11：00～17：45
コード
│61019－938－00│3/29㈰ │ 10：00～16：45 化粧品の基礎から、基材論、処方の組み立て方等の手作り化粧品を体系的に学ぶ 2
日間集中講座です。アロマテラピー、手作り化粧品初心者にもわかりやすく、専門
受講料 各￥10,000－
（税抜）
知識を化学の目線でお伝えします。基材論やレシピ作りを学び、実習では実際に自
教材費別 各￥1,500
（税抜）
分で作ることにより理解を深めます。水とエタノールだけの化粧水、書籍に掲載さ
（申込時お支払金額各￥11,500
（税抜）
）
れたレシピに沿うだけの手作り化粧品を卒業し、オリジナル処方の化粧水と乳液作
りを目指せる、充実の内容です。
※ 2 日間ご受講の方へ「修了証」を発行いたします。1 日のみの受講も可能です。
1 日目：3/28
（土）
11：00 ～ 17：45
（休憩 105 分含）
〇化粧品概論 〇より良い化粧品を作る定義
〇スキンケアにおける香りの効果とエビデンス
〇基材論 1：身近にある化粧品原料（水性基礎基材、機能調整基材）
〇化粧水の処方の組み方（今の自分の肌調子と基材選び、分量調整）
〇手作り化粧品の安全性 1：パッチテストについて、器具の洗浄方法、
計量器具の使い方、計量方法 等
〇実習（化粧水・春夏向け） 〇質疑応答
2 日目：3/29
（日）
10：00 ～ 16：45
（休憩 105 分含）
〇基材論 2：身近にある化粧品原料（植物油各論、乳化剤 等）
〇乳化について
〇乳液の処方の組み方（油分量に対しての乳化剤の分量 等）
〇手作り化粧品の安全性 2：アレルギーが起こりうる原料と注意 等
〇実習（乳液）
〇質疑応答
筆
 記用具、エプロン

仙台校

全1回 13：15～15：15
（土曜）
│61019－929－02│
手作り石鹸でなかなか思い通りにできないものに「香り」があります。精油を添加
しても思った通りの香りが出ないと感じている方が多いと思いますが、この講座で
受講料 ￥5,000－
（税抜）
は石鹸に香りをのせるための基本と応用をサイエンス視点でわかりやすく解説し、
良い香りの石鹸を作るポイントを理解していただきます。また、精油を使って石鹸
の香りの質を高めたデモサンプルの香りを体験できます。
コード
2/29 │

札幌校

2/29
（土）
の講座を 1日通してお申込みの方は、合計￥10,000
（税抜）のところ
￥9,000
（税抜）となります。
受講料 ￥9,000－
全2講座 13：15～17：45（休憩時間30分を含む）
（土曜）
コード
│61019－929－01│
2/29 │
植物油と苛性ソーダで作る手作り石鹸は、制作する楽しさと使用感の良さで、多く
の愛好家が石鹸作りを楽しんでいます。この講座では石鹸がどうしてできるのか、
受講料 ￥5,000－
（税抜）
そして植物油と苛性ソーダ水溶液を入れてかき回しているボウルの中や乾燥中には
どのようなことが起こっているのか、また出来上がった石鹸の使用感がどうして良
いのかなどについて、模型を使ったビジュアル感覚のサイエンス解説をします。

原宿表参道校

2/29
（土）
1日通し講座

講座内容

│61019－929－00│

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

原宿表参道校

―脳・心・体― の調和のための
アーユルヴェーディック
クリーニング

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
コード
│61019－926－00│
2/8 │

札幌校
仙台校

日本ナチュラルヒーリングセンター代表

宇都宮校

２日間集中講座
アーユルヴェーダ医師から伝授
「よりよく生きる」
活用術を習得する実践講座
アーユルヴェーディックLife style
プラクティカルメソッド
〜技術・知識を深め実益へ〜

柏校
飯能校（薬香草園）

アーユルヴェーダ・プラクティショナー
ー

マ

ゲ

モ

ハ

ン

町田校

Gamage Mohan

通訳／講師

SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

野口 千鶴

私たちは心身の健康ためには栄養価の高いものや高級なものほど役に立つと思うこ
とがありますが、アーユルヴェーダでは、心身に溜まったアーマ（未消化物）を正
しく浄化しクリーニングすることが先決だと考えます。やる気の無さや、体の重だ
るさ、心のモヤモヤ、起床時の目覚めの悪さなどは、心身の滞りが原因かもしれま
せん。本講座は日々の暮らしの中で、毎日行えるアーユルヴェーダの「クリーニン
グ（リセット）法」を学びます。今の不調を取り除き、より活動的に、より健康的
に美味しく食べられ、心のゆとりや、ご自分の良さを最大限に活かすために、アー
ユルヴェーダの智慧を活かしましょう。
【講座詳細】
●アーユルヴェーダ基礎知識とデトックス（クリーニング）の大切さ
●プログラム 1「体」セルフクリーニング 体の重さやだるさ、
ほてり、
冷え性、
便秘、
不眠等のケア
★実習：呼吸法でクリーニング、
だるさを軽減するシンプル “耳のオイル” マッサージ、
眼精疲労のケア
●プログラム 2「脳」クリーニング 思考が鮮明・脳がクリア・集中力 UP を図る
脳内クリーニング
★実習：脳のクリーニングヨガ、脳のリフレクソロジー（ヘッドマッサージ）
●プログラム 3「心」クリーニング メンタルアーマの解消、良質の睡眠のための
セルフクリーニング
全1回 10：00～16：30
（休憩90分含）
（土曜） ★実習：１日の疲れを癒す瞑想法
│61019－939－00│4/11㈯ │ 10：00～17：00
コード
│61019－940－00│4/12㈰ │ 10：00～17：00 アーユルヴェーダの基礎理論、マッサージ、瞑想、美容法、食事療法など、すぐ
にでも役立つアーユルヴェーダの健康法を学びます。アーユルヴェーダ医師（プ
受講料 各￥18,000－
（税抜）
＊ランチ・教材費含 ラクティショナー）ならではの豊富な臨床経験に基づくアーユルヴェーディック
な学びは、実践に繋がります。サロンや家庭、日々の暮らしにも役立つ本やイン
ターネットでは得られない活きた情報満載な実践講座です。
＊ 2日間ご受講の方へ
「修了証」を発行いたします。1日のみの受講も可能です。
＊両日アーユルヴェーディックランチ付
＊講座は英語で行われます。
（通訳あり）
＊通訳／講師を野口千鶴が務めます。
1 日目：4/11
（土）
10：00 ～ 17：00
（休憩 60 分含む）
< テーマ：ビューティーケア >
○アーユルヴェーダ基礎理論（ドーシャ理論・5 つのプライマリー）
○アーユルヴェーダ食事療法（6 つの味・ドーシャ別調理法）
○アーユルヴェーディックビューティーケアと女性の健康法
○スリランカ アーユルヴェーディック医療事情
【実習 1】ビューティケア・クッキング
【実習 2】アロマケア

受講料 ￥12,000－
（税抜）
教材費 ￥1,100（税抜）
（申込時お支払金額 ￥13,100
（税抜）
）

西川 眞知子

ガ

講座内容

2 日目：4/12
（日）
10：00 ～ 17：00
（休憩 60 分含む）
< テーマ：デトックス >
○アーユルヴェーダの浄化法
○アーユルヴェーディックストレスケア
○瞑想法・睡眠法
○トリートメント 理論・デモンストレーション（オイル・マルマ）
【実習 1】デトックス・クッキング
【実習
2】
セルフケア・トリートメント（スカルプケア）
全1回
（各回休憩60分含）

たまプラ丨ザ校

西洋の歴史をひもとき、今に活かす 〜占星術・薬草・魔女・ヒルデガルト〜

静岡校
名古屋校
大阪校
神戸校
広島校
福岡校

│61019－910－00│12/1㈰ │ 10：00～12：00
コード
│61019－918－00│1/25㈯ │ 10：00～12：00 自分の未来を占ってみませんか？占星学は初心者の方でも、誕生日が判っていれば
大丈夫です。この講座ではトランジット法（未来予知法）を用いて、自分にとって
受講料 ￥5,000－
（税抜）
の未来はどのようになりそうなのか？を考察します。そして各星座に対応するハー
ブと未来のラッキーアイテムとなりうるハーブも紹介します。
○ 2020 年 1 月～ 2020 年 12 月の 1 年間の天体運行表（太陽・金星・火星・木星・土星）
をもとに各天体が自分にどのような作用をするのかを学びます。
○良い時期、気を付ける時期を判りやすくするために天体運行表を色分けします。
○各星座に対応するハーブについてもお話します。
赤
 と青のペン
AEAJ認定アロマセラピスト
全1回
香月 ひかる
コード
│61019－912－00│
12/8 │
12/8
（土）の講座を 1日通してお申込みの方は、合計￥11,200
（税抜）のところ
12/8
（土）
￥10,080
（税抜）となります。
受講料 ￥10,080－
1日通し講座
全2講座 10：00～15：30（休憩1時間30分を含む）
（土曜）
コード
│61019－912－01│
12/8 │
ハーブ療法、宝石学、自然学、食養学など、自ら実践する傍ら、学問として後世に
中世ドイツ最大の賢女
残した中世ドイツの修道女、聖ヒルデガルト。４体液説に基づいたハーブと宝石の
ヒルデガルトより学ぶ
受講料 ￥4,500－（税抜） 教材費 ￥1,200（税抜） 力（ウィリデタス Viriditas）を用いて、自然治癒力を生かすという彼女の知恵をご
ハーブと宝石の癒し
（申込時お支払金額 ￥5,700
（税抜）
）
紹介します。私たちにとって身近な宝石の歴史的な背景と共に、ヒルデガルトがい
〜Healing Herb&Stone〜
う植物の力はもとより、
「宝石は人間にとって薬の宝庫だ」とは何か。愛と知恵に
とんだ聖ヒルデガルトの自然療法の基本を学んでいきます。
・賢女 ヒルデガルトについて・ヒルデガルトの愛したハーブ
（メリッサ・リリー・ローズ・セージ等）
・ヒルデガルトの愛した宝石
（エメラルド・オニキス・トパーズ・ジャスパー・アメジスト等）
・自宅でのハーブ、宝石の活用法
【実習】煌めくクリスタルマドラー作り
※クリスタルマドラーとは、ガラスの試験管にクリスタルを入れ、飲み物等に波動
ヒルデガルト・フォーラムジャパン副代表
を移す道具です。
全1回 10：00～12：00
（日曜）
長谷川 弘江
コード
│61019－912－02│
12/8 │
古代から薫りと薬草は、医療やおまじないに使われてきました。魔女の薬草術や魔
魔女と薫り
〜ヨーロッパの薬草活用法とともに〜 受講料 ￥4,500－（税抜） 教材費 ￥1,000（税抜） 術師の儀式次第、古代から密かに伝わる自然との関わり方の知恵は私たちがもっと
健やかに優しく生きるヒントになります。魔女に役立つ勉強方法もシェアします。
（申込時お支払金額 ￥5,500
（税抜）
）
魔女の暦では 12 月 22 日、冬至の頃はユールと呼ばれるお祭り ( サバト ) です。魔
女の歴史の紹介や道具作りと簡単な儀式の実演・香り使いなどを通して魔女の生
き方をひもといていきます。また、魔女が当時使ったハーブなどを用いた、お香作
りをおこないます。生活に魔女の一匙を、今日から魔女としての生き方を感じてみ
ましょう。
・魔女と薫りの関係性 ・儀式で使う薫り ・魔女の薬草術
・ドイツ , イタリア , ルーマニアで出会った魔女とハーブ、その活用法
ヒルデガルト・フォーラムジャパン副代表
【実習】 魔女のお香作り ※香炉つき
全1回 13：30～15：30
（日曜）
長谷川 弘江

〜2020年を自分で未来を占う〜
ハーバルアストロロジー
（2020年1月〜2020年12月）

大分校
受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
コード
│61019－924－01│
2/3 │

講座内容

ヒルデガルト・フォーラムジャパン副代表

長谷川 弘江

全1回 13：30～15：30
（月曜）

佐々木 薫のアロマテラピー紀行セミナー（全国13会場）

佐々木 薫の
アロマテラピー紀行セミナー

会場や内容の詳細は、右記の店舗にお問合せく
ださい。
世界30数カ国のハーブとアロマの産地を旅する、アロマテラピーの第一人者佐々木 薫の
毎回大盛況の人気セミナー。会場ごとに、香り豊かなオリジナルセミナーを開催します。
季節を感じながら佐々木 薫のトークとともに、香りあるひとときを過ごしませんか。

■ブルガリアンローズ特別トークショー
9/11㈬ ①11：00～12：00 ②14：00～15：00 三田阪急会場
（☎079-562-0797）

■フランキンセンス 特別トークショー
10/12㈯ ①11：00～12：00 ②14：00～15：00 名鉄百貨店本店会場
（☎052-585-7370）

AEAJ 認定アロマテラピープロフェッショナル

佐々木 薫

全1回

筆
 記用具

たまプラ丨ザ校

■フランキンセンスセミナー
神秘の香りフランキンセンスを楽しむ癒しの時間
10/26㈯ 13：00～14：30 札幌パセオ会場
（☎011-213-5082）
（☎ 0466-38-3176）
11/20㈬ ①10：30～12：00 ②13：30～15：00 テラスモール湘南会場

町田校

■ラベンダーセミナー
心癒されるラベンダーの世界 真正ラベンダーの聖地、南仏プロヴァンス
11/21㈭ 13：00～14：30 西宮阪急会場
（☎0798-62-7421）

飯能校（薬香草園）

■ブルガリアンローズセミナー
天国の香り ブルガリアンローズ
9/12㈭ ①11：30～13：00 ②15：00～16：30 福岡会場
（☎092-771-6321）
9/18㈬ 13：00～14：30 大阪会場
（☎06-6646-1770）
10/27㈰ 14：30～16：00 アリオ札幌会場
（☎011-743-9304）
11/10㈰ ①10：30～12：00 ②14：00～15：30 仙台会場
（☎022-774-8120）

柏校

■精油の顔を巡る旅 ～
「アロマテラピー図鑑」改訂版 発刊記念セミナー～
9/19㈭ 13：00～14：30 梅田阪神会場
（☎06-6345-1605）
10/5㈯ 13：00～14：30 水戸京成会場 ※実習なし
（☎029-232-0324）
10/27㈰ 11：00～12：30 アリオ札幌会場
（☎011-743-9304）
11/22㈮ ①11：00～12：30 ②14：00～15：30 名古屋松坂屋会場
（☎052-242-2568）
11/24㈰ 13：00～14：30 大丸東京会場
（☎ 03-6895-2563）

宇都宮校

別会場

仙台校

占星学研究科／翻訳家

鏡 リュウジ

札幌校

星とハーブ
―そのつながりをめぐって―

全1回 10：00～12：00
（月曜）
│61019－924－02│
17 世紀まではハーブの力は、西洋の伝統的世界観を支配していた占星学的宇宙と
不可分の関係にありました。ハーブを摘むときにも、処方するときにも、かつての
受講料 ￥5,000－
ハーバリストたちは星の動きを注視していました。
「コンプリート・ハーバル」の
著者、ニコラス・カルぺパーは、偉大な占星術家でもあり、その症例にはホロスコー
プが用いられています。太陽とローズマリー、水星とラベンダー、金星とローズ・
・
・、
惑星とハーブのつながりとは・・・。今回の講座では、惑星・星座とハーブの深い
つながりや、ハーブ学の伝統的な水脈である占星術、伝統的西洋医学（体液―気
質論）などをご紹介します。また現代の占星術的ハーバリストによる症例などにつ
いてもご紹介します。
コード
2/3 │

原宿表参道校

神話や伝説、おとぎ話の魔女。賢い女として、村を病気や悪運から守った女性たち
は、本当にいました。そんな魔女の相棒であり友達、そして自然からのメッセージ
を伝えてくれる妖精。人を助けてくれたり、いたずらしてみたり。そんな妖精との
出会い方、つきあい方、仲良くすることの意味とは？
ヨーロッパ各地の魔女、そして日本の魔女から学んだ術をお伝えします。

〜魔女レッスンスペシャルバージョン〜
妖精との出会い・つきあいかた
受講料 ￥4,500－（税抜）

スペシャルセミナー

講座名／講師

静岡校
名古屋校
大阪校
神戸校
広島校
福岡校
大分校

ƒ受講申し込みはP141へ
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース/講座説明会・入門講座・認定講習会

原宿表参道校

アロマテラピー資格対応コース
講座説明会

│61019－001－05 │8/6㈫ │ 10：30～12：00
│61019－500－01 │10/2㈬│ 10：30～12：00
│61019－500－02 │11/4㈪│ 10：30～12：00
コード
│61019－500－03 │1/14㈫│ 10：30～12：00
│61019－500－04 │2/12㈬│ 10：30～12：00
│61019－500－05 │2/24㈪│ 10：30～12：00

○アロマテラピーとは ○協会
（AEAJ）
について ○アロマハンドバス体験
○質疑応答
こ
 れからアロマの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等どなたでも。

受講料 無料 教材費なし

札幌校
生活の木Herbal Life College

仙台校

スタッフ

アロマテラピー＆メディカルハーブ
資格対応コース講座説明会

宇都宮校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

柏校

アロマテラピー入門講座

飯能校（薬香草園）

生活の木Herbal Life College

スタッフ

町田校

AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

波間 治子

ハーバルライフカレッジ各校におけるアロマテラピーアドバイザー、アロマブレンド
デザイナー、アロマハンドセラピスト、アロマテラピーインストラクター、アロマセ
ラピストの各養成講座について詳しくご説明いたします。公益社団法人 日本アロマ
環境協会（AEAJ）が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメリット、
講座の特徴やカリキュラムの内容等、実際のテキストをお見せしながらお話します。

筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。

静岡校

全1回
│61019－501－01 │10/22㈫│ 10：00～12：00
コード│61019－501－02 │11/13㈬│ 10：00～12：00 〇アロマテラピー・メディカルハーブとは
│61019－501－03 │12/2㈪│ 10：00～12：00 〇協会
（AEAJ・JAMHA）
について
〇質疑応答
受講料 無料 教材費なし
初
 めてアロマテラピー・メディカルハーブを学ぶ方、日々生活に役立て
たい方、知識を深めたい方などどなたでもご参加いただけます。
筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。
全1回
│61019－003－05 │8/20㈫│ 10：30～12：00
│61019－502－01 │10/26㈯│ 10：30～12：00 アロマテラピーってなんだろう、精油ってどうやって使うのだろう…そんな皆さんに
61019－502－02 │11/26㈫│ 10：30～12：00「アロマテラピー」を感じて、体験していただく講座です。 自然の香りを楽しみなが
│
コード
│61019－502－03 │12/20㈮│ 10：30～12：00 ら、心地よい時間を一緒に過ごしましょう。AEAJ の資格対応コースについても併せ
│61019－502－04 │1/13㈪│ 10：30～12：00 てご説明いたします。
│61019－502－05 │2/10㈪│ 10：30～12：00 ○アロマテラピーとは ○ルームフレッシュナー作り ○ AEAJ 資格対応コース説明
初めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、継続講座を申し込
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500
（税抜）
むのは不安な方などどなたでもご参加いただけます。
筆
 記用具
全1回
│61019－004－04 │9/23㈪│ 13：00～17：00
│61019－503－01 │10/14㈪│ 13：00～17：00 アロマテラピー検定 1 級合格後に、アロマテラピーアドバイザー認定に必要な知識を学びます。
コード│61019－503－02 │12/13㈮│ 13：00～17：00 ● AEAJ アロマテラピーアドバイザー認定講習会
│61019－503－03 │12/15㈰│ 13：00～17：00 アロマテラピーアドバイザーについて
│61019－503－04 │3/20㈮│ 13：00～17：00 アロマテラピー関連法規
公益社団法人日本アロマ環境協会
（AEAJ）
について
受講料 ￥4,759－ 教材費なし
● AEAJ 資格対応コース講座説明会
※検定 1 級合格が必須となります。
・アロマテラピー検定試験1級合格の方。

筆
お持ちの方は
「資格マニュアル」
（最新版）
、
機関誌
「AEAJ」
（最新号）
 記用具、
・
 履修証明書発行には本講習会カリキュラムを、同一日に全ての履修が
必要となります。
・履修証明書は、開講日3日前までのお申込みは当日の
お渡しとなりますが、それ以降の場合は後日ご来校いただくこととなり
ます。予めご了承ください。
全1回

【アロマテラピー検定対策】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーアドバイザー養成講座

名古屋校
大阪校
神戸校

8月期
コード
│
│ 61019－005－00
8/12 │ 9/16 │
暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザー
7/11まで
を目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
3月期
コード
│
│ 61019－504－00 活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
3/9 │ 3/23 │
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
2/8まで
（1）
協会について・アロマテラピーとは 実習：スキンローション
受講料 ￥18,000－
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
AEAJ認定アロマセラピスト
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
（3）
基材とホームケア
（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
アロマテラピーインストラクター
（4）
アロマテラピーのメカニズム
実習：ミツロウクリーム
波間 治子
全2回 10：00～17：30
（休憩1時間30分）
（月曜）
（5）
アロマテラピーのための健康学
実習：クレイパック
コード
│61019－007－00│
（6）
アロマテラピーの関連法規・心得・環境 実習：フレグランス
9/3 │ 9/10 │ 9/24 │
アロマテラピー検定対策
初めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
定1,2級の合格を目指す方などどなたでもご参加いただけます。
火曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
筆
2019年1月改訂版
『アロマテラピー検定 公式テキスト』
（￥2,400/
 記 用具、
税抜）
、
生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,000・￥2,000/税抜）
をご用
意下さい。
（各スクールで購入可）
3コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
8/2まで
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内します。
庄子 由利
（休憩1時間30分）
（火曜）
全3回 10：00～15：30
※受講生は精油セットを20％割引購入可
コード
│61019－506－00│
※3コマ目はハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、
2/18 │ 2/25 │ 3/3 │
爪は短く切っての参加を推奨します。
アロマテラピー検定対策
※検定のお申込みは、ご自身でお済ませください。
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
火曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座
月曜集中コース

広島校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

福岡校

1/17まで
全3回 10：00～15：30
（休憩1時間30分）
（火曜）
8月期
コード
│
│ 61019－008－00
8/7 │ 8/21 │ 9/4 │
アロマテラピー検定対策
7/6まで
アロマテラピーアドバイザー養成講座
3月期
コード
│
│ 61019－507－00
水曜集中コース
3/4 │ 3/11 │ 3/18 │
2/3まで
受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

庄子 由利

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

大分校

早矢仕 幸智子

全3回 10：00～15：30
（休憩1時間30分）
（水曜）

受講申込み
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

栗原 冬子

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座
金曜集中コース

苑田 晶子

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

波間 治子

コード

│61019－512－00│

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

1/8まで

（日曜）
全3回 10：00～15：30

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマハンドセラピスト養成講座
AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座
阿部 しずか

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

加藤 美奈子

苑田 晶子

（税抜）
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
全1回
（休憩1時間）

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマブレンドデザイナー養成講座

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

加藤 美奈子

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

アロマブレンドデザイナー養成講座
木曜コース
野口 千鶴

全4回 10：00～16：00
（休憩1時間）
（木曜）

大分校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

コード
│61019－519－00│
10/20 │ 11/3 │ 12/22 │ 1/12 │

アロマブレンドデザイナー養成講座
日曜コース
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜）
加藤 美奈子

全4回 10：00～16：00
（休憩1時間）
（日曜）

Check!
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

福岡校

野口 千鶴

精油を組み合わせてブレンドし、さまざまなシーンや目的に合ったオリジナルの香
りを創作する能力を養いながら、AEAJ の認定する資格を目指します。講座では、54
種類の希釈精油を使用し、複数の演習を通して、ブレンドの知識や技術を楽しみな
がら創作し、その魅力を伝える力を培います。
○「精油のブレンド技術」を学ぶための基礎知識 ○香りの特徴をとらえる方法
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜） ○
「香りのパレット」を作る
○ブレンド実習とクリエーション
全4回 10：00～16：00
（休憩1時間）
（土曜）○創作した香りを活かす
コード
│61019－517－00│
◯実習：ハーバル・アロマティック、
フローラルブーケ、
フゼア、
4711、
望郷の香りなど、
10/28 │ 11/25 │ 12/9 │ 12/23 │
各回のテーマに応じたブレンド演習を行います。
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または取得予
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜）
定の方
（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当校アロ
マテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可 ※講座初回に修了
証を確認致します。コピー可。
）
全4回 10：00～16：00
（休憩1時間）
（月曜）
「AEAJ認定アロマブレンドデザイナー公式テキスト」
（￥2,000
筆記用具、
コード
│61019－518－00│
／税抜）
、
AEAJ会員カード 又は ハーバルライフカレッジ アロマテラピー
1/16 │ 2/13 │ 3/5 │ 4/2 │
アドバイザー養成講座 修了証
（講座初回に確認致します。コピー可）
※
（各演習
 各自で作成する、演習時の希釈精油代は別途徴収となります
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜）
時 ￥100～500程度／全9種）
コード
│61019－516－00│
12/14 │ 1/18 │ 2/15 │ 3/14 │

広島校

アロマブレンドデザイナー養成講座
月曜コース

コード
│61019－019－00│
8/10 │ 8/17 │ 8/31 │ 9/14 │

神戸校

アロマブレンドデザイナー養成講座
土曜コース

大阪校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

名古屋校

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

静岡校

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

│61019－014－05 │8/7㈬ │ 10：00～16：00
コード│61019－513－01 │10/11㈮│ 10：00～16：00 1日完結のカリキュラムを通して、安全にアロマテラピーの知識を持ち、身の周りの
│61019－513－02 │12/9㈪│ 10：00～16：00 方をはじめ、ボランティアや地域活動などにおいて、第三者にアロマハンドトリー
トメントを提供できる技術や能力を養いながら AEAJ が認定する資格を目指します。
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜） ○アロマハンドトリートメントとは
○アロマハンドセラピストのための解剖生理学
全1回
（休憩1時間）○アロマハンドトリートメントの準備と確認事項
│61019－015－03 │8/5㈪ │ 10：00～16：00 ○アロマハンドトリートメントの手技と手順
│61019－015－04 │9/6㈮ │ 10：00～16：00 ○実習：トリートメントオイル作成、相モデル実習
│61019－514－01 │11/25㈪│ 10：00～16：00
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

コード
│61019－514－02 │12/10㈫│ 10：00～16：00
取得予定の方
│61019－514－03 │1/8㈬ │ 10：00～16：00
筆
「AEAJ認定アロマハンドセラピスト公式テキスト」
（￥1,600 ／
 記用具、
│61019－514－04 │3/6㈮ │ 10：00～16：00
税抜）
、大判の厚手バスタオル2枚
（60×120cm程度）
、ハンドタオル1枚
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜）
※
 ハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、爪は短く
全1回
（休憩1時間）
切ってご参加ください。※履修証明書は、開講日3日前までのお申込みは
当日のお渡しとなりますが、それ以降の場合は後日ご来校いただくこと
│61019－016－05 │8/25㈰│ 10：00～16：00
となります。予めご了承ください。
│61019－016－06 │9/11㈬│ 10：00～16：00
│61019－515－01 │10/5㈯│ 10：00～16：00
│61019－515－02 │11/17㈰│ 10：00～16：00
コード
│61019－515－03 │12/8㈰│ 10：00～16：00
│61019－515－04 │1/13㈪│ 10：00～16：00
│61019－515－05 │2/29㈯│ 10：00～16：00
│61019－515－06 │3/22㈰│ 10：00～16：00

町田校

室 満美子

飯能校（薬香草園）

2/9 │ 2/16 │ 2/23 │
アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
日曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

柏校

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座
土曜集中コース

宇都宮校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

仙台校

岡田 きみえ

札幌校

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座
木曜集中コース

原宿表参道校

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座
水曜午前コース

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
コード
│61019－508－00│
11/27 │ 12/4 │ 12/11 │ 1/8 │ 1/15 │ 1/22 暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザー
を目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
受講料 ￥18,000－
活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
（1）
協会について・アロマテラピーとは 実習：スキンローション
10/26まで
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
全6回 10：00～12：00
（水曜）
（3）
基材とホームケア
（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
アロマテラピーのメカニズム
実習：ミツロウクリーム
9月期
コード
│
│ 61019－010－00（4）
（5）
アロマテラピーのための健康学
実習：クレイパック
9/5 │ 9/19 │ 10/3 │
（6）
アロマテラピーの関連法規
・
心得
・
環境
実習：フレグランス
8/4まで
1月期
コード
61019－509－00
│
│
初めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
1/23 │ 2/27 │ 3/26 │
定1,2級の合格を目指す方などどなたでもご参加いただけます。
12/22まで
筆
2019年1月改訂版
『アロマテラピー検定 公式テキスト』
（￥2,400/
 記 用具、
受講料 ￥18,000－
税抜）
、
生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,000・￥2,000/税抜）
をご用
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
意下さい。
（各スクールで購入可）
3コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚
全3回 10：00～15：30
（休憩1時間30分）
（木曜）
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内します。
10月期
コード
│
│ 61019－510－00
※受講生は精油セットを20％割引購入可
10/4 │ 10/11 │
※3コマ目はハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、
9/3まで
爪は短く切っての参加を推奨します。
3月期
コード
│
│ 61019－730－00
※検定のお申込みは、ご自身でお済ませください。
3/27 │ 4/3 │
2/26まで
受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
全2回 10：00～17：30
（休憩1時間30分）
（金曜）
9月期
コード
│
│ 61019－012－00
9/21 │ 10/5 │
8/20まで
3月期
コード
│
│ 61019－511－00
3/28 │ 4/4 │
2/27まで
受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
全2回 10：00～17：30
（休憩1時間30分）
（土曜）

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーインストラクター養成講座

原宿表参道校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
月曜集中コース
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

波間 治子

札幌校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
火曜集中コース

仙台校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

加藤 美奈子

宇都宮校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
水曜集中コース
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

古屋 清美

柏校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
木曜午前コース
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

岩間 裕子

飯能校（薬香草園）

アロマテラピーインストラクター
養成講座
金曜特別集中コース
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

苑田 晶子

町田校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
日曜集中コース

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

苑田 晶子

アロマテラピーインストラクター
養成講座
特別短期集中コース

静岡校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

波間 治子

コード
│61019－520－00│
10/28 │ 11/18 │ 12/2 │ 12/16 │ 1/6 │ 1/27 精油学総論
アロマテラピー利用法
アロマテラピー教育
2/3 │ 2/17 │
アロマテラピーの歴史
精油学各論
基材論
解剖生理学
健康学
タッチング論
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）ボランティア論
メンタルヘルス
ホスピタリティ
コミュニケーション
実力テスト
9/27まで
※生活の木のオーガニック精油や植物油を用いた実習も含みます。
（休憩1時間30分）
（月曜）
全8回 10：00～17：30
AEAJアロマテラピーアドバイザー有資格者、アドバイザーコース受講中、
コード
│61019－521－00│
受講期間中にアロマテラピー検定を受検予定の方、または修了者
11/5 │ 11/19 │ 12/3 │ 12/17 │ 1/7 │ 1/21
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版・各校で
 記用具、
2/4 │ 2/18 │
購入可）
『アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキスト
（共
通カリキュラム編）
』
（￥2,500/税抜）
、
『アロマテラピーインス
トラクター公式
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥2,000/税抜）
、
『アロマテラピー検定 公式
テキスト』
（￥2,400/税抜）
をご用意下さい。
（各スクールで購入可）
10/4まで
＜実習＞
2コマ目
：
フェイスタオル
・
ビニール袋
1枚
（集中コースは初回に持参）
全8回 10：00～17：30
（休憩1時間30分）
（火曜）
7コマ目：バスタオル1枚・集中コース受講の方は、
初回にフェイス
コード
│61019－522－00│
タオル・ビニール袋1枚をお持ちください。
11/20 │ 11/27 │ 12/25 │ 1/22 │ 1/29 │ 2/12
・
 集中コース受講の方は、初回に筆記用具、フェイスタオル1枚、ビニー
2/19 │ 2/26 │
ル袋1枚をお持ち下さい。
・7コマ目のフットトリートメント実習時は、爪
を切って脚を出しやすい服装でのご参加がお勧めです。
・早得対象の方
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
は、講座初日にご案内いたします。
10/19まで
全8回 10：00～17：30
（休憩1時間30分）
（水曜）
コード
│61019－523－00│
10/10 │ 10/17 │ 10/24 │ 10/31 │ 11/7 │ 11/14
11/21 │ 11/28 │ 12/5 │ 12/12 │ 12/19 │ 1/9
1/16 │ 1/23 │ 1/30 │ 2/6 │
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
（木曜）
9/9まで 全16回 10：00～13：00
コード
│61019－524－00│
1/10 │ 1/17 │ 1/24 │ 1/31 │ 2/7 │ 2/14
2/21 │ 2/28 │
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
12/9まで
全8回 10：00～17：30
（休憩1時間30分）
（金曜）
コード
│61019－525－00│
11/10 │ 11/24 │ 12/1 │ 12/15 │ 1/5 │ 1/26
2/2 │ 2/23 │
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
10/9まで
全8回 10：00～17：30
（休憩1時間30分）
（日曜）
コード
│61019－526－00│
12/22㈰│1/12㈰│1/19㈰│ 2/2㈰ │ 2/8㈯ │2/16㈰
2/22㈯│ 3/1㈰ │
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
11/21まで
（休憩1時間30分）
（日曜）
全8回 10：00～17：30

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマセラピスト養成講座

名古屋校

アロマセラピスト養成講座
アドバンス
（学科）
火曜特別集中コース

大阪校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

岩間 裕子

神戸校

アロマセラピスト養成講座
アドバンス
（学科）
木曜集中コース
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

加藤 美奈子

広島校

アロマセラピスト養成講座
アドバンス
（学科）
土曜集中コース
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

苑田 晶子

コード
│61019－527－00│
10/29 │ 11/19 │ 12/3 │ 12/17 │ 1/7 │ 1/28 トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
3/3 │
より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
※日にちによって受講時間が異なりますのでご カリキュラムでは、ボディとフェイスを、骨格や筋肉などの解剖生理学や衛生学な
注意ください。※10/29、11/19、12/3、12/17、3/3は ど、セラピストとして人の身体に触れるうえで必要な基礎知識のほか、カルテの作
10：00～17：15
（休憩1時間15分）
、1/7、1/28は10：00 成方法、コンサルテーション、ケーススタディーを通して学びます。
～19：30
（休憩1時間30分）
となります。
○コンサルテーション理論
○ボディフェイストリートメント理論
受講料 ￥157,500－ 教材費なし
○解剖生理学
○顔面の皮膚科学
9/28まで
○衛生学
○コンサルテーション実技
（休憩1時間30分）
（火曜）○カルテ指導
全7回 10：00～19：30
○ケーススタディー
○実力テスト
コード
│61019－528－00│
10/24 │ 11/7 │ 11/21 │ 12/5 │ 12/12 │ 1/9
※AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者、インストラクターコ
1/16 │ 2/6 │ 2/20 │ 3/5 │ 3/19 │ 4/2
ース受講中または修了者※初回時に、インストラクター必須履修科目受
※初回10/24は時間が異なりますのでご注意くだ
講履歴を証明できる書類をお持ちください。
さい。
（10：00～12：00）
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版）
を事
 記用具、
受講料 ￥157,500－ 教材費なし
前に各自でご用意頂きます。各スクールでもご購入可能です。
『アロマセ
9/23まで
ラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥3,500/税抜）
をご用意下
（休憩1時間30分）
（木曜）
全12回 10：00～15：30
さい。
（各スクールで購入可）
※初回時に、インストラクター必須履修科
コード
│61019－529－00│
目受講履歴を証明できる書類をお持ちください。
11/2 │ 11/16 │ 11/30 │ 12/14 │ 12/21 │ 1/11
※
 早得対象の方は講座初日にご案内いたします。
1/25 │ 2/8 │ 2/22 │ 3/21 │ 3/28 │ 4/11
（日）
10：30～11：30
（1h）
※「原宿表参道校特別プログラム」を2020年3月8日
※初回11/2
（土）
は時間が異なりますので、ご注
に実施予定です。
意下さい。
（10：00～12：00）
受講料 ￥157,500－ 教材費なし
10/1まで
全12回 10：00～15：30
（休憩1時間30分）
（土曜）

福岡校
大分校
受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

岩間 裕子

阿部 しずか

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

加藤 美奈子

全13回 10：00～16：30
（休憩1時間30分）
（日曜）

庄子 由利

アロマテラピー検定直前対策講座
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

インストラクター試験直前対策講座

加藤 美奈子

インストラクター試験直前対策講座

波間 治子

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

加藤 美奈子

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

波間 治子

岩間 裕子

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／講座説明会・入門講座

生活の木Herbal Life College

受講料 無料 教材費なし
全1回

ハーバルライフカレッジ各校における、メディカルハーブコーディネーター、ハーブ＆ライ
フコーディネーター、ハーバルセラピスト、日本のハーブセラピスト、シニアハーバルセラ
ピスト、ハーバルプラクティショナー、ホリスティックハーバルプラクティショナーの各養
成講座について詳しくご説明いたします。NPO 法人 日本メディカルハーブ協会
（JAMHA）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメリット、講座の特徴やカリキュ
ラム内容等、実際のテキストをお見せしながらお話します。
こ
 れからハーブの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検討中
の方等、どなたでもご受講いただけます。
筆
 記用具

大分校

スタッフ

│61019－039－05 │8/14㈬│ 11：00～12：00
│61019－039－06 │9/9㈪ │ 11：00～12：00
│61019－539－01 │10/1㈫│ 11：00～12：00
コード│61019－539－02 │11/2㈯│ 11：00～12：00
│61019－539－03 │1/10㈮│ 11：00～12：00
│61019－539－04 │2/26㈬│ 11：00～12：00
│61019－539－05 │3/16㈪│ 11：00～12：00
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

ƒ受講申し込みはP141へ

福岡校

メディカルハーブ資格対応コース
講座説明会

広島校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

神戸校

アロマセラピスト学科試験
直前対策講座

全1回 13：00～18：00
（休憩30分）
（土曜）

│ 受講生優待 │61019－538－01│ 10/22
コード
一般
│
│61019－538－02│ 10/22 試験対策のポイントをしぼって学習します。
筆
『アロマセラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム』
、
『ぜん
 記用具、
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
ぶわかる人体解剖図』
（成美堂出版・￥1,900/税抜）
教材費なし
※
 当校のアロマテラピーインストラクター養成講座の受講生は、受講料
が優待価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
※当校の受講生以外で、テキストをお持ちでいない場合は、ご自身が勉
全1回 13：00～16：30
（休憩30分）
（火曜）
強で使用されているテキストをご持参ください。

大阪校

インストラクター試験直前対策講座

全1回 13：00～18：00
（休憩30分）
（土曜）
│ 受講生優待 │61019－536－01│ 3/10
コード
一般
│
│61019－536－02│ 3/10 試験対策のポイントをしぼって学習します。
※早得対象の方はご優待となります。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
教材費なし
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版）
『ア
 記用具、
ロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキスト
（共通カ
全1回 10：00～16：00
（休憩1時間30分）
（火曜）
リキュラム編）
』
（￥2,500/税抜）
、
『アロマテラピーインストラクター公式
テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥2,000/税抜）
│ 受講生優待 │61019－537－01│ 3/7
コード
一般
│
│61019－537－02│ 3/7
※
 当校のアロマテラピーインストラクター養成講座の受講生は、受講料
が優待価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
※当校の受講生以外で、テキストをお持ちでいない場合は、ご自身が勉
教材費なし
強で使用されているテキストをご持参ください。

名古屋校

インストラクター試験直前対策講座

全1回
（休憩1時間30分）
（日曜）

│ 受講生優待 │61019－036－01│ 9/10
コード
一般
│
│61019－036－02│ 9/10 試験対策のポイントをしぼって学習します。
※早得対象の方はご優待となります。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
教材費なし
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥2,052/税込・成美堂出版）
『ア
 記用具、
ロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキスト
（共通カ
リキュラム編）
』
（￥2,700/税込）
、
『アロマテラピーインストラクター公式
全1回 10：00～16：00
（休憩1時間30分）
（火曜）
テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥2,160/税込）
受講生優待 │61019－037－01│ 9/7
│
※
 当校のアロマテラピーインストラクター養成講座の受講生は、受講料
コード
一般
│
│61019－037－02│ 9/7
が優待価格
（￥16,200のところ￥10,800/税込）
となります。
※当校の受講生以外で、テキストをお持ちでいない場合は、ご自身が勉
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
強で使用されているテキストをご持参ください。
教材費なし

静岡校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

受講料 ￥5,400－ 教材費なし

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

コード│61019－535－00│ 10/13 │ 10：00～16：00

町田校

苑田 晶子

受講料 ￥5,400－ 教材費なし

飯能校（薬香草園）

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

コード│61019－534－00│ 10/18 │ 10：00～16：00
（公社）
日本アロマ環境協会
（AEAJ）
主催のアロマテラピー検定の直前対策講座です。
ポイントをしぼって学習します。この機会に疑問や苦手箇所を解消し、検定合格に
向けて自信を付けましょう！
筆
 記用具、AEAJ発行検定1級テキストをご用意下さい。
全1回
（休憩1時間30分）
（金曜）

柏校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／検定直前対策講座・試験直前対策講座
アロマテラピー検定直前対策講座

宇都宮校

アロマセラピスト養成講座
（実技）
日曜集中コース

仙台校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
カリキュラムでは、
ボディとフェイストリートメントを学びます。身体の触れ方から、
圧のかけ方、手技、立ち位置等、実技を通して習得します。
（伏臥位、
仰臥位） ○応用
（伏臥位、仰臥位）
○ボディトリートメント基礎
（基礎テクニック）
○フェイストリートメント手技
○クレンジング手技 肌 総合
○カルテ指導
○実技試験
○カルテ演習
（30 症例の提出）
全13回 10：00～16：30
（休憩1時間30分）
（火曜）
※AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者、アロマテラピー

コード
│61019－531－00│
インストラクターコース受講中または修了者、当校で新カリキュラム『ア
10/31 │ 11/14 │ 11/28 │ 12/11 │ 12/19 │ 1/23
ロマセラピスト養成講座アドバンス
（学科）
』受講中または修了者
1/30 │ 2/12 │ 2/26 │ 3/12 │ 3/26 │ 4/8
4/16 │
筆
『アロマセラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥
 記用具、
※4/16
（木）
のみ実技試験のため10：00～16：00と
3,500/税抜）
、実技に適した動きやすい服装
（ジーンズ、スカート不可）
、
なります。
室内用シューズ、ビニール袋、大判バスタオル1枚
（140×90cm）
、普通サ
受講料 ￥262,000－
イズのバスタオル2枚、フェイスタオル2枚
（税抜）
教材費別 初回一括￥18,500
※
 爪を切ってご参加ください。
※タオル無料貸出キャンペーン対象講座
（貸出タオルを使用しない場合は、
全13回 10：00～16：30
（休憩1時間30分）
（木曜）
（140×90cm）
、普通サイズのバスタオル2枚、フェイス
大判バスタオル1枚
コード
│61019－532－00│
タオル2枚をお持ち下さい）
11/10 │ 11/17 │ 12/8 │ 12/15 │ 1/5 │ 1/19
※フェイシャル実技は別途持ち物あり
（詳細は講座内で）
2/2 │ 2/16 │ 3/1 │ 3/15 │ 3/29 │ 4/5
4/19 │
※4/19
（日）
のみ実技試験のため10：00～16：00と
なります。
受講料 ￥262,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥18,500

札幌校

アロマセラピスト養成講座
（実技）
平日集中コース

講座内容

原宿表参道校

アロマセラピスト養成講座
（実技）
火曜集中コース

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
コード
│61019－530－00│
11/5 │ 11/12 │ 11/26 │ 12/10 │ 1/14 │ 1/21
2/4 │ 2/18 │ 3/10 │ 3/24 │ 3/31 │ 4/7
4/14 │
※4/14
（火）
のみ実技試験のため10：00～16：00と
なります。
受講料 ￥262,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥18,500

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

メディカルハーブ入門講座

原宿表参道校

メディカルハーブ入門講座

札幌校

スタッフ

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

波間 治子

生活の木Herbal Life College

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│61019－540－01 │10/7㈪│ 10：30～12：00
コード│61019－540－02 │11/5㈫│ 10：30～12：00 ハーブに興味があるけれど、何から学んだらよいのかわからない…そんな皆さんに
│61019－540－03 │12/8㈰│ 10：30～12：00「メディカルハーブの世界」を体験していただく講座です。ハーブの香りや色、風
味を楽しみながら、五感を通して心地よい時間を一緒に過ごしましょう。JAMHA 資
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500（税抜） 格対応コースについても併せてご説明いたします。
全1回 ○メディカルハーブとは ○ハーブティー試飲 ○ハーバルハンドバス
│61019－041－02 │8/13㈫│ 10：30～12：00 ○ JAMHA プログラム説明
│61019－041－03 │9/19㈭│ 10：30～12：00
は
 じめてメディカルハーブを学ぶ方、知識を深めたい方、継続講座を申
コード│61019－541－01 │1/29㈬│ 10：30～12：00
し込むのは不安な方などどなたでもご参加いただけます。
│61019－541－02 │2/27㈭│ 10：30～12：00
│61019－541－03 │3/31㈫│ 10：30～12：00
筆
 記用具
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500（税抜）
全1回

【メディカルハーブ検定対策】JAMHA資格対応コース／メディカルハーブコーディネーター養成講座

仙台校

メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
火曜集中コース

宇都宮校

渡部 響子
メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
水曜午後コース

柏校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト

栗原 冬子
メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
木曜集中コース

JAMHA認定ハーバルセラピスト

飯能校（薬香草園）

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト

波間 治子
メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
金曜集中コース

町田校

JAMHA認定ハーバルセラピスト
メディカルハーブコーディネーター

たまプラ丨ザ校

岡田 きみえ
メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
土曜集中コース
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト

静岡校

波間 治子
メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
日曜集中コース
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

岡崎 由美子

コード
│61019－542－00│
1/7 │ 1/14 │ 1/28 │

暮らしに役立つ、メディカルハーブの基礎知識を学び、メディカルハーブコーディ
ネーターを目指しませんか？ご自身の美容や健康の為、家族・友人と楽しむ為など、
生活にすぐに活かせるハーブの活用術を実習も交えて楽しく学びます。メディカル
ハーブ検定の試験範囲に対応したカリキュラムです。
（1）
メディカルハーブの世界
実習：ハーブティー
12/6まで
（2）
メディカルハーブの歴史
実習：ペパーミントの温湿布
全3回 10：00～15：30
（休憩1時間30分）
（火曜）
（3）
メディカルハーブの効果と仕組み 実習：セントジョンズワート浸出油作り
コード
│61019－543－00│
（4）
ハーブのプロフィール
実習：エキナセアチンキ作り
11/27 │ 12/4 │ 12/11 │ 1/8 │ 1/15 │ 1/22 （5）
メディカルハーブの活用法
実習：セントジョンズワートの軟膏作り
（6）
症状別メディカルハーブ
実習：マルベリーとカモミールのゴマージュ作り
受講料 ￥18,000－
初めてメディカルハーブを学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、メディ
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
カルハーブ検定の合格を目指す方等、どなたでも。
（水曜）
10/26まで 全6回 13：00～15：00
筆
（￥2,800/税抜）
』
 記用具、JAMHA発行『メディカルハーブ検定テキスト
を事前に各自ご用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。
コード
│61019－544－00│
11/14 │ 11/28 │ 12/12 │
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
※検定のお申し込みは、ご自身でお済ませください。
受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866

10/13まで
全3回 10：00～15：30
（休憩1時間30分）
（木曜）
コード
│61019－545－00│
10/25 │ 11/8 │ 11/22 │
受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
9/24まで
全3回 10：00～15：30
（休憩1時間30分）
（金曜）
コード
│61019－546－00│
1/11 │ 2/1 │
受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
12/10まで
全2回 10：00～17：30
（休憩1時間30分）
（土曜）
コード
│61019－547－00│
12/1 │ 1/12 │
受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866

名古屋校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーブ＆ライフコーディネーター養成講座

大阪校

10/31まで
全2回 10：00～17：30
（休憩1時間30分）
（日曜）

栗原 冬子
ハーブ＆ライフコーディネーター
養成講座
土曜集中コース

ハーブ＆ライフコーディネーター
養成講座
金曜集中コース
JAMHA認定ハーバルセラピスト

神戸校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト

波間 治子

コード
│61019－548－00│
1/17 │ 1/31 │ 2/14 │

「ハーブ＆ライフコーディネーター養成講座」は、
（NPO 法人）
日本メディカルハーブ協会
が認定するハーブ＆ライフコーディネーター資格の取得を目指す方が、ハーブ＆ライフ
受講料 ￥18,000－ 教材費別 ￥3,100
（税抜） 検定試験に向け学ぶコースです。また、資格取得のみならず、身近なハーブやスパイス
を生活の中で楽しく活用する為の基礎知識を習得したい方にもおすすめのコースです。
12/16まで
全3回 10：00～15：30
（休憩1時間30分）
（金曜）実習：ハーブスパイスティー、ハーブ・スパイスソルト、ハーブコーディアル、
ハーバルバス、シューズキーパー、ラベンダーバンドルズ
コード
│61019－549－00│
10/12 │ 11/16 │ 12/7 │
初めてハーブやスパイスについて学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、
ハーブ＆ライフ検定の合格を目指す方等、どなたでも。
受講料 ￥18,000－ 教材費別 ￥3,100
（税抜）
筆
（￥2,500/税抜）
』を
 記用具、JAMHA発行『ハーブ＆ライフ検定テキスト
事前に各自ご用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。
9/11まで
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
（休憩1時間30分）
（土曜）
全3回 10：00～15：30

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルセラピスト養成講座

広島校

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
月曜集中コース

福岡校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト

波間 治子

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
火曜集中コース

大分校
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト

受講申込み

三浦 利加子

ƒ受講申し込みはP141へ

コード
│61019－550－00│
11/11 │ 11/25 │ 12/9 │ 12/23 │ 1/20 │ 2/10 メディカルハーブを日常の健康維持・増進に役立てる為に必要な知識を、植物化学
3/2 │ 3/16 │ 3/30 │
や健康学・解剖生理学など、科学的・体系的な視点で広く学ぶ事ができる講座です。
資格取得だけでなく、知識に裏付けられたハーブの選択・活用法を身につけたい方
受講料 ￥120,000－
にもおすすめします。
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
（1）
歴史と今後の展望
（2）
基礎知識 Ⅰ
テキスト代￥2,859
（税抜）
（3）
基礎知識 Ⅱ
（4）
アロマテラピーの基礎知識
（5）
メディカルハーブと精油の安全性 （6）
メディカルハーブ製剤 Ⅰ
（7）
メディカルハーブ製剤 Ⅱ
（8）
代謝を助ける
10/10まで
（9）
ライフスタイルの改善とQOLの向上 （10）
生活習慣病の予防に役立つ
全9回 13：00～17：30
（休憩30分）
（月曜）
（11）
外敵から身体を守る
（12）
ストレス対策と心身症の予防に役立つ
コード
│61019－551－00│
（13）
女性のための
（14）
若さを保つ
11/5 │ 11/26 │ 12/10 │ 12/24 │ 1/14 │ 1/28 （15）
キッチンファーマシー
（わが家の台所薬局）
五感の刺激とメディカルハーブ
（16）
2/18 │ 3/3 │ 3/17 │
（17）
ハーバルライフのデザイン
（18）
自然治癒力を高めるライフスタイル及び修了式
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルセラピスト資格の取得
受講料 ￥120,000－
を目指す方等、コースの受講条件はございませんので、どなたでも。
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
テキスト代￥2,859
（税抜）
筆
 記用具

10/4まで
全9回 13：00～17：30
（休憩30分）
（火曜）

13

早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。ハーバルセラピスト養
成講座の修了には、各資格対応コース全18回中13回以上の出席、全9回
中7回以上の出席が必須となります。※テキストは講座初回に受付カウン
ターにてご購入いただきます。

＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
コード
│61019－554－00│
11/8 │ 11/22 │ 12/6 │ 12/20 │ 1/24 │ 2/7
2/28 │ 3/13 │ 3/27 │

飯能校（薬香草園）

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
特別集中コース

柏校

三浦 利加子・波間 治子

三浦 利加子・波間 治子

町田校

受講料 ￥120,000－
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
テキスト代￥2,859
（税抜）
1/8まで
（休憩30分）
（日曜）
全9回 13：00～17：30

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／日本のハーブセラピスト養成講座
コード
│61019－558－00│
1/8 │ 2/5 │ 3/11 │ 4/1 │
（最終日のみ10：00～12：00）
受講料 ￥56,000－
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）

静岡校
名古屋校

日本のハーブを歴史的・科学的に深く学ぶに加えて、
日本で用いられてきた30 種の
メディカルハーブと、
身近に目にすることのある16 種の有毒植物についても知識を
習得できます。
日本で利用されてきたハーブの特徴や有用性、
さらに法制度と安全性
を理解し、
正しい知識をもってご自身や家族の健康維持・増進に役立てられるように
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
なります。
ハーバルプラクティショナー
（1）
日本のメディカルハーブの歴史
（2）
くらしの中のメディカルハーブ
12/7まで
三上 幸江
（3）
民族のハーブと地域のハーブ
（4）
法制度と安全性
全4回 10：00～15：00
（休憩1時間）
（水曜）
（5）
日本のメディカルハーブの活用
（自然観・四季）
コード
│61019－729－00│
（6）
日本のメディカルハーブの活用
（不調・トラブル）
1/30 │ 2/6 │ 2/13 │ 2/20 │ 3/5 │ 3/12
JAMHA認定
（7）
民間療法と具体的な日本のメディカルハーブの利用
3/19 │
日本のハーブセラピスト養成講座
日本のハーブの知識を深めたい方、日本のハーブセラピスト資格の取得
木曜夜コース
受講料 ￥56,000－
を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格者○日
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
12/29まで
本のハーブセラピスト養成講座7コマ中5コマ以上修了
ホリスティックハーバルプラクティショナー
全7回 18：30～20：30
（木曜）
岡崎 由美子
筆
 記用具
コード
│61019－559－00│
コ
 ース修了には、全7コマ中5コマ以上の出席が必須となります。
12/13 │ 1/17 │ 2/21 │ 3/6 │
※『日本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に受付カウ
JAMHA認定
（最終日のみ10：00～12：00）
ンターにてご購入いただきます。
日本のハーブセラピスト養成講座
受講料 ￥56,000－
※4日間講座は最終日のみ10：00～12：00になります。
金曜集中コース
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）

たまプラ丨ザ校

JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座
水曜集中コース

宇都宮校

受講料 ￥120,000－
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
テキスト代￥2,859
（税抜）
8/13まで
（休憩30分）
（土曜）
全9回 13：00～17：30
コード
│61019－557－00│
2/9㈰ │2/11㈫│2/16㈰│2/23㈰│2/24（月祝）│3/14㈯
3/15㈰│3/20（金祝）│3/22㈰│

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト

仙台校

コード
│61019－057－00│
9/14㈯│9/15㈰│9/16（月祝）│9/21㈯ │9/22㈰│9/23（月祝）
9/28㈯│9/29㈰│10/6㈰│

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
特別集中コース

札幌校

メディカルハーブを日常の健康維持・増進に役立てる為に必要な知識を、植物化学
や健康学・解剖生理学など、科学的・体系的な視点で広く学ぶ事ができる講座です。
資格取得だけでなく、知識に裏付けられたハーブの選択・活用法を身につけたい方
受講料 ￥120,000－
にもおすすめします。
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
（1）
歴史と今後の展望
（2）
基礎知識 Ⅰ
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー テキスト代￥2,859
（税抜）
（3）
基礎知識 Ⅱ
（4）
アロマテラピーの基礎知識
ハーバルプラクティショナー
10/7まで
（5）
メディカルハーブと精油の安全性 （6）
メディカルハーブ製剤 Ⅰ
渡辺 肇子
全9回 10：00～15：00
（休憩1時間）
（金曜）
（7）
メディカルハーブ製剤 Ⅱ
（8）
代謝を助ける
コード
│61019－555－00│
（9）
ライフスタイルの改善とQOLの向上 （10）
生活習慣病の予防に役立つ
11/30 │ 12/14 │ 1/18 │ 2/1 │ 2/15 │ 2/29 （11）
外敵から身体を守る
（12）
ストレス対策と心身症の予防に役立つ
JAMHA認定
3/7 │ 3/21 │ 4/4 │
（13）
女性のための
（14）
若さを保つ
ハーバルセラピスト養成講座
キッチンファーマシー
（わが家の台所薬局）
（15）
五感の刺激とメディカルハーブ
（16）
土曜集中コース
受講料 ￥120,000－
（17）
ハーバルライフのデザイン
（18）
自然治癒力を高めるライフスタイル及び修了式
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
メ
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー テキスト代￥2,859
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルセラピスト資格の取得
（税抜）
を目指す方等、コースの受講条件はございませんので、どなたでも。
ハーバルプラクティショナー
10/30まで
三上 幸江
全9回 13：00～17：30
（休憩30分）
（土曜）
筆
 記用具
コード
│61019－556－00│
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。ハーバルセラピスト養
12/15 │ 1/19 │ 2/2 │ 2/9 │ 3/1 │ 3/29
成講座の修了には、各資格対応コース全18回中13回以上の出席、全9回
JAMHA認定
中7回以上の出席が必須となります。※テキストは講座初回に受付カウン
ハーバルセラピスト養成講座
受講料 ￥120,000－
ターにてご購入いただきます。
日曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
テキスト代￥2,859
（
税抜）
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
11/14まで
ハーバルプラクティショナー
（休憩1時間30分）
（日曜）
全6回 10：00～17：30
岡崎 由美子

原宿表参道校

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
金曜集中コース

講座内容

スペシャルセミナー

講座名／講師

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座
土曜集中コース

11/12まで
全4回 10：00～15：00
（休憩1時間）
（金曜）
コード
│61019－560－00│
8/31 │ 9/14 │ 9/21 │ 10/12 │
（最終日のみ10：00～12：00）
受講料 ￥56,000－
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）

大阪校

渡辺 肇子

神戸校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

三上 幸江

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ホリスティックハーバルプラクティショナー

岡崎 由美子

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ホリスティックハーバルプラクティショナー

8/15まで
（休憩1時間）
（月曜）
全4回 10：00～15：00

大分校

岡崎 由美子

2/13まで
（休憩1時間）
（土曜）
全4回 10：00～15：00
コード
│61019－244－00│
9/16㈪│9/23㈪│10/6㈰│10/14㈪│
（最終日のみ10：00～12：00）
受講料 ￥56,000－
教材費別 テキスト代￥2,700
（税込）

福岡校

JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座
日曜・祝日集中コース

広島校

JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座
土日曜集中コース

7/30まで
（休憩1時間）
（土曜）
全4回 10：00～15：00
コード
│61019－561－00│
3/14㈯│3/15㈰│4/11㈯│4/12㈰│
（最終日のみ10：00～12：00）
受講料 ￥56,000－
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
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スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／シニアハーバルセラピスト養成講座
コード

│61019－562－00│

原宿表参道校

11/25 │ 12/9 │ 12/23 │ 1/6 │ 1/27 │ 2/10 ハーバルセラピストで触れた 30 種類のメディカルハーブの成分、有効性や安全性
JAMHA認定
2/17 │ 3/9 │ 3/23 │
等を、植物療法による疾病の予防という観点を中心に、より深く学びます。より専
シニアハーバルセラピスト養成講座
門的な知識を身につけたい方、講師として活躍の場を広げたい方におすすめです。
月曜集中コース
受講料 ￥144,000－

札幌校
仙台校
宇都宮校
柏校

安全性と薬物相互作用
（1）
植物療法概論
（2）
治癒系と老化制御
（3）
（4）
調製と植物製剤学
（5）
消化器系の植物療法Ⅰ （6）
消化器系の植物療法Ⅱ
（7）
循環器系の植物療法Ⅰ
（8）
循環器系の植物療法Ⅱ
（9）
呼吸器系の植物療法
全9回 13：00～17：30
（休憩30分）
（月曜）
湯川 智恵美
（10）
代謝性疾患の植物療法 （11）
神経系の植物療法
（12）
内分泌系の植物療法
コード
│61019－563－00│
妊娠と出産、小児科領域の植物療法
（13）
免疫系の植物療法
（14）
植物美容法
（15）
12/3 │ 12/17 │ 1/7 │ 1/21 │ 2/4 │ 2/25 （16）
生活習慣病と高齢者の植物療法 （17）
ケーススタディー
（18）
論文発表、修了式
JAMHA認定
3/10 │ 3/24 │ 4/7 │
シニアハーバルセラピスト養成講座
メディカルハーブの知識を深めたい方、シニアハーバルセラピスト資格
火曜集中コース
の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたでも
受講料 ￥144,000－
ご受講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格者
教材費別 初回一括テキスト代￥4,200（税抜）
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
○シニアハーバルセラピスト養成講座
（旧：ハーバルプラクティショナー
11/2まで
ハーバルセラピスト
植物療法科）
（18単位/36時間）
修了
（休憩30分）
（火曜）
全9回 13：00～17：30
三浦 利加子
筆
指定書籍
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
 記用具、
8月期
コード
│
│ 61019－064－00
（2016年改訂新版）
』
（東京堂出版・￥3,200/税抜）
を各自ご用意ください。
8/1 │ 8/8 │ 8/15 │ 8/22 │ 8/29 │ 9/5
JAMHA認定
※『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019年改
9/12 │ 9/19 │ 9/26 │
シニアハーバルセラピスト養成講座
訂版）
は講座初回に受付カウンターで購入可能。
6/30まで
全9回 10：00～15：00
木曜集中コース
早
1月期
コード
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全18
│
│ 61019－564－00
回中13回以上、全9回中7回以上の出席、論文の提出と発表が必須。
1/16 │ 1/30 │ 2/6 │ 2/13 │ 2/20 │ 3/5
3/12 │ 3/19 │ 4/2 │
全9回 13：00～17：30
12/15まで
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 受講料 ￥144,000－
ハーバルプラクティショナー
教材費別 初回一括テキスト代￥4,200（税抜）
岡崎 由美子
（休憩1時間）
（木曜）
コード
│61019－565－00│
12/1 │ 12/15 │ 1/19 │ 2/2 │ 2/16 │ 3/1
JAMHA認定
3/15 │ 3/29 │ 4/12 │
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 教材費別 初回一括テキスト代￥4,200（税抜）
10/24まで
ハーバルプラクティショナー

シニアハーバルセラピスト養成講座
日曜集中コース
受講料 ￥144,000－

飯能校（薬香草園）

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 教材費別 初回一括テキスト代￥4,200（税抜）
10/31まで
ハーバルプラクティショナー

三上 幸江

全9回 10：00～15：00
（休憩1時間）
（日曜）

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルプラクティショナー養成講座

町田校

JAMHA認定
ハーバルプラクティショナー
養成講座
火曜集中コース

コード
│61019－566－00│
12/3 │ 12/24 │ 1/14 │ 1/28 │ 2/4 │ 3/3
3/17 │ 3/31 │ 4/7 │

たまプラ丨ザ校

静岡校

植物療法でよく使用される 40 種類のメディカルハーブの成分、有効性、安全性等を、
植物化学の観点から学びます。化学の知識を深化させる事により、専門的かつ論理
的にハーブを扱えるプロフェッショナルを目指します。
受講料 ￥144,000－
（1）
化学の基礎Ⅰ
（2）
化学の基礎Ⅱ
（3）
序論・生合成
（税抜） （4）
教材費別 初回一括テキスト代 ￥1,000
糖質
（5）
脂質
（6）
芳香族化合物Ⅰ
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
テルペノイド・ステロイドⅠ
（7）
芳香族化合物Ⅱ
（8）
芳香族化合物Ⅲ
（9）
11/2まで
ハーバルプラクティショナー
（10）
テルペノイド・ステロイドⅡ（11）
テルペノイド・ステロイドⅢ（12）
アルカロイドⅠ
（休憩1時間）
（火曜）
全9回 10：00～15：00
三上 幸江
アルカロイドⅢ、その他の物質 （15）
機能性天然物質Ⅰ
（13）
アルカロイドⅡ
（14）
（16）
機能性天然物質Ⅱ
（17）
機能性天然物質Ⅲ （18）
論文発表、修了式
コード
│61019－567－00│
10/31 │ 11/7 │ 11/14 │ 11/21 │ 11/28 │ 12/5
メディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルプラクティショナ資格
JAMHA認定
12/12 │ 12/19 │ 1/9 │
の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたで
ハーバルプラクティショナー
もご受講いただけます。※試験受験条件：○シニアハーバルセラピスト有
養成講座
受講料 ￥144,000－
資格者 ○ハーバルプラクティショナー養成講座
（旧：ハーバルプラクティ
木曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括テキスト代 ￥1,000
ショナー植物化学科）
（18単位／ 36時間）
修了
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
筆
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年改訂
 記用具、
9/29まで
ハーバルプラクティショナー
新版）
』
（東京堂出版・￥3,200/税抜）
『薬学生のための天然物化学テキスト』
（廣
（休憩1時間）
（木曜）
全9回 10：00～15：00
岡崎 由美子
川書店・￥4,500/税抜）
を各自ご用意ください。※『メディカルハーブ植物化
コード
│61019－568－00│
学科テキスト』は講座初回に受付カウンターで購入可能。
12/7㈯│12/8㈰│1/18㈯│1/19㈰│2/15㈯│2/23㈰
JAMHA認定
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全18回
3/8㈰ │ 4/4㈯ │ 4/5㈰ │
ハーバルプラクティショナー
中13回以上の出席、全9回中7回以上の出席、論文の提出と論文発表が必須。

名古屋校

養成講座
土日集中コース

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト

三浦 利加子

受講料 ￥144,000－
（税抜）
教材費別 初回一括テキスト代 ￥1,000
11/6まで
（休憩30分）
全9回 13：00～17：30

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ホリスティックハーバルプラクティショナー養成講座（開催校：原宿表参道校・大阪校）
大阪校

コード

│61019－569－00│

11/9 │ 11/23 │ 12/7 │ 12/21 │
ホリスティック医学の理念に基づいた、ホリスティック・チーム医療の一員として
原宿表参道校
活動できるセラピスト、代替療法家を目指し、各医学分野の専門家から集中指導を
JAMHA認定ホリスティック
受講料 ￥193,200－ 教材費なし
受けられる講座です。スクール外の専門クリニックでの実習など、多様な代替療法
ハーバルプラクティショナー養成コース 指定の書籍を各自ご用意ください
（￥10,000程度）
。に触れる実地研修プログラムを 2 日間含みます。
ホリスティック医学領域
※他2日間実地研修があります。
○ホリスティック医学 ○東洋医学 ○心身医学 ○気 ･ エネルギー
土曜集中コース

神戸校
広島校
福岡校
大分校
受講申込み

（実地研修は、別施設となります）
○ケイシー療法
○シュタイナー医学 他
2020年3月28日㈯ 10：00 ～ 18：00
※
 ホリスティックハーバルプラクティショナーの資格取得を目指される
2020年4月 4 日㈯ 10：00 ～ 18：00
方は、1ハーバルセラピスト有資格者 2「ホリスティック医学領域」
（16
全4回 10：00～19：30
（休憩1時間30分）
（土曜）
降矢 英成 他講師陣
単位･32時間）
･「基礎医学領域」
（24単位･48時間）
をそれぞれ2/3以上の単
コード
│61719－418－00│
位を取得、の2点が必要です。
11/3 │ 11/10 │ 12/1 │ 12/8 │
※このコースは受講条件に制限はございません。
大阪校
筆
指定書籍
（各自ご用意ください。詳細はお問い合わせください。
）
JAMHA認定ホリスティック
 記用具、
￥193,200－ 教材費なし
ハーバルプラクティショナー養成コース 受講料
※
 他2日間実地研修があります。※コースにより開催校が異なります。
指定の書籍を各自ご用意ください
（￥10,000程度）
。
ホリスティック医学領域
お申込みの際は、まずは開催校にご連絡下さい。
※他2日間実地研修があります。
原宿表参道校：0120－821272 大阪校：06－6646－1770
（実地研修は、別施設となります）
2020年2月16日㈰ 10：00 ～ 18：00
2020年3月 8 日㈰ 10：00 ～ 18：00
全4回 11：15～20：45
（休憩1.5h）
（日曜）
ホリスティック医学専門家
コード
│61019－570－00│
1/11 │ 1/25 │ 2/8 │ 2/22 │ 3/7 │ 3/21 ホリスティック医学の理念に基づいた、ホリスティック・チーム医療の一員として
原宿表参道校
活動できるセラピスト、代替療法家を目指し、各医学分野の専門家から集中指導を
JAMHA認定ホリスティック
￥201,600－ 教材費なし
受けられる講座です。
ハーバルプラクティショナー養成コース 受講料
指定の書籍を各自ご用意ください
（￥19,500程度）
。
基礎医学領域
○解剖学 ○生化学 ○栄養学 ○薬理学 ○病態生理学Ⅰ･Ⅱ
土曜集中コース
※ホリスティックハーバルプラクティショナーの資格取得を目指される
全6回 10：00～19：30
（休憩1時間30分）
（土曜）
降矢 英成 他講師陣
方は、1ハーバルセラピスト有資格者 2「ホリスティック医学領域」
（16
単位･32時間）
･「基礎医学領域」
（24単位･48時間）
をそれぞれ2/3以上の単
コード
│61720－417－00│
位を取得、の2点が必要です。
1/12 │ 1/26 │ 2/2 │ 2/23 │ 3/1 │ 3/15
大阪校
※このコースは受講条件に制限はございません。
JAMHA認定ホリスティック
￥201,600－ 教材費なし
筆
指定書籍
（各自ご用意ください。詳細はお問い合わせください。
）
 記用具、
ハーバルプラクティショナー養成コース 受講料
指定の書籍を各自ご用意ください
（￥19,500程度）
。
基礎医学領域
※
 コースにより開催校が異なります。お申込みの際は、まずは開催校に
ご連絡下さい。原宿表参道校：0120－821272 大阪校：06－6646－1770
全6回 11：15～20：45
（休憩1.5h）
（日曜）
ホリスティック医学専門家
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ JAMHA検定直前対策講座・試験直前対策講座

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト

波間 治子

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト

波間 治子

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト

波間 治子

全1回

│61019－070－00 │ 8/17 │ 10：00～13：00
コード
│61019－573－00 │ 2/15 │ 10：00～13：00 ハーブ＆ライフ検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑問
や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
受講料 ￥3,600－ 教材費なし
筆
 記用具、ハーブ＆ライフ検定テキスト

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト

受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
教材費なし

受講料 無料 教材費なし

福岡校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

全1回
│61019－077－04 │9/18㈬│ 10：00～12：00
61019－583－01
10/5㈯
10
：
00～12
：00 アーユルヴェーダの基礎からスカルプケアの実習を体験します。JAPA 認定コース
│
│
│
コード│61019－583－02 │11/14㈭│ 13：30～15：30 やスリランカのアーユルヴェーダについてご紹介します。アーユルヴェーダに興味
│61019－583－03 │1/21㈫│ 10：00～12：00 のある方には是非オススメする講座です。
│61019－583－04 │2/14㈮│ 13：30～15：30 ◯アーユルヴェーダとは
◯スカルプケアトリートメント実習
◯ JAPA 資格対応コース説明 ◯スリランカのアーユルヴェーダについて
受講料 ￥3,000－ 教材費なし
筆
 記用具
※
 スカルプケアトリートメント実習では、トニックローションを頭皮に
使用します。
全1回

広島校

アーユルヴェーダ入門講座

JAPA認定校ハーバルライフカレッジにおけるアーユルヴェーダアドバイザー養成コ
ース・セラピスト養成コースについて説明をします。アーユルヴェーダに興味のあ
る方、本格的なトリートメントを学びたい方、アーユルヴェーダに関する知識を深
めたい方は、ぜひご参加下さい。
筆
 記用具

神戸校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│61019－076－04 │8/12㈪ │ 10：30～12：00
│61019－076－05 │9/4㈬ │ 10：30～12：00
│61019－582－01 │9/14㈯ │ 10：30～12：00
コード
│61019－582－02 │10/31㈭│ 10：30～12：00
│61019－582－03 │1/14㈫│ 13：30～15：00
│61019－582－04 │2/7㈮ │ 10：30～12：00

大阪校

アーユルヴェーダ資格対応コース
講座説明会

名古屋校

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／講座説明会・入門講座

静岡校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

岡崎 由美子

然物化学テキストを中心に総復習していきます。
ハーバルプラクティショナー講座受講済・受講修了予定の方

ハ
 ーバルプラクティショナー講座で使用するテキスト一式、筆記用具
※
 ハーバルプラクティショナー講座受講済・受講修了予定の方※施設内
全1回
（※10/3㈭休憩1時間、10/14㈪休憩15分）
でのお食事はご遠慮いただいております。予めご了承ください。

たまプラ丨ザ校

│61019－581－01 │10/3㈭│ 10：00～16：00
コード

│61019－581－02 │10/14㈪│ 13：00～18：15 ハーバルプラクティショナー講座を受講してから受験まで時間が経ってしまった
ハーバルプラクティショナー総復習
方、試験前にもう一度重要ポイントを確認したい方等を対象にしています。特に天
試験前に重要ポイントを確認しましょう 受講料 ￥10,000－ 教材費なし

町田校

全1回 13：00～18：00
（休憩30分）
（日曜）
│ 受講生優待 │61019－246－01│ 10/20㈰
一般
│
│61019－246－02│ 10/20㈰ 広範な出題範囲を持つ、日本のハーブセラピスト試験の最終仕上げに、模擬試験形
コード
日本のハーブセラピスト試験
│ 受講生優待 │61019－576－01│ 10/24㈭ 式で総復習しましょう。
直前対策講座
一般
│
│61019－576－02│ 10/24㈭ 試験対策のポイントをしぼって学習します。
筆
 記用具、日本のハーブセラピストコース・テキスト
受講料
受講生優待
：
￥10,000－
一般：￥15,000－
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
教材費なし
ハーバルプラクティショナー
当
 校の日本のハーブセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
全1回 10：00～13：00
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
岡崎 由美子
│ 受講生優待 │61019－578－01│ 10/20㈰
一般
│
│61019－578－02│ 10/20㈰ 出題範囲が広範なシニアハーバルセラピスト試験に向け、模擬試験形式で総復習し
コード
シニアハーバルセラピスト試験
│ 受講生優待 │61019－577－01│ 10/24㈭ ましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
直前対策講座
一般
│
│61019－577－02│ 10/24㈭
筆
『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019
 記用具、
年改訂版）
、
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
改訂新版）
（東京堂出版）
』
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 教材費なし
ハーバルプラクティショナー
当
 校のシニアハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
全1回 13：30～18：15
（休憩15分）
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
岡崎 由美子
│ 受講生優待 │61019－579－01│ 10/12㈯
一般
│
│61019－579－02│ 10/12㈯ 出題範囲が広範なハーバルプラクティショナー試験に向け、模擬試験形式で総復習
コード
ハーバルプラクティショナー試験
│ 受講生優待 │61019－580－01│ 10/17㈭ しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
直前対策講座
一般
│
│61019－580－02│ 10/17㈭
筆
『メディカルハーブ植物化学科テキスト』
、2016年改訂新版『メ
 記用具、
ディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（東京堂出版）
』
『薬学生
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
のための天然物化学テキスト
（廣川書店）
』
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 教材費なし
ハーバルプラクティショナー
当
 校のハーバルプラクティショナー養成講座の受講生は、受講料が優待
価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
岡崎 由美子
全1回 10：00～15：30
（休憩1時間）

飯能校（薬香草園）

波間 治子

柏校

ハーバルセラピスト試験直前対策講座

宇都宮校

全1回
（土曜）
│ 受講生優待 │61019－575－01│ 10/23
コード
一般
│
│61019－575－02│ 10/23 出題範囲が広範なハーバルセラピスト試験に向け、
模擬試験形式で総復習しましょう。
ハーバルセラピスト試験直前対策講座
試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
※ハーバルライフカレッジ受講生
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 教材費なし
ハーバルプラクティショナー
筆
（2019年改訂版）
 記用具、ハーバルセラピストコース・テキスト
全1回 10：00～15：30
（休憩1時間）
（水曜）
岡崎 由美子
当
 校のハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
│ 受講生優待 │61019－574－01│ 10/27
となります。
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
コード
一般
│
│61019－574－02│ 10/27

仙台校

ハーブ＆ライフ検定直前対策講座

札幌校

メディカルハーブ検定対応
模擬テスト

│61019－068－01 │8/3㈯ │ 13：00～16：00
│61019－068－02 │8/8㈭ │ 13：00～16：00 ポイントをしぼって学習します。この機会に疑問や苦手箇所を解消し、検定合格に
コード
│61019－571－01 │2/13㈭│ 13：00～16：00 向けて自信を付けましょう！
│61019－571－02 │2/15㈯│ 14：00～17：00
筆
 記用具、メディカルハーブ検定テキスト
受講料 ￥3,600－ 教材費なし
全1回
│61019－069－01 │8/17㈯│ 14：00～16：30
コード│61019－069－02 │8/22㈭│ 13：30～16：00 模擬試験、解説、ローション作り
│61019－572－01 │2/20㈭│ 14：00～16：30
筆
 記用具、メディカルハーブ検定テキスト
受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥600
（税抜）

原宿表参道校

メディカルハーブ検定直前対策講座

スペシャルセミナー

講座名／講師

大分校
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『ハーバルライフカレッジ Web 』
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受講申込み

Check!

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／アーユルヴェーダアドバイザー養成講座
コード

│61019－078－00│

原宿表参道校

9/2 │ 9/9 │ 9/30 │
JAPA認定
アーユルヴェーダアドバイザー養成講座 受講料 ￥24,000－
月曜コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,100

札幌校

5000年の歴史をもつ東洋の伝承医学「アーユルヴェーダ」
の基礎的な知識と生活に
役立つ知恵を実習を交えながら楽しく学びます。
（1）
アーユルヴェーダの歴史と哲学
（2）
体質別の新生活術Ⅰ
SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター
（3）
体質別の新生活術Ⅱ
（4）
トリートメントの基礎知識
青木 さゆり
全3回 10：00～15：30
（休憩1時間30分）
（木曜）
（5）
スリランカ式アーユルヴェーダ/アーユルヴェーディックハーブ
コード
│61019－584－00│
（6）
認定試験/試験解説/修了証授与
2/4 │ 2/25 │
JAPA認定
※全2回の集中コースはカリキュラムの順番が異なります。詳しくは開催校にお問
アーユルヴェーダアドバイザー養成講座 受講料 ￥24,000－
合せ下さい。
火曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,100
筆
書籍『癒しのアーユルヴェーダ』
（BAB ジャパン・￥1,600/税抜）
 記用具、
（各スクールでもご購入いただけます。
）
※2回目のみフェイスタオル2枚。
SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

仙台校

阿部 しずか

全2回 10：00～17：30
（休憩1時間30分）
（火曜）
コード
│61019－585－00│
11/28 │ 12/5 │ 12/12 │

2 回目はハンドトリートメントを行いますので、腕を出しやすい服装でご
参加下さい。また爪は短く切ってご参加されることをお勧めいたします。

JAPA認定
アーユルヴェーダアドバイザー養成講座 受講料 ￥24,000－
木曜コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,100

宇都宮校

SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

青木 さゆり

全3回 10：00～15：30
（休憩1時間30分）
（木曜）
コード
│61019－586－00│
10/19 │ 11/16 │

JAPA認定
アーユルヴェーダアドバイザー養成講座 受講料 ￥24,000－
土曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,100

柏校

SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

伊東 裕美

全2回 10：00～17：30
（休憩1時間30分）
（土曜）
コード
│61019－733－00│
3/6 │ 3/13 │ 3/27 │

飯能校（薬香草園）

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／アーユルヴェーダセラピスト養成講座

町田校

JAPA認定
アーユルヴェーダアドバイザー養成講座 受講料 ￥24,000－
金曜コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,100

10/26 │ 11/9 │ 11/30 │ 12/7 │ 1/25 │ 2/8 アーユルヴェーダトリートメントを本格的に学びたいという方のための講座です。
JAPA認定
2/22 │ 2/29 │
アーユルヴェーダの理論から実技までトータルに習得していただけます。
アーユルヴェーダセラピスト養成講座 ※最終日2/29のみ10
：00～14：00
（休憩なし）
です。（1）
総論（アーユルヴェーダの歴史と哲学）/スリランカのアーユルヴェーダ/ハーブ
土曜集中コース
受講料 ￥159,000－

生活の木Herbal Life College

スタッフ

全3回 10：00～15：30
（休憩1時間30分）
（金曜）
コード

│61019－587－00│

たまプラ丨ザ校

静岡校

各論 実習：ハーブティーブレンド
（2）
体質別の新生活術Ⅰ・Ⅱ/トリートメント理論/コンサルテーション理論・実践
実習：アーユルスプレーづくり
（3）
コンサルテーション実践/トリートメント実習
（4）
～
（5）
トリートメント実習
（6）
まとめ（理論･トリートメント）/トリートメント実習
（7）
理論試験/トータル練習（トリートメント）
（8）
実技試験（ヘッド・ボディートリートメント）
※マッサージ経験者
（初心者応相談）

筆
シャツ、
室内用シューズ、
書籍『癒しのアーユルヴェーダ』
（BAB
 記用具、
ジャパン・￥1,600/税抜）
（原宿校でも購入可。
）
※1回目の持ち物は筆記用
具のみ。※レッスンタオル無料貸出キャンペーンを行っております
※
 妊娠中、授乳中の方はご遠慮下さい。高血圧、既往症の方、敏感肌の
全8回 10：00～17：30
（休憩1時間30分）
（土曜）
方はご相談下さい。※最終日2/29のみ10：00～14：00
（休憩なし）
です。

（税抜）
教材費別 初回一括￥13,800

野口 千鶴
生活の木 アーユルヴェーダサロン

ayushaセラピスト

名古屋校

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／アーユルヴェーディックライフスタイリスト養成講座
JAPA認定
アーユルヴェーディック
ライフスタイリスト養成講座
（国内編）

大阪校

SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

野口 千鶴

コード
│61019－745－00│
3/9㈪ │3/10㈫│

本講座では、アーユルヴェーダの基礎理論を更に深め、ドーシャの調整を図る為の 3 つ
のエネルギーや、アグニ（消化の火）
、浄化法を「食事」
、
「ヨガ」
、
「瞑想」を通じ
て学びます。また、人間の感情と主要な臓器に関係のある「チャクラ」や、肉体と
精神の交流点とも呼ばれる「マルマ」を使ったメンタルバランス法を修得します。
※ここでの「ヨガ」とは、呼吸法と意識を中心とした瞑想法です。
※JAPA認定アーユルヴェーダアドバイザー有資格者

※講座終了後、
10時間出席された方には「修了認定証」を発行いたします。
筆
 記用具、フェイスタオル
全2回 10：00～16：30
（休憩1時間30分）

受講料 ￥27,000－
（税抜）
教材費別 初回一括 ￥2,300

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／アーユルヴェーダフットセラピスト養成講座
神戸校
広島校
福岡校

│61019－243－05 │8/24㈯│ 11：00～17：00
│61019－243－06 │9/24㈫│ 10：00～16：00「足は第二の心臓」と言われ、毎日短時間のフットトリートメントは、健康増進や
コード
│61019－589－01 │10/23㈬│ 10：00～16：00 疲労回復に役立ち、心も体もスッキリさせます。ベッドがなくてもできる、座った
│61019－589－02 │12/3㈫│ 10：00～16：00 ままで OK の相モデルによるフットトリートメントに加え、アーユルヴェーダの基
礎知識を習得します。ご自身やご家族はもちろん、
身の回りの方やサロンのオプショ
受講料 ￥13,500－ 教材費別 ￥5,000
（税抜） ンとしても活用できる知識と技術です。足裏～ひざ下までのアロマオイルトリート
メントの技術が身につく、一日完結講座です。
※講座終了後、4 時間以上出席された方には、
「修了認定証」を発行致します。
【講座内容】
SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター
〇アーユルヴェーダフットトリートメントとは
〇フットセラピストの為の解剖生理学
野口 千鶴
全1回
（休憩1時間）〇フットトリートメントの準備と注意事項 〇フットトリートメントの手技と手順
│61019－734－01 │9/28㈯│ 13：00～18：30
※フットトリートメント実習中心の為、脚に傷や水虫など感染症

コード│61019－734－02 │2/3㈪ │ 10：00～16：00
のある方はご受講いただけません。※実習のため、膝まで出しやすい服
JAPA認定コース
│61019－734－03 │3/17㈫│ 11：00～17：00
装
（スカート不可）
でお越しいただき、爪は短く切ってご参加ください。
アーユルヴェーダフットセラピスト
※アーユルヴェーダの知識をお持ちでない方もご受講いただけますが、
養成講座
受講料 ￥13,500－ 教材費別 ￥5,000
（税抜）
アーユルヴェーダの基礎理論を習得するには、アーユルヴェーダアドバ
イザー養成講座のご受講をお勧めいたします。
筆
（60ｘ120cm程度）
、
ハンドタオル１枚、
 記用具、大判の厚手バスタオル2枚
膝が出せる服装
（着替える場合）

JAPA認定コース
アーユルヴェーダフットセラピスト
養成講座

大分校

SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

阿部 しずか

全1回
（休憩1時間）

受講申込み
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※
（スカート不可）
でお越しいただき、
 実習のため、膝まで出しやすい服装
爪は短く切ってご参加ください。

＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

アーユルヴェーダ講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

│61019－086－03 │9/10㈫│ 10：00～12：00

生活の木

サロンayushaセラピスト

※
 爪を切って、ご参加下さい。

【手作り石けん】生活の木ハンドメイドギルド認定コース／入門講座

受講料 ￥3,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥1,200

8/9
（金）：アボカドうるおいソープ
9/29
（日）
：カモマイル & ハニーソープ
10/4
（金）
：シアバターのしっとりソープ
11/5
（火）
：クリスマスマーブルソープ
12/8
（日）
：ニューイヤーゆずソープ
1/8
（水）
：バレンタインソープ
1/30
（木）
：ひな祭りソープ
2/29
（土）
：さくらソープ
筆
（メガネでも可）
 記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、あればゴーグル
※
（長袖）
・靴でご参
 薬品等を扱いますので、受講時は作業しやすい服装
加下さい。

全1回

コード

│61019－596－00│

生活の木ハンドメイドギルド認定コース 1/7 │ 2/4 │ 3/10 │
手作り石けん 基礎科
受講料 ￥18,000－
火曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,850

全3回 10：00～15：30
（休憩1時間30分）
（金曜）
コード
│61019－598－00│
10/12 │ 11/16 │ 12/21 │

生活の木

毛塚 理恵

神戸校

生活の木ハンドメイドギルド認定コース
手作り石けん 基礎科
受講料 ￥18,000－
土曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,850

3回目の精油代、6回目の教材費は別途徴収いたします。
全3回 10：00～15：30
（休憩1時間30分）
（土曜）
コード
│61019－599－00│
1/19㈰│ 2/8㈯ │3/22㈰│

広島校

生活の木ハンドメイドギルド認定コース
手作り石けん 基礎科
受講料 ￥18,000－
土日集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,850
生活の木

大阪校

室 満美子

名古屋校

「石けんをかえたら肌も変わった」
毎日に使うものだから、
安心･安全な石けんを自分
で手作りしましょう！ハーブ・精油･植物油を使用したナチュラルでやさしい石けん
作り。
毎回違ったベーシックソープを作りながら、
石けん作りを楽しみます。
※講座終了後5回以上出席された方に、
基礎科修了書を発行致します。
3回目の精油代、6回目の教材費は別途徴収いたします。
生活の木Herbal Life College
（1）
石けんについて
実習：オリーブ100％石けん
（2）
植物油について
実習：肌をいたわるしっとりソープ
スタッフ
全3回 10：00～15：30
（休憩1時間30分）
（火曜）
（3）
精油について
実習：オリジナルの香りソープ
コード
│61019－597－00│
（4）
ハーブの効果と活用 実習：カモマイル＆カレンデュラハーブのはちみつソープ
生活の木ハンドメイドギルド認定コース 10/25 │ 11/22 │ 12/20 │
（5）
製法の種類
実習：ホットプロセスソープ
手作り石けん 基礎科
（6）卒業制作
受講料 ￥18,000－
金曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,850
筆
 記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、電卓
3回目の精油代、6回目の教材費は別途徴収いたします。
薬
（長袖）
･靴でご参加下さい。
 品等を扱いますので、受講時は作業しやすい服装
生活の木

静岡校

【生活の木ハンドメイドギルド認定コース】ハンドメイドギルド手作り石けん講座 基礎科／応用科

たまプラ丨ザ校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│61019－090－05 │8/9㈮ │ 10：00～12：00
│61019－090－06 │9/29㈰│ 10：00～12：00
│61019－595－01 │10/4㈮│ 10：00～12：00
61019－595－02 │11/5㈫│ 10：00～12：00
│
コード
│61019－595－03 │12/8㈰│ 10：00～12：00
│61019－595－04 │1/8㈬ │ 10：00～12：00
│61019－595－05 │1/30㈭│ 10：00～12：00
│61019－595－06 │2/29㈯│ 10：00～12：00

町田校

ハンドメイドギルド
手作り石けん入門講座

飯能校（薬香草園）

全1回

サロンayushaセラピスト

柏校

筆
（ハンドタオル
 記用具、Tシャツ、室内用シューズ、フェイスタオル2枚
不可）
※動きやすい服装でご参加下さい。
（ジーパン不可）

宇都宮校

生活の木

仙台校

全1回
※
 爪を切って、ご参加下さい。
│61019－592－01 │9/28㈯│ 10：00～12：00
コード
│61019－592－02 │3/19㈭│ 10：00～12：00 寝た状態
（仰臥位）
でのヘッドマッサージは、自宅で家族へのマッサージや、サロン
アーユルヴェーディックスカルプケア
のオプションにも活用できる相モデルによる講座です。アーユルヴェーダサロンで
ヘッドマッサージ仰臥位
受講料 ￥5,000－ 教材費なし
活躍するスタッフが、アーユルヴェーディックスカルプケアを伝授いたします。
※妊娠中の方はご遠慮下さい。※敏感肌の方、アレルギーのある方はご
相談下さい。※男性の方がご受講いただく際は、女性もしくは男性とペ
アでお申込み下さい。
筆
（ハンドタオル
 記用具、Tシャツ、室内用シューズ、フェイスタオル1枚
不可）
、バスタオル1枚、シーツ1枚
※動きやすい服装でご参加下さい。
（ジーパン不可）
生活の木
サロンayushaセラピスト
全1回
※
 爪を切ってご参加下さい。
│61019－088－02 │9/10㈫│ 13：30～15：30
コード│61019－593－01 │11/27㈬│ 13：30～15：30 タッチングの心地よさと、マルマ
（反射区）
を意識したトリートメントはご家庭やイ
アーユルヴェーディック
│61019－593－02 │1/28㈫│ 13：30～15：30 ベント、ボランティア活動にも活かせる内容です。ベッドが無くても出来る、アー
ハンドトリートメント
ユルヴェーディックスカルプケア【座位】との組み合わせもおすすめ。アーユル
1日体験コース
受講料 ￥5,000－ 教材費なし
ヴェーダサロンで活躍するスタッフが、伝授いたします。
※ 9/10
（火）
、11/27
（水）
、1/28
（火）
は、10：00 からアーユルヴェーディックスカルプ
ケア座位を予定しております。同時受講もおすすめです。
※妊娠中の方はご遠慮下さい。※アレルギーのある方はご相談下さい。
※男性がご受講をいただく際は、女性もしくは男性とペアでお申込下さい。

札幌校

※ 9/10
（火）
、11/27
（水）
、1/28
（火）
は、13：30 からアーユルヴェーディックハンドトリー
トメントを予定しております。同時受講もおすすめです。
※
 妊娠中の方はご遠慮下さい。※敏感肌の方、アレルギーのある方はご
相談下さい。※男性がご受講をいただく際は、女性もしくは男性とペア
でお申込下さい。
筆
（ハンドタオル
 記用具、Tシャツ、室内用シューズ、フェイスタオル2枚
不可）
＊動きやすい服装でお越し下さい。
（ジーパン不可）

原宿表参道校

│61019－591－01 │11/27㈬│ 10：00～12：00 座った状態でのヘッドマッサージはご家庭での他に、イベントやサロンのオプショ
アーユルヴェーディックスカルプケア コード│
61019－591－02 │1/28㈫│ 10：00～12：00 ンにも活用できる相モデルによる講座です。アーユルヴェーダサロンで活躍するス
ヘッドマッサージ座位
タッフが、アーユルヴェーディックスカルプケアを伝授いたします。
1日体験コース
受講料 ￥5,000－ 教材費なし

スペシャルセミナー

講座名／講師

3回目の精油代、6回目の教材費は別途徴収いたします。

伊東 裕美
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

大分校

Check!

福岡校

全3回 10：00～15：30
（休憩1時間30分）
（日曜）
コード
│61019－600－00│
手作り石けん講座（基礎科）
を終了した方のためのレッスン。
石けんに慣れ、
石けん
生活の木ハンドメイドギルド認定コース 10/8 │ 11/12 │ 12/10 │
作りの新しい製法にチャレンジしませんか？楽しみながら石けん作りをじっくり学び、
手作り石けん 応用科
受講料 ￥24,000－
毎回作成する度に完成度がアップする納得の講座です。
火曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥8,476
※講座終了後5回以上出席された方に、応用科修了書を発行致します。
6回目の教材費は別途徴収いたします。
（1）
石けん概要
実習：椿＆ヘナソープ
生活の木
（2）
油脂総論
実習：ローズヒップソープ
伊東 裕美
全3回 10：00～15：30
（休憩1時間30分）
（火曜）
（3）
油脂各論
実習：ベジタブルエキスソープ
コード
│61019－601－00│
（4）
石けんのデザイン 実習：アートソープ
1/17 │ 2/21 │ 3/27 │
（5）
液体石けん
実習：リキッドソープ
生活の木ハンドメイドギルド認定コース
（6）
卒業制作
手作り石けん 応用科
受講料 ￥24,000－
金曜集中コース
生活の木ハンドメイドギルド認定「手作り石けん基礎科」卒業生対象

（税抜）
教材費別 初回一括￥8,476
6回目の教材費は別途徴収いたします。
エ
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓
生活の木
薬
（長袖）
・靴でご参加下さい。
 品等を扱いますので、受講時は作業しやすい服装
室 満美子
全3回 10：00～15：30
（休憩1時間30分）
（金曜）

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
コード
│61019－602－00│
1/18 │ 2/22 │ 3/21 │

講座内容

原宿表参道校

生活の木ハンドメイドギルド認定コース
手作り石けん 応用科
受講料 ￥24,000－
土曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥8,476

札幌校

生活の木

毛塚 理恵

手作り石けん講座（基礎科）
を終了した方のためのレッスン。
石けんに慣れ、
石けん
作りの新しい製法にチャレンジしませんか？楽しみながら石けん作りをじっくり学び、
毎回作成する度に完成度がアップする納得の講座です。
※講座終了後5回以上出席された方に、応用科修了書を発行致します。
6回目の教材費は別途徴収いたします。
（1）
石けん概要
実習：椿＆ヘナソープ
（2）
油脂総論
実習：ローズヒップソープ
（3）
油脂各論
実習：ベジタブルエキスソープ
（4）
石けんのデザイン 実習：アートソープ
（5）
液体石けん
実習：リキッドソープ
（6）
卒業制作
生活の木ハンドメイドギルド認定「手作り石けん基礎科」卒業生対象

エ
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓
全3回 10：00～15：30
（休憩1時間30分）
（土曜）
薬
（長袖）
・靴でご参加下さい。
 品等を扱いますので、受講時は作業しやすい服装

仙台校

【生活の木 ハンドメイドギルド認定コース】ハンドメイドギルド手作り石けん講座 研究科
生活の木ハンドメイドギルド認定
手作り石けん研究科①
色・素材 金曜コース

宇都宮校

生活の木 ハンドメイドギルドディレクター

梅原 亜也子

コード
│61019－603－00│
11/1 │ 12/6 │ 1/10 │ 2/7 │

（1）
ガイダンス・植物油別固形石けん （2）
色見本作成 （3）
植物油別液体石けん
（4）
塩析実習・データ撮影 廃油使用等
生活の木ハンドメイドギルド認定「石けん講座応用科」卒業生対象

受講料 ￥40,000－ 教材費含
※16時間中、13時間以上出席をされた方に、修了証を発行いたします。
別途 使用テキスト
※生活の木ハンドメイドギルド認定「ハンドメイドソープ講師養成講座」
「手作り石けんの基本」
（￥1,380/税抜）
卒業生・旧：手作り石けん研究科 卒業生にもお勧めです。
エ
（メガネでも可）
、
 プロン、ゴム手袋、マスク、電卓 、あればゴーグル
デジタルカメラ
（記録用）
※スマートフォン可、筆記用具 ※書籍「手作
り石けんの基本」
（￥1,380/ 税抜・初回に店頭購入も可）
＊
（長袖）
・靴でご参
 薬剤等を扱いますので、受講時は作業しやすい服装
加下さい。＊振替対応は出来ません。
全4回 13：00～17：00
（金曜）

柏校

【生活の木 ハンドメイドギルド認定コース】ハンドメイドソープ講師養成講座

飯能校（薬香草園）

生活の木ハンドメイドギルド認定
ハンドメイドソープ講師養成講座
平日集中コース
生活の木

梅原 亜也子 他講師陣

町田校

生活の木ハンドメイドギルド認定
ハンドメイドソープ講師養成講座
土日集中コース
生活の木

梅原 亜也子 他講師陣

9月期
│
9/26㈭│9/27㈮│

│ 61019－100－00
「生活の木ハンドメイドギルド認定コース基礎科」
の講師を育成するカリキュラムです。
手づくり石けんの楽しさや豊かさを伝えながら、
石けんづくりの指導法に必要な知
3月期
コード
│
│ 61019－605－00 識と石けんづくりの技術を学びます。
3/23㈪│3/24㈫│
（1）
ハンドメイドギルドとは
（2）
実習の安全な進め方・苛性ソーダの取り扱いについて
受講料 ￥36,000－
（3）
実習環境について・パッチテスト・衛生
（税抜）
教材費別 初回一括 ￥3,200
（4）
教育・関連法規・環境
全2回 10：00～17：30
（休憩1時間30分）
（5）
卒業制作の進め方
コード
│61019－606－00│
（6）
筆記試験・解説
1/25㈯│1/26㈰│
生活の木ハンドメイドギルド認定「手作り石けん応用科」卒業生対象

受講料 ￥36,000－
エ
（携帯・スマートフォン不可）、
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓
（税抜）
教材費別 初回一括 ￥3,200
あればゴーグル
（メガネでも可）
、
基礎科のテキスト
※
（長袖）
・靴でご参
 薬品を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
加下さい。※ 2 日目の試験は電卓が必要です
（携帯・スマートフォン不可）
お忘れなくご持参下さい。
全2回 10：00～17：30
（休憩1時間30分）
コード

たまプラ丨ザ校

【生活の木 ハンドメイドギルド認定コース】ソープデコ養成講座
コード

│61019－607－00│

ハンドメイドディレクター梅原亜也子が指導！ 11/25 │ 12/23 │ 1/20 │ 2/10 │ 3/9 │ 3/30
生活の木ハンドメイドギルド認定
￥27,000－
ソープデコ講座 基礎科 秋冬編 受講料
教材費別 各回￥2,000～￥3,000程度
（税抜）
月曜コース

静岡校
名古屋校

MP ソープや、練り石けんを使用して、スイーツや宝石のように、見た目も美しい
石けんを作ります。様々な技法と共に、香りや色彩、季節を感じ、色や形、色彩を
デコレーションして作るデコレーションソープは、作って、飾って、使って楽しめる、
毎回ワクワク感満載の講座です。講座終了後 5 回以上出席された方に、基礎科修了
証を発行致します。
生活の木 ハンドメイドギルドディレクター
【デコレーションソープ実習】
全6回 13：30～16：30
（月曜）1：季節の和菓子ソープ
2：宝石ソープ1
3：宝石ソープ2
梅原 亜也子
4：季節の洋菓子ソープ
5：イベント洋菓子ソープ
6：カラフル洋菓子ソープ
コード
│61019－608－00│
デ
 コレーション石けんにご興味のある方。どなたでも。
ハンドメイドディレクター梅原亜也子が指導！ 10/20 │ 11/24 │ 12/15 │ 1/12 │ 2/9 │ 3/8
生活の木ハンドメイドギルド認定
エ
 プロン、筆記用具
￥27,000－
ソープデコ講座 基礎科 秋冬編 受講料
教材費別 各回￥2,000～￥3,000程度
（税抜）

日曜コース

生活の木 ハンドメイドギルドディレクター

梅原 亜也子

全6回 14：30～17：30
（日曜）

【生活の木 ハンドメイドギルド認定コース】ハーブ染講座
大阪校

コード

│61019－610－00│

10/20 │ 11/24 │ 12/22 │ 1/12 │ 2/9 │ 3/8 ハーブが創る色はいくつもの光が重なり合って出来る色で、自然でやわらかく心を
生活の木ハンドメイドギルド認定
暮らしを彩るハーブ染め講座 基礎科 受講料 ￥27,000－ 教材費別 各回3,000程度 和ませます。講座では、様々なハーブの特徴と知り、それぞれのハーブの持つ色素
を活かした染色を愉しみます。気が付けば、私たちの暮らしを美しく彩ります。
日曜コース

神戸校
広島校

生活の木 ハンドメイドギルドディレクター

梅原 亜也子

ナチュラルコスメ／手作り石けん

講座終了後 5 回以上出席された方に、基礎科修了証を発行致します。
【カリキュラム＆実習内容】
ハーブについて、ハーブ染とは、ハーブ染を始める前に
（染色に向くハーブ、繊維
について）
、ハーブ染レッスン
（用具、抽出とは、ハーブ染の特性、ハーブ染の注意）
染色実習
①シルク染 染色実習
②ハーブ8種の染色 染色実習
③ウール染 染色実習
④ぼかし染 染色実習
⑤絞り染 染色実習
⑥卒業制作
※グループ制作・修了式
ハーブ染めにご興味のある方。どなたでも。
全6回 10：00～13：00
（日曜）
筆
（石鹸との兼用は不可）
 記用具、エプロン、ゴム手袋

福岡校
大分校
受講申込み

│ 10：00～12：00
│ 10：00～12：00 手作り化粧品のための、さまざまなハーブ基剤の抽出方法の基礎を解説・実習しま
│ 10：00～12：00 す。実習は、ハーブのもつ成分を活かした各基剤と、各基剤を使用した手作り化粧
│ 10：00～12：00 品のふたつを作成します。
│ 10：00～12：00
メディカルハーブコーディネーター有資格者または同レベルの知

受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,000
識をお持ちの方単発受講も可能ですが、第1回目
（11月）
から順を追っての
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ご受講をおすすめします。
湯川 智恵美
全1回
（月曜）
筆
（汚れが気になる方）
 記用具、エプロン
│61019－612－01 │10/13㈰│ 10：30～12：00
│61019－612－02 │11/4㈪│ 10：30～12：00 クリーム＆口紅＆グロスを手作りいたします。元化粧品会社、美容相談室勤務の経
手作りコスメでキレイをアップ
61019－612－03 │12/18㈬│ 10：30～12：00 験を活かしお肌に優しく高品質なコスメを目指しています。お肌と口元からキレイ
ふわとろクリーム＆口紅＆つややかグロス コード│
│61019－612－04 │2/11㈫│ 10：30～12：00 になれるレッスンとなっております。
│61019－612－05 │3/19㈭│ 10：30～12：00
筆
 記用具
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥2,500
浜野 有美
全1回

ハーブの効果をコスメに活かす！
美容のための基礎製剤

ƒ受講申し込みはP141へ

│61019－611－01 │ 11/25
│61019－611－02 │12/23
コード│61019－611－03 │ 1/27
│61019－611－04 │ 2/24
│61019－611－05 │ 3/23
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

アロマフランス認定クレイプロフ
（クレイテラピー講師）

姫野 純子

│61019－614－01 │3/11㈬│ 10：00～12：30
コード

約 80g が 6 個分＊アロマおまけ講座あり。
エ
 プロン、ゴム手袋、メガネまたはゴーグル、筆記用具、持ち帰り用保
温バックなど必要に応じてお持ちください。

近藤 由香里

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

近藤 由香里

黒澤 千代子

春を彩るデザインソープ
季節を楽しむ
ムルムルバター配合石けん

薬
（長袖）
や靴でご
 品などを使用しますので、受講時は作業しやすい服装
全1回
参加ください。髪の毛の長い方は、作業中は束ねて下さい。
│61019－741－01 │2/5㈬ │ 13：30～15：45
コード
│61019－741－02 │3/6㈮ │ 13：30～15：45 講座では、ムルムルバターの特徴など使用する基材についてお話をし、デザインの
コツなどをお伝えします。生地の色付けは、講師が用意した数種類のクレイやピグ
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥2,000
メント類の中から、2 種類お好みのものをお選び頂けます。
※苛性ソーダを使用した石けん作り経験者

筆
 記用具、エプロン、マスク、ゴム手袋、電卓、ゴーグル又はめがね、
作成した石けんを持ち帰る袋

黒澤 千代子

全1回

ハーブ･アロマテラピーの為の
ビジネスセミナー

受講申込み
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大分校

ƒ受講申し込みはP141へ

最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

福岡校

Check!

広島校

受講料 ￥30,000－ 教材費別 初回一括￥3,000 2. アコード実習
（フゼア・フローラル・スパイシー・シトラス・ウッディ・オリエンタル）
その他、毎回ブレンド作成に使用した希釈精油 3. 毎回テーマを決めて 2 種のブレンド創作。
（レシピなどのシェアタイムを多くとります）
代を別途お支払いただきます
※AEAJ認定アロマブレンドデザイナー有資格者もしくは講座修了

生※多くの精油を嗅ぐ内容のため、妊娠中の方はご遠慮ください。
筆
 記用具、AEAJ認定アロマブレンドデザイナー公式テキスト、アロマブ
レンドデザイナー講座時に作成済のパレットシート、この講座内で作成
するブレンド精油瓶を持ち運びできる袋など
（生活の木アロマブレンドデ
ザイナー養成講座受講生は講座時に使用した黒いポーチで可）
AEAJ認定アロマセラピスト
全6回 13：30～16：30
（水曜）
加藤 美奈子
※
 多くの精油を嗅ぐ内容のため、妊娠中の方はご遠慮ください。
コード
│61019－624－00│
アロマブレンドデザイナーブラッシュアップ 10/10 │ 11/7 │ 11/28 │ 12/12 │ 1/9 │ 2/6 約 100 種類の精油を揃えて自然香水を作る講座です。毎回ノートレッスン、アコー
ドレッスン、コンポジッションレッスンを行います。ラフに発言できることを大切
自然香水・専科
受講料 ￥24,000－
にし、各自が作成した自然香水への感想を交換し合い、報告書にまとめ、ブレンド
二十四節気・七十二候と精油
教材費別 各回￥1,500～￥2,000
技術の向上につながるように進めてまいります。
※AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー、アロマブレンドデザイ

AEAJ認定アロマセラピスト
ナー有資格者、もしくは同等の知識をお持ちの方。
アロマテラピーインストラクター
全6回 14：30～16：30
（木曜）
筆
 記用具
岩間 裕子

神戸校

ブラッシュアップ講座

コード
│61019－622－00│
アロマブレンドデザイナー
10/16 │ 11/20 │ 12/18 │ 1/15 │ 2/19 │ 3/18 1. 参考精油 6 種
アドバンス講座
（復習）
及びブレンドの幅を広げる精油 18 種、新たに 6 種の精油を
アロマブレンドデザイナーブラッシュアップ
加えたパレット作成

大阪校

生活の木

│61019－110－02 │9/25㈬│ 10：00～17：00
コード
│61019－621－01 │2/14㈮│ 10：00～17：00 ハーブ・アロマテラピー専門店の開業に興味をお持ちの方の為の一日講習です。
ハーブ専門店として 42 年の経験と約 120 店舗の運営ノウハウを活かし、第一線で
受講料 ￥18,000－ 教材費なし
活動する生活の木講師陣が開店準備から運営までを楽しく、わかりやすく解説させ
開講日9/25
（水）※申込締切9/4
（水）
ていただきます。
2/14
（金）※申込締切1/24
（金）
◯ハーブ・アロマテラピー マーケティング事情
◯ハーブ・アロマテラピー専門店を開業するためのノウハウ
◯店舗運営と活性化
※施設内でのお食事はご遠慮いただいております。予めご了承ください。
筆
 記用具、電卓
※
 申込締切日は開講3週間前となります。
全1回
（休憩1時間）
※施設内での飲食はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。

名古屋校

ハーブ・アロマテラピーの為のビジネスセミナー講座

薬
（長袖）
や靴でご
 品などを使用しますので、受講時は作業しやすい服装
参加ください。髪の毛の長い方は、作業中は束ねて下さい。

静岡校

ハンドメイドギルド認定
ハンドメイドソープインストラクター

│61019－740－01 │12/3㈫│ 13：30～15：45
コード
│61019－740－02 │1/15㈬│ 13：30～15：45 講座では、杏仁油の特徴など使用する基材についてお話をし、デザインのコツなど
をお伝えします。生地の色付けは、講師が用意した数種類の生薬やハーブパウダー
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥2,000
などの中から、3 種類お好みのものをお選び頂けます。
※苛性ソーダを使用した石けん作り経験者

筆
 記用具、エプロン、マスク、ゴム手袋、電卓、ゴーグル又はめがね、
作成した石けんを持ち帰る袋

たまプラ丨ザ校

ハンドメイドギルド認定
ハンドメイドソープインストラクター

黒澤 千代子

薬
（長袖）
や靴でご
 品などを使用しますので、受講時は作業しやすい服装
参加ください。髪の毛の長い方は、作業中は束ねて下さい。

町田校

ナチュラルカラーのデザインソープ
ハーブ・生薬を使った石けん

全1回

飯能校（薬香草園）

ハンドメイドギルド認定
ハンドメイドソープインストラクター

＊
（長袖・
 当日は苛性ソーダを使用しますので受講時は作業しやすい服装
靴）
でご参加下さい＊作業の工程上、遅刻をしてご参加をされる場合には
全1回
ご連絡下さい。
（生活の木原宿表参道校：03－3409－1709）
│61019－618－01 │10/1㈫│ 13：30～15：45
コード
│61019－618－02 │11/6㈬│ 13：30～15：45 講座では、マカデミアナッツオイルの特徴など使用する基材についてお話をし、デ
ザインのコツなどをお伝えします。生地の色付けは、講師が用意した数種類のクレ
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥2,000
イやピグメント類の中から、2 種類お好みのものをお選び頂けます。
※苛性ソーダを使用した石けん作り経験者

筆
 記用具、エプロン、マスク、ゴム手袋、電卓、ゴーグル又はめがね、
作成した石けんを持ち帰る袋

柏校

優しい泡のハート＆
花柄のラウンド型石けん
暮らしを彩るハンドメイドソープ

全1回
│61019－615－01 │10/7㈪│ 10：00～12：30
コード
│61019－615－02 │11/7㈭│ 10：00～12：30 数種類のオイルを使用し、１ヶ月の熟成を経て使用可能になる CP 方法で作ります。
お好きなカラーを２色使用してデザインしていきます。道具を使用し、角度によっ
受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥3,520
て羽根や木の模様に見えるようにデザインしていきます。カットが待ち遠しくなる
石けんです。約 60g が 6 個分。
エ
 プロン、ゴム手袋、メガネまたはゴーグル、筆記用具、持ち帰り用保
温バックなど必要に応じてお持ちください。

宇都宮校

FEATHER&TREE SOAP
〜クリスマス特集〜
（1日体験コース）

＊
（長袖・
 当日は苛性ソーダを使用しますので受講時は作業しやすい服装
靴）
でご参加下さい＊作業の工程上、遅刻をしてご参加をされる場合には
ご連絡下さい。
（生活の木原宿表参道校：03－3409－1709）

仙台校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

札幌校

│61019－614－02 │3/16㈪│ 10：00～12：30 3 種類のクレイを使用して簡単なデザインをしてみましょう。トップは講師が用意
3種のクレイとムルムルバター石けん
したレース石けんで飾ります。20 種類の精油をご用意しています。石けん作りの基
〜美白・ニキビ・アンチエイジングに〜 受講料 ￥6,000－ 教材費別 ￥3,630
礎から始めますので、初心者のかたも安心してご参加いただけます。
（1日体験コース）

原宿表参道校

クレイ
（ホワイトカオリン）
使いこなし講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│61019－613－01 │ 11/13 │ 13：00～15：30
コード│61019－613－02 │ 1/15 │ 13：00～15：30 クレイとは何か？その特徴は？一番肌に優しいと言われている、ホワイトカオリナ
│61019－613－03 │ 3/4 │ 13：00～15：30 イトについて学びます。スキンケアに、心と体のバランスを調整したり、生活の中
での様々な活かし方があります。暮らしの中ですぐに役立てていただける講座です。
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥500
実習で手のパックをして体感します。
筆
 記用具、ハンドタオル
全1回
（水曜）

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

原宿表参道校

札幌校
仙台校
宇都宮校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
コード
│61019－625－00│
10/17 │ 11/14 │ 12/5 │ 1/16 │ 2/13 │ 3/12 精油の化学成分とその働きに視点をおき、毎日の健康維持やケアのための具体的な
精油ブレンド例や使い方を紹介する講座です。
（1）
概論 植物の固有性と精油の化
受講料 ￥24,000－
学成分 （2）
ハーブ精油
（3）
シトラス ･ スパイスの精油 （4）
ウッディ・ニードル精
教材費別 各回￥1,000～￥2,000
油
（5）
レジン精油 （6）
フローラル精油
※AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー有資格者もしくは
AEAJ認定アロマセラピスト

アロマテラピーインストラクター
同等の知識がある方
岩間 裕子
全6回 14：30～16：30
（木曜）
筆
 記用具
3月期
コード
│
│ 61019－626－00
セラピストブラッシュアップ講座
即現場で使える30分ハンドトリートメント 3/12 │ 3/26 │
スポーツケアやボランティアの現場、介護、サロンメニューなどでご提供できるア
ロマテラピーに反射区を取り入れた全行程 30 分のハンドトリートメント技術を学
2月期
コード
│
│ 61019－627－00 びます。挨拶からクロージングまで行えるように練習します。併せて準備物やお声
2/13 │ 2/20 │
かけなどについても即現場で使える内容を指導します。
※AEAJ認定アロマハンドセラピスト資格取得者、AEAJ認定

受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥1,500
アドバイザー以上の資格をお持ちの方でご経験のある方。同等の知識、
ご経験のある方。
筆
 記用具、薄手のバスタオル２枚、フェイスタオル1枚、ビニール袋
AEAJ認定アロマセラピスト
全2回 10：00～13：00
（木曜）
岩間 裕子
施
ネイル等はお取りになってご参加ください。
 術しやすい服装、爪は短く、
│61019－631－01 │10/12㈯│ 16：00～18：00
コード
│61019－631－02 │1/30㈭│ 10：00～12：00 分子模型を組み立てることで分子の立体構造が見えてきます。化学が苦手な方、初
分子模型を組み立てる
心者の方、アロマ・ハーブの試験合格を目指している方にはおすすめです。分子模
化学の立体構造を理解する
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥2,000
型はお持ち帰りいただけます。
1日体験コース
筆
 記用具
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

インストラクター・セラピスト
ブラッシュアップ講座
女性のための健康維持･ケア精油
ブレンドレシピ集

岡崎 由美子

文部科学省後援

健康管理能力検定対応コース

柏校

健康管理能力検定対応コース
講座説明会

飯能校（薬香草園）

日本成人病予防協会

八幡 智子
文部科学省後援
健康管理能力検定対策講座

町田校

日本成人病予防協会認定講師/健康管理士

栗原 冬子

調香／薫香／インセンス

たまプラ丨ザ校

調香師に教わる
やさしい調香講座
コンプリート短期集中コースⅠ
調香師

沖田 正雄

静岡校

香りと室礼事始め
歴史と文化を学ぶ
〜日本の香りと室礼〜

名古屋校

香りと室礼文化研究所

宮沢 敏子

大阪校

グラースのハーモニーレッスン
〜精油で作るあなただけの香水〜

全1回

│61019－635－01 │10/6㈰│ 10：30～12：00
コード
│61019－635－02 │10/16㈬│ 10：30～12：00 健康管理能力検定は、
「体内時計」の働きやしくみを学び、健康で美しい毎日を送
るための身近な健康管理について易しく学ぶことができる検定です。説明会では、
受講料 無料 教材費なし
ちょっとためになるミニ健康講演会、健康管理能力検定対応講座の特徴やカリキュ
ラムをお伝えします。
○講座説明会 ○ミニ講座
筆
 記用具
全1回
│61019－636－01 │10/19㈯│ 10：00～17：10
コード
│61019－636－02 │10/23㈬│ 10：00～17：10 知識は健康を守るために最も大切な財産です。文部科学省後援健康管理能力検定
を通じて自分や家族、周りの人の健康を守りましょう。検定の受験を目指し、3 級
受講料 ￥18,000－
合格で生活リズムアドバイザー、2 級合格で健康リズムカウンセラーの資格が得ら
教材費別 初回一括 ￥17,820
れます。心身ケアのための 3 種のアロマクラフトを楽しみながら学びます。
※教材費内訳：実習費￥1,620、
検定日：10/27
（日）
予定 ※詳しくは協会 HP にてご確認下さい。
テキスト代2級￥8,000・3級￥7,000
筆
（釣銭のないようお願いします。
）
 記用具・初回材料費
全1回
（休憩1時間10分）
※
 施設内でのお食事はご遠慮いただいております。予めご了承ください。
コード
│61019－637－00│
10/9 │ 11/6 │ 12/4 │ 1/8 │ 2/5 │ 3/4

幅広く奥深い知識を必要とする魅力的な調香の世界を、短期間で修得できる講座です。
基礎から本格的な技術をしっかり身に付けたい方にお勧めです。
1 ローズ 2 ジャスミン 3 シトラス 4 ライラック 5 ミュゲ 6 アニマル
筆
 記用具、お手持ちの精油をお持ち下さい。
全6回 11：00～13：00
（水曜）
コード
│61019－638－00│
10/7 │ 11/11 │ 12/2 │ 2/3 │ 3/2 │
教室では日本の文化を学びながら季節の作品を制作していただきます。香料は京都
の香老舖から取り寄せた良質なものを、裂地などの材料は伝統につちかわれた最高
受講料 ￥15,000－ 教材費初回一括 ￥11,000 の素材をもちいます。
今季制作予定
①王朝人の香り ②沈香を焚く
（唐紙の香包み・有職裂の敷物）
③新年の伝統飾り
筆
（※初回は筆記用具
 記用具、その他各回講師より指示がございます。
のみお持ちください）
受講料 ￥30,000－
教材費別 各回￥8,000
（税抜）

全5回 10：30～12：30
（月曜）
コード
│61019－639－00│
11/26 │ 1/21 │

レ
 ッスンではテーマに沿った講義と作品制作の手順を記したプリントを
お渡しします。お裁縫はやったことがないのでちょっと心配と言われる
方もぜひご参加ください。

神戸校
広島校

自然な素材「精油」で一人ひとりオーダーメイドで作っていきます。①精油ブレン
ドのハーモニーとは アントワネットの調香を元に②名香を再現してみよう 調香
学校のレッスンを元に
（社）
自然療法機構認定自然療法士
筆
 記用具
長谷川 弘江
全2回 18：30～20：30
（火曜）
コード
│61019－640－00│
2/25 │ 3/24 │
彼女の知恵は、石やハーブ、歌う事など身近にあるものを用いたシンプルな癒しの
ヒルデガルトの
方法です。
ナチュラルビューティーケア
受講料 ￥7,000－ 教材費別 初回一括￥2,000 ①聖ヒルデガルトのビューティハーブの使い方 実習 ケアオイル
〜ドイツ自然療法で美しく健やかに〜
②中世 僧院医学のナチュラルドリンク
実習 ビューティドリンク
（社）
自然療法機構認定自然療法士
筆
 記用具
全2回 13：30～15：30
（火曜）

長谷川 弘江

受講料 ￥7,000－ 教材費別 初回一括2,000

│61019－641－01 │10/19㈯│ 10：00～12：00

│61019－641－02 │11/6㈬│ 10：00～12：00
パーソナル・アロマ調香
61019－641－03 │12/7㈯│ 10：00～12：00
自分を知って魅力を高めるアロマブレンド法 コード│
│61019－641－04 │1/13㈪│ 10：00～12：00
（1日体験コース）
│61019－641－05 │2/16㈰│ 10：00～12：00

福岡校
大分校

植物の香りの採れる部位による特徴と９つの人間の性格を結びつけた体系的なメ
ソッドで、あなたのパーソナリティーをより輝かせてくれる香りを探し出し、美し
い香りに調香します。毎回可愛い香水ボトルにあなたのパーソナル・アロマフレグ
ランスを詰めてお持ち帰りいただきます。
│61019－641－06 │3/10㈫│ 10：00～12：00
筆
 記用具
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,800
井崎 真奈美
全1回
│61019－642－01 │10/19㈯│ 13：30～15：30
│61019－642－02 │11/6㈬│ 13：30～15：30 5 つのタイプの世界の名香について、その構成やエピソードを交え、実際に本物と
精油でブレンドする世界の名香
61019－642－03 │12/7㈯│ 13：30～15：30 精油のみでブレンドした香りをご紹介し、その中からお好きなタイプの香水をご自
ナチュラル感のある贅沢な香りを楽しもう！ コード│
│61019－642－04 │1/13㈪│ 13：30～15：30 身で調香いただきます。出来上がった香水は可愛いボトルに詰めてお持ち帰りいた
（1日体験コース）
│61019－642－05 │2/16㈰│ 13：30～15：30 だきます。
│61019－642－06 │3/10㈫│ 13：30～15：30
筆
 記用具
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,800
井崎 真奈美
全1回
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

自然療法／ライフスタイル／他

英国認定メディカルハーバリスト

菅原 麻貴

中村 薫

はじめてのハーブディー・
ブレンドレッスン
〜家族で飲めるハーブティー〜

コード
│61019－646－00│
10/31 │ 11/14 │ 12/19 │

乾燥や寒さを乗り切る術を薬膳を中心にお話しします。
10/31 秋は乾燥の季節 潤腸、うる肌対策 / ハトムギ、白きくらげ活用法
11/14 その冷えはどこから？冷えチェックと対策 / 温活食材と温活スープ
12/19 体質改善薬膳茶のすすめ / 体質別ブレンド茶
筆
 記用具
全3回 14：30～16：30
（木曜）
│61019－743－01 │11/28㈭│ 13：30～15：30
コード
│61019－743－02 │1/27㈪│ 13：30～15：30 11 月－秋のリラックスハーブティーブレンド／
1 月－春のムズムズに備えるハーブティーブレンド
受講料 ￥3,500－ 教材費別 ￥1,000
※フレンドハーブティーは、除湿剤入りのアルミパックでお持ち帰りいただけます。
筆
 記用具
受講料 ￥10,500－ 教材費別 ￥7,700

しまだ りえ

最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp
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大分校

ƒ受講申し込みはP141へ

福岡校

Check!

広島校


筆
 記用具、動きやすい服装

神戸校

全1回

大阪校

AEAJ認定アロマセラピスト

乾 裕子

名古屋校

※
 講師は女性。講座の性質上、個人的な内容についてはご了承を得た上
全1回
で進めていきます。※実践ではオイルが服につく可能性があります。
│61019－655－01 │10/23 │ 13：00～15：00
61019－655－02 │ 11/20 │ 13：00～15：00 日本の自然・森の植物や香りを、その歴史や文化もあわせながら、分かりやすく自
日本の森・ハーブとアロマと森林セラピー コード│
│61019－655－03 │ 1/22 │ 13：00～15：00 然療法を学びます。また、季節に添ったハーブ・アロマ・アーユルヴェーダ等自然
秋冬、
五感を磨いてキレイ！＆未病を予防
│61019－655－04 │ 2/19 │ 13：00～15：00 療法を未病予防として、生活で活かせる実習体験も通して学びます。各回毎に、季
│61019－655－05 │ 3/18 │ 13：00～15：00 節おすすめの森林もご紹介いたします。
※食物、植物アレルギーをお持ちの方は事前に講師にお知らせください。
受講料
￥5,000－ 教材費受講料に含む
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター
筆
 記用具、ハンドタオル、ティッシュ、クラフトお持ち帰り用のナイロ
全1回
（水曜）
ンまたは紙の袋
工藤 知恵
│61019－656－01 │10/29㈫│ 10：30～12：00
61019－656－02 │1/24㈮│ 10：30～12：00 ハーブや精油を用いて、そのときの自分にフィットするスプレーやオイルをブレン
植物と香りのビューティーエイジング コード│
│61019－656－03 │3/5㈭ │ 10：30～12：00 ドします。続いて香りの瞑想、発声、ダンスワークのボディワークやカラーセラピー
季節・植物とともに。
自分の中心へ。
などで、自分の聖なる中心にコミットし、整えましょう。ハーブティーを飲みなが
受講料 ￥2,600－ 教材費別 1,300
らのゆるやかなクラスです。

静岡校

IFPA認定アロマセラピスト

本部 順和

たまプラ丨ザ校


筆
（実践でオイルを塗布しますの
 記用具、ハンドタオル、動きやすい服装
で、袖や裾が上げられる服装など）
でお越しください。

受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥500

町田校

プレマタニティ
（妊活）
・
セルフボディケア
〜アロマで妊活中のセルフケア〜

全1回
│61019－654－01 │10/19㈯│ 10：30～13：00
│61019－654－02 │11/26㈫│ 10：30～13：00 ベビ待ち中の「気持ちとからだを整える」ためのアロマケアをご紹介します。気持
コード
│61019－654－03 │2/1㈯ │ 10：30～13：00 ちの変化、体調に合う精油を見つけ、アロマアイテムを 2 種類、制作します。後半
│61019－654－04 │3/14㈯│ 10：30～13：00 は、妊活中の日々のケアに取り入れていただくための実践演習を行います。

飯能校（薬香草園）

日本アロマ蒸留協会マスターPRO

筆
 記用具、エプロン、作成クラフトお持ち帰り袋
※
 受講後、ご希望であればキッチン蒸留用蒸留鍋ATRPOTをご購入いただ
けます。受講特典価格￥35,000
（ATRBOOKなし／税別）
（お渡しまでにお時
間を頂戴いたします。
）

柏校

全1回
│61019－647－01 │10/6㈰│ 13：30～15：30
コード
61019－647－02
10/23㈬
10
：
30～12
：30 ユズやヒノキを基材として２種類のバスキューブをつくります。香りがどのように
│
│
│
柚子と檜の魔法 癒しのバスキューブ
カラダにはたらきかけるのかの豆知識も講師が丁寧にお伝えします。ハーブと日本
ハーブのいろは
受講料 ￥3,500－ 教材費別 ￥1,000
の入浴文化、生活のつながりをお楽しみください。
基本のハーブクラフト
筆
 記用具、持ち帰り用袋
ア
 レルギーをお持ちの方は講座開始前に講師にお知らせください。また、
テーマによって繊細な香りを嗅ぎ分けたり楽しんだりするため、香水等
のご使用はお控えください。
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
しまだ りえ
全1回
│61019－650－01 │ 11/4 │ 13：00～15：00
コード
│61019－650－02 │ 1/13 │ 13：00～15：00 東洋医学の基本である「陰陽」
、
「五行」を学びます。体質診断を行い、体質に合わ
鍼灸師に学ぶ！楽しい東洋医学
せたツボへのお灸、経絡へのティースプーン刺激により、身体が楽になるのを体感
お灸でセルフケア
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥500
します。
※妊娠中の方は受講を承ることができません。
筆
 記用具、ハンドタオル
鍼灸師
※
 肘、膝が出せる服装でお越しください。肌の状態によっては、極まれにお灸
三田 正樹
全1回
（月曜）
の痕が残ってしまう場合がありますので、あらかじめご了承ください。
│61019－652－01 │10/14㈪│ 10：30～13：00
│61019－652－02 │11/18㈪│ 10：30～13：00 タイやインドなどのアジア諸国を中心に、昔からの伝統医療の一つとして治療で使
ハーブボールセラピー
│61019－652－03 │12/9㈪│ 10：30～13：00 われています。自律神経やホルモンの調節、筋肉疲労や冷え、むくみ、女性疾患な
コード
心とからだを癒す
│61019－652－04 │1/20㈪│ 10：30～13：00 どに効果があると言われています。症状に合わせたハーブをブレンドし、相モデル
ハーブボール作りと実技
│61019－652－05 │2/7㈮ │ 10：30～13：00 又は、セルフケアの練習を行います。
│61019－652－06 │3/28㈯│ 10：30～13：00

受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,000
筆
 記用具、ハーブボールをお持ち帰り頂くナイロン袋
はりきゅう師
ハ
 ーブの種類によっては色が肌につく恐れがあります。肌に残ることは
新開 弘枝
全1回
ごさいません。
│61019－653－01 │10/10㈭│ 10：30～12：30
コード│61019－653－02 │1/16㈭│ 10：30～12：30 アロマやハーブという概念をこえ、日々の暮らしに植物の恵みを無駄なく生かす事
次世代アロマセラピー
│61019－653－03 │3/17㈫│ 10：30～12：30 が出来るキッチン蒸留の世界をご紹介します。毎回、季節のハーブや野菜等をキッ
〜キッチン蒸留の世界
チン蒸留し、その活用法をご紹介します。蒸留したアートゥル
（香り）
の活用法をラ
アロマとハーブのいいとこどり蒸留手法 受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥3,000
イブでご体験いただきます。
※講座内で試飲・試食体験等がございます。アレルギーがある場合、予
めお知らせください。

宇都宮校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

7 色が持つそれぞれの色の意味と特徴、色からハーブを選ぶ意味、各色に関連する
ハーブの詳細、英国のハーブ療法における使い方、各回 4 種類のハーブの試飲と体
感実習を行うことでハーブをより深く学べる講座です。
10 月赤、11 月オレンジ＆黄、12 月緑、1 月青＆紫、2 月白
筆
 記用具
受講料 ￥3,845－ 教材費別 ￥660
全1回
（金曜）

仙台校

日本漢方養生学協会認定漢方上級スタイリスト

│ 10：00～12：00
│ 10：00～12：00
│ 10：00～12：00
│ 10：00～12：00
│ 10：00～12：00

札幌校

おうち漢方・薬膳 初級
使える漢方とおいしい薬膳保存食

│61019－645－01 │ 10/11
│61019－645－02 │ 11/8
コード│61019－645－03 │ 12/13
│61019－645－04 │ 1/24
│61019－645－05 │ 2/14

原宿表参道校

植物の色から学ぶ
英国式ハーブ療法講座
英国認定ハーバリストが伝える
ハーブ療法

講座内容

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

介護／人の為に役立つ／家族のために

原宿表参道校

受験生必携！
〜お守り香油を作りましょう〜
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

大島 とみ子

札幌校

介護に役立てるアロマテラピー
取り入れ方とハンドトリートメント

仙台校

早川 環

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

│61019－657－01 │10/18㈮│ 10：30～12：30
│61019－657－02 │11/9㈯│ 10：30～12：30
コード│61019－657－03 │11/29㈮│ 10：30～12：30
│61019－657－04 │12/6㈮│ 10：30～12：30
│61019－657－05 │3/27㈮│ 10：30～12：30

受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,000

記憶力を助ける成分を含む香油とパニック時お薦め精油使用の香油をロールオンボ
トルに計 2 本作ります。志望校選びの注意点、勉強量と成績の複雑な関係など、長
年の塾講師等の経験と健康管理士としての知見を踏まえ、サポート役のお母様が力
を発揮できる情報を提供します。
※中学受験生（小3くらいから）～大学受験生の保護者や指導者の方対象
筆
 記用具、ポケットティッシュ
全1回

│61019－658－01 │10/3㈭│ 13：00～15：30
コード│61019－658－02│11/13㈬│ 13：00～15：30 １．
アロマテラピーとタッチングについて
│61019－658－03 │2/9㈰ │ 13：00～15：30 ２．
コミュニケーションと取り入れ方について
３．
ブレンドオイル作り、ハンドトリートメント実践
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,000
アロマテラピーに興味があり、介護にアロマテラピーを取り入れてみたいと考えて
いる方におすすめです。
筆
 記用具、フェイスタオル
※
（ハンドトリートメント）
がございますので、動きやすく肘まで出
 実践
全1回
しやすい服装でお越しください。

占星術／心理／カラー／フラワーレメディー等

宇都宮校

占星学
星読み会

AEAJ認定アロマセラピスト・インストラクター

柏校

香月 ひかる

占星学とアロマテラピー
〜月･太陽編〜

飯能校（薬香草園）

AEAJ認定アロマセラピスト・インストラクター

香月 ひかる

占星学とアロマテラピー
〜金星･火星編〜

町田校

AEAJ認定アロマセラピスト・インストラクター

香月 ひかる

占星学とアロマテラピー
〜木星･土星編〜

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマセラピスト・インストラクター

香月 ひかる
プログレス
（人生の縮図）

│61019－659－01 │11/24㈰│ 10：30～12：00
コード
│61019－659－02 │1/18㈯│ 10：30～12：00 今回は、話題に上った有名人の出生図
（ホロスコープ）
を使用します。そして、これ
まで学んできたことを活かして「なぜそのようなことが起こったのか？」を考察し
受講料 ￥3,000－ 教材費なし
ていきます。
※占星学とアロマテラピー「月・太陽編」
「金星・火星編」
「木星・

土星編」の３講座を修了された方、もしくは占星学の２区分、３区分、
４区分の知識がある方対象。
筆
 記用具
全1回

│61019－660－01 │10/20㈰│ 13：30～15：00
コード
│61019－660－02 │1/14㈫│ 10：30～12：00 占星学で使用する天体の中の「太陽と月」
、特に「月」に注目します。まず自分が
生まれた時の太陽と月の星座を調べ、太陽と月の特徴、各星座について学びます。
受講料 ￥3,000－ 教材費なし
そして星座に対応する体の部位や香りについても学びます。
筆
（できれば生まれた時間も）
 記用具、生年月日
全1回
│61019－661－01 │11/17㈰│ 13：30～15：00
コード
│61019－661－02 │2/18㈫│ 10：30～12：00 占星学で使用する天体の中の「金星と火星」特に「金星」に注目します。まず、自
分が生まれた時の金星と火星の星座を調べ、金星と火星の示す特徴、各星座の示す
受講料 ￥3,000－ 教材費なし
特徴、香りなどを知り、自身へのアプローチを考察します。
筆
（できれば生まれた時間も）
 記用具、生年月日
全1回
（日曜）
61019－662－01 │12/22㈰│ 13：30～15：00
│
コード
│61019－662－02 │3/10㈫│ 10：30～12：00 占星学で使用する天体中の「木星と土星」に注目します。まず自分が生まれた時の
10 天体の星座を調べ、木星と土星の特徴、各星座に対応する香りを学びます。そ
受講料 ￥3,000－ 教材費なし
して2 区分･3 区分･4 区分･オーバーロードなどを使い、
自分のホロスコープ
（出生図）
全体を読み解いていきます。
※「占星学とアロマテラピー」の「～月･太陽編～」や「～金星･火星編～」
の受講経験があると、より理解しやすい内容となっております。

静岡校

コード
│61019－663－00│
10/20 │ 11/17 │ 12/22 │

全1回

筆
（できれば生まれた時間も）
 記用具、生年月日

名古屋校
大阪校

今回はプログレスという手法を使って「何歳の時に○○のようなことが起こりそう」
ということを見ていきます。そのために、太陽、月、水星、金星、火星、木星、土星、
天王星、海王星、冥王星
（10 天体）
の意味とアスペクト
（各天体との関わり）
について
も学びます。
AEAJ認定アロマセラピスト・インストラクター
筆
（できれば生まれた時間も）
 記用具、生年月日
全3回 10：30～12：00
（日曜）
香月 ひかる
コード
│61019－664－00│
相性占星学
二人の天体の組み合わせによる相性 1/21 │ 2/25 │ 3/24 │
占星学で通常使用する太陽から冥王星までも 10 天体に加え、小惑星・ドラゴンヘッ
ド・ドラゴンテールも使います。まず、自分が生まれた時の天体の配置を調べ、そ
受講料 ￥9,000－ 教材費なし
の意味を学びます。そして天体の組み合わせの意味や、お互い
（二人）
の天体の組み
合わせによる相性を考察します。
AEAJ認定アロマセラピスト・インストラクター
筆
（できれば生まれた時間も）
 記用具、生年月日
全3回 10：30～12：00
（火曜）
香月 ひかる
コード
│61019－737－00│
タロットとハーブ
10/6 │ 11/10 │ 12/8 │ 1/19 │ 2/9 │ 3/8 22 枚のカードを 6 回に分けて、歴史的背景や当初の絵のモチーフについて占星学
もまじえて考察し、対応するハーブも学びます。後半の回では実際にタロットを使
受講料 ￥18,000－ 教材費なし
い「リヴィジョン」という方法で質問にアプローチしていきます。
筆
（ヴィスコンティ版）
AEAJ認定アロマセラピスト・インストラクター
 記用具、ノートタロットをお持ちの方はタロット
初回時はなくても大丈夫です。
全6回 10：30～12：00
（日曜）
香月 ひかる
受講料 ￥9,000－ 教材費なし

神戸校

10月期
コード
│
占星術アロマテラピー＆カラーセラピー
西洋占星術から導き出す幸運の在処 10/10 │ 11/14 │ 12/12 │

│ 61019－665－00

広島校
福岡校

出生ホロスコープから導き出された『あなたの資質』や『幸運の在処』を知り、特
に重要な星座と天体に対応する香りでアロマミストを作ります。
│ 61019－738－00 1）
占星術アロマテラピーとは
2）
あなたを癒し調和的に整える香りと色
3）
あなたをサポートする占星術アロマテラピーミスト作り。
受講料 ￥12,000－ 教材費別 初回一括￥3,300

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
筆
 記用具、出生図作成のため生年月日・おおよその誕生時間と出生地を
全3回 10：30～12：00
（木曜）
神田 温子
1回目に伺います。
10月期
コード
│
│ 61019－666－00
クリスタル
（天然石）
セラピー
クリスタルと星と香りのコラボレーション 10/17 │ 11/21 │ 12/19 │
ホロスコープから導き出した星座・惑星に対応するクリスタルのエネルギーを受取る。
1）
クリスタルの基礎知識
1月期
コード
│
│ 61019－667－00 2）
チャクラ・天体・対応する香りとの関連
1/23 │ 2/20 │ 3/26 │
3）
あなた自身を癒しサポートするミスト作り
1月期
コード
│
1/16 │ 2/13 │ 3/12 │

英国オーラソーマ社認定 クリスタルマスター

神田 温子

大分校

カラーとアロマで元気になる！
１日体験講座
和み彩香認定インストラクター

田上 祥子

受講料 ￥12,000－ 教材費別 初回一括￥3,300

全3回 10：30～12：00
（木曜）
│61019－668－01 │11/12㈫│ 13：00～15：00
コード│61019－668－02 │1/30㈭│ 13：00～15：00 暮らしの中に溢れる色彩についてのトピックをお話しし、彩り豊かな生活をお過ご
│61019－668－03 │3/11㈬│ 13：00～15：00 しいただくヒントをお伝えします。後半は、カラーボトルを使ったカラーボトルカ
ウンセリングの体験と、なりたい自分をサポートするアロマスプレーを作成します。
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,100
筆
 記用具
全1回

受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ


筆
 記用具、ホロスコープ作成の為、生年月日・誕生時間と出生地を1回
目に伺います。
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

嗅覚反応分析士インストラクター

田上 祥子

HMA
（英国ホメオパシー医学協会）
認定ホメオパス

新井 朋子

英国バッチ財団登録プラクティショナー

姫野 純子

日本フラワーレメディセンター公認
セラピスト・ティーチャー

川村 かよ

全1回

広島校
福岡校
大分校
受講申込み
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神戸校

ƒ受講申し込みはP141へ

最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

大阪校

Check!

名古屋校

│61019－744－01 │ 1/22 │ 10：30～12：30
コード
│61019－744－02 │ 2/26 │ 10：30～12：30 春を連想する香りをベースにしたポプリを入れて、ほんのり香りのするおひなさま
サシェをつくるレッスンです。男雛
（おびな）
と女雛
（めびな）
一対のお雛様を和紙で
受講料 ￥3,500－ 教材費別 ￥1,000
つくります。紙の原料とハーブの関係も講座の中でお話しします。桜色のあのお餅
の香りを再現してみましょう。
筆
 記用具
柔
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
 らかい香りを楽しむ内容のため、日常使いの香水や強い香りの柔軟剤
を使用した服の着用にご配慮ください。
しまだ りえ
全1回
（水曜）

和紙でつくる 香りのおひなさま
ハーブのいろは
基本のハーブクラフト

静岡校

木の実デコール代表校PureBloom主宰

まきの ゆき

│61019－678－01 │11/3㈰│ 10：30～13：30
コード
│61019－678－02 │11/12㈫│ 10：30～13：30 木の実それぞれの形状にあった外れないワイヤリング、ドイツ装飾ワイヤーを使っ
てスパイスや木の実を飾ることを学び、ワンランク上の木の実アレンジでクリスマ
受講料 ￥2,000－
スを飾ります。
「香りを飾る」という別の視点で楽しむ方法としてご受講いただき
教材費別 初回一括 約￥7,000
ご活用いただけましたら幸いです。
ラ
 ジオペンチ はさみ 木工用ボンド 持ち帰り用袋
全1回

たまプラ丨ザ校

│61019－748－01 │10/4㈮│ 13：30～15：30
コード│61019－748－02 │12/16㈪│ 10：00～12：00 10/4 フラワーガーデン
│61019－748－03 │2/26㈬│ 13：30～15：30 12/16 メモスタンド
2/26 リース作り
受講料 ￥3,000－
ア
 ロマクラフト作り初心者の方、アロマテラピーやハーブを勉強された
教材費￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
方、手作りを楽しみたい方など、どなたでも
オリジナルブレンド精油・シリコーン型付
生活の木Herbal Life College
筆
 記用具
全1回
スタッフ
│61019－676－01 │ 10/7 │ 10：00～12：00
コード│61019－676－02 │ 12/2 │ 10：00～12：00 五感を刺激して、心安らぐひと時をお過ごしください。
季節のハーブ
│61019－676－03 │ 2/3 │ 10：00～12：00 10/7 テーマ・秋しっとりと 実習ミスト
アロマ＆モーツァルトの旅
12/2 テーマ・クリスマス 実習クリスマスクラフト
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,500
2/3 テーマ・冬体を温める 実習バスソルト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
筆
 記用具
工藤 ちはる
全1回
（月曜）
│61019－677－01 │ 11/13 │ 13：00～15：00
61019－677－02 │ 12/11 │ 13：00～15：00 11 月：クリスマスのアレンジメント
スタイリッシュフラワーアレンジメント コード│
│61019－677－03 │ 2/12 │ 13：00～15：00 12 月：お正月飾り
インテリアとしてのフラワーアレンジ
2 月：春のお花で置いても飾れるリース
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥4,500～

アーティフィシャルフラワーコーディネーター
筆
 記用具、ワイヤーの切れるハサミ、作品持ち帰り袋
青江 智佳子
全1回
（水曜）

ハンドメイドギルド
アロマストーンレッスン

町田校

クラフト/アート

飯能校（薬香草園）

│61019－673－01 │ 10/2 │ 13：00～15：30
コード
│61019－673－02 │ 3/25 │ 13：00～15：30 初めての方にも分かりやすく、バッチフラワーレメディをご紹介をします。愛犬や
愛猫の穏やかな暮らしに役立つだけでなく、飼い主様のストレスの軽減やより自分
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥500
らしくあるためのサポートとなります。植物の癒しの力をかりて、よりペットと暮
らしを楽しみましょう。
英国バッチ財団登録プラクティショナー
筆
 記用具
姫野 純子
全1回
（水曜）
│61019－674－01 │2/19㈬│ 14：00～15：30
コード
│61019－674－02 │3/28㈯│ 14：00～15：30 環境や社会に配慮しているという意味で使われるエシカル
（ethical）
な考え方をガー
ヨーロッパガーデン紀行
デニングに応用した「エシカル・ガーデニング」
。講師が訪れたイギリスや北欧、
〜エシカル・ガーデニング講座〜
受講料 ￥2,000－ 教材費なし
フランスなどの庭で見たエコでオーガニックなアイディアや特徴、暮らしへの取り
入れ方を紹介します。
筆
 記用具
英国リトルカレッジ・ガーデンデザインディプロマ
全1回
実
 習はありません。
高橋 三和子
│61019－675－01 │11/2㈯│ 14：00～15：30
コード
│61019－675－02 │11/26㈫│ 14：00～15：30 環境にやさしい塗料を使ってテラコッタ鉢をペイントして、クリスマスの寄せ植え
オリジナル鉢でクリスマスの寄せ植え
を作ります。庭の片隅の植木鉢をオリジナル鉢によみがえらせることも出来ます。
〜エシカルガーデニング講座〜
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,300
周りの人や環境に心地よいエシカルガーデニングの楽しみ方の具体的なアイディア
も紹介します。
筆
（お持ちの方）
、グローブ※塗料を使
 記用具、エプロン、園芸用ハサミ
英国リトルカレッジ・ガーデンデザインディプロマ
うのでエプロンのご用意または汚れてもいい服装でお越し下さい。
全1回
高橋 三和子

ペットとの暮らしに
バッチフラワーレメディ

柏校

ペットケア／園芸

木の実とスパイスのクリスマス飾り
アロマ好きさんに贈る
「香りを飾る」
楽しみ

宇都宮校

はじめての
フラワーレメディ体験レッスン
心を癒す花の療法

仙台校

初めてのフラワーレメディ講座

札幌校

ハワイの英知で
チャクラのバランスを整える
〜アロマでケアを〜

全1回
│61019－670－01 │10/4㈮│ 13：00～14：30
コード│61019－670－02 │12/16㈪│ 13：00～14：30 太古の昔から伝わるハワイの知恵
（ホオポノポノ呼吸法）
を学びます。さらにハワイ
│61019－670－03 │2/18㈫│ 13：00～14：30 アンの生き方のベースとなるアロハ
（愛）
の意味を探り、精油を使ってハートチャク
ラを整えるエッセンスオイルを作り、お持ち帰りいただきます。ハワイ神話の本を
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥500
何冊も執筆している著者がハワイの英知と自然療法をお伝えします。
筆
 記用具
全1回
│61019－671－01 │10/30㈬│ 13：00～15：30
コード│61019－671－02 │12/18㈬│ 13：00～15：30 バッチフラワレメディとは何か？エドワード・バッチ博士について。レメディの選
│61019－671－03 │2/26㈬│ 13：00～15：30 び方のポイント。38 種のレメディとレスキューレメディの解説。具体的なケースを
ご紹介しながら学びます。実習で自分のためのトリートメントボトルを作ります。
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥500
筆
 記用具
全1回
（水曜）
│61019－672－01 │10/5㈯│ 11：00～12：30
コード│61019－672－02 │12/6㈮│ 11：00～12：30 体の不調は体の問題だけとは限りません。風邪やケガも、
心の問題に起因しています。
│61019－672－03 │2/1㈯ │ 11：00～12：30 感情をケアして恐れを手放し、自分らしい本来のバランスを取り戻す事が出来ます。
肉体的にも免疫力が向上します。薬に頼らない元気な体をつくっていきましょう。
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,000
筆
 記用具

原宿表参道校

８つの香りでひも解く
気質・体質・ケア方法
アロマパーソナルチェック体験講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│61019－669－01 │10/21㈪│ 13：00～15：00
コード│61019－669－02 │12/11㈬│ 13：00～15：00 香りに対しての嗅覚の反応を分析することで、あなたの性格・体質がチャート化さ
│61019－669－03 │2/28㈮│ 13：00～15：00 れます。お友だちと一緒にご参加されると 2 人の相性もわかり楽しさ倍増！。あな
たに必要な精油で作るアロマスプレーの実習付です。
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,100
筆
 記用具

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

原宿表参道校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│61019－742－01 │11/10㈰│ 13：30～15：30
コード
│61019－742－02 │11/27㈬│ 13：30～15：30 オレンジにクローブを刺し、乾燥させたあと飾り付けるオレンジポマンダーをつく
健康と幸運のお守り オレンジポマンダー
ります。ポマンダーが乾燥するまでの約 1 か月間、カビずにうまく乾かすコツを講
ハーブのいろは
受講料 ￥3,500－ 教材費別 ￥1,500
師が丁寧にお伝えします。ハーブやスパイスと健康文化のつながりをお楽しみいた
基本のハーブクラフト
だけます。
筆
 記用具、持ち帰り用袋
作
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
 成の過程でオレンジの果汁や粉末のスパイスの香りが手につきます。
全1回
特に皮膚が弱い方は、講師に事前に旨申し出てください。
しまだ りえ

札幌校

│61019－746－01 │11/8㈮│ 10：30～12：00
コード

│61019－746－02 │3/5㈭ │ 10：30～12：00 好きな精油をブレンドして自分だけのフレグランスを作り、その香りを雑誌などの
アロマコラージュ療法トライアルコース
切り抜きを画用紙に貼って
（コラージュで）
表現します。ストレスを抱え癒しを求め
香りのアートセラピー
受講料 ￥4,629－ 教材費別 ￥1,500
（税込） ている方、迷っている方、新しいことを始めたい方などにお勧め。アロマ初心者、
AEAJ認定アロマセラピスト

福島 明子

仙台校

│61019－680－01 │ 1/30

コード│61019－680－02 │ 2/20
ゆるめて描く自分を癒すアート
│61019－680－03 │ 3/12
〜パステルシャインアートセラピー〜
受講料 ￥3,000－ 教材費別

宇都宮校

一般社団法人日本パステルシャインアート協会認定
セラピスト

友永 いづみ

手作りが苦手な方も大歓迎です。
筆
（雑誌・カタログなど）
２冊
 記用具、コラージュ用に切り抜いてもよい印刷物
全1回
│ 18：30～20：30
│ 18：30～20：30 パステルを粉にして色をやさしく広げるだけ、どなたでも美しく癒される作品がで
│ 18：30～20：30 きます。アロマの香り、
シンギングボウルの音など五感をひらいて描いていくことで、
心やからだの緊張が自然にゆるみます。毎回テーマにそった誘導瞑想や呼吸も取り
￥1,000
入れ深くリラックスしていきます。
筆
（パステルの粉がつく可能性があるので気
 記用具、エプロンや布など
になる方は持参下さい）
※画材一式こちらで用意いたします。
全1回
（木曜）

│61019－681－01 │10/2㈬│ 10：30～12：00

コード│61019－681－02 │11/23㈯│ 10：30～12：00 アロマと風水の力でオリジナルの香水を手作りしませんか？素敵なガラスボトルを
アロマ香水作り
│61019－681－03 │2/17㈪│ 10：30～12：00 2 種ご用意しております。アロマの効能、風水効果でさらなる運気アップを目指し
アロマ風水から読みとる香水レッスン
ましょう。アロマの風水の意味や一人一人に合った香水作りのアドバイスもさせて
いただきます。
筆
 記用具
浜野 有美
全1回
│61019－682－01 │1/29㈬│ 10：30～12：00
コード
│61019－682－02 │2/27㈭│ 10：30～12：00 ハイストーン
（石膏）
からプリザーブドフラワー＆ドライフラワーを使い、香りのイン
アロマストーン2種類小物作りレッスン
テリアを 2 種類作ります。香りのフラワー BOX ＆壁掛けフラワーアロマハイストーン
香りのフラワーBOX＆
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥2,000
です。お花をふんだんに使用した素敵なアレンジのアロマハイストーンになります。
壁掛けハイストーン
筆
 記用具
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥2,000

柏校
飯能校（薬香草園）

浜野 有美

町田校

全1回
│61019－683－01 │10/24㈭│ 10：30～12：00
│61019－683－02 │11/30㈯│ 10：30～12：00 プリザーブドフラワー＆ドライフラワーから手作りのハーバリウムレッスンをして
ボタニカル ハーバリウムレッスン コード│
61019－683－03 │2/19㈬│ 10：30～12：00 ゆきます。ハーバリウム作りの基本も学べるので、ご自宅でも簡単に作ることが出
プリザーブドフラワー＆ドライフラワーで
来ます。オリジナルのハーバリウムを一緒に作りましょう。プレゼントとしても喜
手作りハーバリウム
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,500
ばれるレッスンです。
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
筆
 記用具
全1回

浜野 有美
ボタニカルアート応用

たまプラ丨ザ校

月曜午前コース│
コード
│ 61019－684－00
10/21 │ 11/18 │ 12/16 │ 1/20 │ 2/17 │ 3/23 華やかな園芸品種ではなく野生種の草木が好きな方向けの講座です。初めはテキス
全6回 10：00～12：30
（月曜）トに添って下書きから始めます。少しずつ色塗りの技法を学び、小さい作品を仕上
月曜午後コース│
コード
│ 61019－685－00 げインテリアとして額装します
10/21 │ 11/18 │ 12/16 │ 1/20 │ 2/17 │ 3/23
絵
 の具、スケッチブック、梅皿、筆洗、中筆1本、小筆2本、鉛筆、消しゴム、
全6回 13：00～15：30
（月曜）
洗いざらしの布、モチーフを持ち帰るビニール袋
火曜午前コース│
コード
│ 61019－686－00
＊
 新規お申込み希望の方は原宿表参道校までご連絡ください。
10/22 │ 11/19 │ 12/17 │ 1/21 │ 2/18 │ 3/24
全6回 10：00～12：30
（火曜）

静岡校

火曜午後コース│
コード
│ 61019－687－00
10/22 │ 11/19 │ 12/17 │ 1/21 │ 2/18 │ 3/24
全6回 13：00～15：30
（火曜）

名古屋校

木曜午前コース│
コード
│ 61019－688－00
10/17 │ 11/21 │ 12/19 │ 1/23 │ 2/20 │ 3/26
全6回 10：00～12：30
（木曜）

日本園芸協会植物講師

小宮 和加子

木曜午後コース│
コード
│ 61019－689－00
10/17 │ 11/21 │ 12/19 │ 1/23 │ 2/20 │ 3/26
全6回 13：00～15：30
（木曜）
受講料 ￥18,000－ 教材費別 初回一括￥1,800
初めての方は教材セット約￥9,000
（税込）
をご購
入いただきます。

大阪校

食/スーパーフード/おもてなし

│61019－691－01 │10/14㈪│ 10：30～12：00

│61019－691－02 │11/2㈯│ 10：30～12：00 季節の不調や予防に活かせる知識とハーブのセルフケア術が学べます。レッスンで
コード
３ステップでわかる！使える！！
│61019－691－03 │1/13㈪│ 10：30～12：00 は「ハーブの処方箋」として①各ハーブの効能や使い方の紹介②香り・味を体感③
暮らしに活かすメディカルハーブレッスン
│61019－691－04 │3/20㈮│ 10：30～12：00 ハーブを使ったグッズ作り、の３ステップでわかりやすいようにお伝えします。ハー

神戸校

受講料 ￥2,700－ 教材費別 ￥2,000
JAMHA認定シニアハーバルセラピスト

野元 敦子

広島校

ラクラク寝ながらヘッドマッサージ
セルフ編と相モデル編

福岡校

フェイシャル／ボディトリートメント（セルフ）

苑田 晶子

AEAJ認定アロマセラピスト

大分校

結果が見えるフェイシャル講座
セルフ筋肉マッサージと
リンパドレナージュ

受講申込み

AEAJ認定アロマセラピスト

苑田 晶子

ƒ受講申し込みはP141へ

ブと触れ合いながらのレッスンです。
筆
 記用具、はさみ
体
 調によっては使えないハーブもありますので、妊娠中・授乳中の方、
キク科アレルギー等の植物アレルギーのある方は、当日レッスン開始前
全1回
に講師へお知らせください。

│61019－692－01 │11/3㈰│ 10：30～17：00
│61019－692－02 │1/9㈭ │ 10：30～17：00 私自身がいつも寝ながら行う頭のマッサージ方法をお伝えします。寝ながらできる
コード
│61019－692－03 │2/15㈯│ 10：30～17：00 首、肩、腰のストレッチ、大きな呼吸でリラックスしやすく、心地良い睡眠もしや
│61019－692－04 │3/23㈪│ 10：30～17：00 すくなります。前半はセルフ編で練習、後半は相モデルで練習しますので、ご家族
にも喜んでいただけると思います。
受講料 ￥10,000－ 教材費別 ￥1,000
※首もとを触れるため、首もとの空く服装で、またベッドに寝ま

すので、楽なパンツスタイルでお越しください。
筆
 記用具、バスタオル1枚、フェイスタオル1枚
全1回
（休憩1時間30分）
※
 施設内でのお食事はご遠慮いただいております。予めご了承ください。
│61019－693－01 │ 11/23 │ 10：30～17：00
コード
│61019－693－02 │ 2/1 │ 10：30～17：00 お顔の変化にワクワク嬉しくなります。
「若返りの水」で有名な香りを精油ブレン
ドで再現。レシピもご紹介。
受講料 ￥10,000－ 教材費別 ￥2,500
（1）
精油の紹介と美容オイル作り／お顔の筋肉の説明と筋肉マッサージの実習
（2）
お顔のリンパの説明とセルフリンパドレナージュの実習
※デコルテまでトリートメントを行うため、首もとの開く服装で

お越しください。
筆
 記用具
全1回
（休憩1時間30分）
（土曜）
※
 施設内でのお食事はご遠慮いただいております。予めご了承ください。
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

美容師

中村 直美

全1回
コード│61019－697－01│ 10/12 │ 10：30～17：00

気になる脚や二の腕の冷えとむくみを解消して、すっきり細く、お肌の状態も温かく、
元気になります。
①リンパ系のしくみの説明／腕の実習
②脚のリンパ系の説明／脚のリンパドレナージュ実習
★多めの実習時間で、しっかり練習して、テクニックを習得していただきます。

苑田 晶子

鈴木 喜也

│61019－700－01 │10/10㈭│ 10：00～13：30

※
（15歳以下の子供は男性でも可。受講料は大人と同金額のお支

払いです。
）
バ
（約100㎝×170cm位）
2枚、タオル
（約30㎝×80㎝位）
2枚、Tシ
 スタオル
ャツ、短パン、筆記用具、飲料水

※
 爪はなるべく短く切ってください。※髪の毛の長い方は結んでください。
※背中のトリートメントは、素肌で抵抗がある場合は服の上からでも可。
その場合はアロマオイルはつけられません。

全1回
│61019－701－01 │10/24㈭│ 10：00～13：30
コード
│61019－701－02 │1/11㈯│ 15：00～18：30 １ 競技別スポーツオイルの作り方
簡単アロマスポーツトリートメント
２ 競技別に適した精油の紹介
応用編
受講料 ￥10,000－ 教材費別 ￥2,500
３ ベッドを使い、肩甲骨回りの応用、仰向けの足全体、腕の筋肉のほぐし方、力の
スポーツで最大限に力を発揮するために！
入れ方をお伝えします。
４セルフトリートメント
＊応用編となりますが基礎編を受けていなくても可能。
※
（15歳以下の子供は男性でも可。受講料は大人と同金額のお支

払いです。
）
バ
（約100㎝×170cm位）
2枚、タオル
（約30㎝×80㎝位）
2枚、Tシ
 スタオル
ャツ、短パン、筆記用具、飲料水

早矢仕 幸智子
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

大分校

Check!

福岡校

全1回
│61019－739－01 │10/17㈭│ 10：30～12：30
61019－739－02 │11/16㈯│ 10：30～12：30 ①受験生に役立つアロマテラピー
（講義）
気持ちに渇を入れる精油など
第一志望に合格するためのアロマテラピー コード│
│61019－739－03 │1/8㈬ │ 10：30～12：30 ②受験生の疲れを緩和して集中力を高める母の愛情たっぷりアロマトリートメント
受験生の母が合格に導く
（相モデル）
アロマ実践法を伝授
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥3,000
③受験当日のアロマテラピー実践法
④受験生の母としてのアロマメンタルコントロール法
※アロマテラピーインストラクター・アドバイザー有資格者の方歓迎
筆
（髪の長い方）
、首肩のトリートメン
 記用具、タオル、飲料水、髪ゴム
トをしますので首周りの開いた服でお越し下さい
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
※
 髪の毛の長い方は結んでください。
早矢仕 幸智子
全1回
※首肩のトリートメントをしますので首周りの開いた服でお越し下さい。

広島校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

早矢仕 幸智子

神戸校

※
 爪はなるべく短く切ってください。※髪の毛の長い方は結んでください。
※背中のトリートメントは、素肌で抵抗がある場合は服の上からでも可。
その場合はアロマオイルはつけられません。

大阪校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

名古屋校

コード│61019－700－02 │12/5㈭│ 10：00～13：30 １．
アロマテラピーの精油のスポーツにおける有用性について
（精神面、身体面）
（講義）
簡単アロマスポーツトリートメント
│61019－700－03 │1/11㈯│ 10：00～13：30 ２．
マッサージベッドを使用し、2 人 1 組になり、足、臀部、背中、肩甲骨回り、首
基礎編
の筋肉のほぐし方、力の入れ方を初めての方でもわかりやすいようにお伝えします。
スポーツで最大限に力を発揮するために！受講料 ￥8,000－ 教材費別 ￥2,500

静岡校

あん摩マッサージ指圧師

│61019－699－01 │ 10/16 │ 10：00～12：00
コード│61019－699－02 │ 12/18 │ 10：00～12：00 10/16「腰痛に膀胱経のアロマ指圧」
、
12/18「足の冷えに腎経のアロマ指圧」
、
2/19「花
│61019－699－03 │ 2/19 │ 10：00～12：00 粉症に大腸経のアロマ指圧」です。経脈の流れに沿ったツボ指圧とアロマオイルト
リートメント、効果的なストレッチや運動法を紹介します。
受講料 ￥4,000－ 教材費なし
筆
 記用具、バスタオル3枚、タオル2枚、動きやすい服装
※
 アロマオイルトリートメントは下腿と足、前腕と手、頸部などの露出
しやすい部位で実技を行います。怪我などでオイルトリートメントを受
けられない方には、オイルを使わないマッサージをします。
全1回
（水曜）

たまプラ丨ザ校

症状改善のアロマ指圧講座
（1日体験コース）

町田校

フェイシャル／ボディトリートメント（相モデル）

飯能校（薬香草園）

全1回
（休憩1時間30分）
（土曜）
│61019－698－01 │10/5㈯│ 14：00～15：30
│61019－698－02 │11/6㈬│ 10：30～12：00 肩をもむとその時は気持ち良くても、またすぐ固まってしまいます。今までの常識
肩はもまない！
コード│61019－698－03 │12/6㈮│ 14：00～15：30 が非常識に。どうすれば根本的に解決出来るのか、それは固まった筋肉がゆるまる
筋肉をゆるめるセルフケア
│61019－698－04 │2/1㈯ │ 14：00～15：30 ように、やさしく触れるだけ。嘘のようにコリがやわらかくなります。腰やひざな
ふれるだけでコリをやわらかくふわふわに
│61019－698－05 │3/16㈪│ 10：30～12：00 ど全身の痛みも自分で解消できます。
筆
 記用具、バスタオル
受講料 ￥3,000－ 教材費なし
AEAJ認定アロマセラピスト
全1回
※
 パンツスタイルなど、動きやすい服装でご参加ください。
川村 かよ
61019－706－01 │10/26㈯│ 10：00～15：00
│
コード
│61019－706－02 │1/10㈮│ 10：00～15：00 基礎化粧品を活用したセルフエステの方法とメイクの基礎を学びます。
（１）
基礎化
自分でできる愛されエステ＆メイク術
粧品を使ったセルフフェイシャルエステ技術
（２）
愛されセルフメイク術
1day集中
受講料 ￥10,000－ 教材費別 ￥2,500

筆
 記用具、日頃使っているメイク用品、メイク用鏡、フェイスタオル、
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
ヘアバンドまたはヘアクリップ
桜川 とも
全1回
（休憩1時間）
※
 施設内でのお食事はご遠慮いただいております。予めご了承ください。

柏校


筆
 記用具、腕全体が出せるタンクトップ、脚全体を出せるような短パン
※
 施設内でのお食事はご遠慮いただいております。予めご了承ください。

AEAJ認定アロマセラピスト

宇都宮校

痛くない！？リンパドレナージュ講座
気になる脚や二の腕の冷えとむくみを 受講料 ￥10,000－ 教材費別 ￥2,000
解消


肩
 掛け用タオル1枚、筆記用具、首元の開いた動きやすいシャツを着用
当
 日は、ブラッシングするのでスタイリング剤など使わず、清潔な髪の
状態でご参加ください。

仙台校

受講料 ￥3,000－ 教材費別 1,100

札幌校

※
 セルフヘッドマッサージを行いますので、爪はなるべく短くお切りく
全1回
（木曜）
ださい。
│61019－747－01 │10/9㈬│ 10：00～12：00
61019－747－02 │11/20㈬│ 10：00～12：00（1）
頭皮と毛髪ケアの目的と効果
（仕組み、変化など座学）
美容師が伝授。
秋冬の頭皮と毛髪ケア コード│
│61019－747－03 │12/14㈯│ 10：00～12：00（2）
朝晩を意識した呼吸法
ブラッシングで艶髪づくり
│61019－747－04 │1/15㈬│ 10：00～12：00（3）
ブラッシング方法
（1日体験コース）
│61019－747－05 │3/14㈯│ 10：00～12：00（4）
頭皮のセルフマッサージにより、毛根に栄養を行き渡らせ、健康的な髪を育てる

早矢仕 幸智子

原宿表参道校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│61019－696－01 │ 11/14 │ 10：00～12：00
コード
│61019－696－02 │ 1/30 │ 10：00～12：00 講義①ヘアケアにおすすめなアロマテラピーの精油の紹介
美しい髪のための
②ヘアケアに活用できるキャリアオイルの紹介
簡単ヘッドトリートメント
受講料 ￥3,500－ 教材費別 ￥3,000
実技①毛穴の汚れを除去し、サラサラヘアになるアロマスカルプケアスプレー＆
スカルプスプレー＆セルフトリートメント
髪の毛の艶が出るロールオン作製
②初めての方でも簡単にできるセルフヘッドマッサージ講座
筆
（首肩のトリートメントもしますので胸の
 記用具、ハンドタオル、服装
開いたオイルがついても良い服）
、髪留めゴム、飲料水、卓上鏡

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

原宿表参道校

札幌校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│61019－702－01 │10/19㈯│ 10：00～15：00
61019－702－02 │12/17㈫│ 10：00～15：00 簡単なのに気持ちよいと好評のエステ技術
（基本のアロマトリートメントとは異な
エステティシャン入門〜肩・背中編〜 コード│
│61019－702－03 │2/28㈮│ 10：00～15：00 る手技）
を学びます。
（1）
注意事項・施術のポイント説明
（2）
施術リラクゼーション
1day集中
は勿論、肩甲骨周り・背骨ラインをスッキリさせたいときに使える手技も行います
受講料 ￥9,000－ 教材費別 ￥1,500

筆
（オイルで背中
 記用具、バスタオル２枚・フェイスタオル１枚、着替え
全体を施術するため、オイルがついても構わない下着やジャージ
（下）
な
どの着替えをお持ちください。
）
、水
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
※
 相モデルで行います。※施設内でのお食事はご遠慮いただいております。
桜川 とも
全1回
（休憩1時間）
予めご了承ください。
│61019－703－01 │11/19㈫│ 10：00～15：00
コード│61019－703－02 │1/18㈯│ 10：00～15：00 簡単なのに気持ちよいと好評のエステ技術を学びます。
エステティシャン入門
│61019－703－03 │3/20㈮│ 10：00～15：00（1）
ヘッド＆ネックエステの基礎知識
〜ヘッド＆ネック編〜
（2）
オイルを使って行う仰向けの施術
（デコルテ、ネック）
1day集中
受講料 ￥9,000－ 教材費別 ￥1,500
（3）
オイルを使わない座位の施術
（ヘッド、ネック、ショルダー）

仙台校


筆
（背中用）
1枚・フェイスタオル
（首・頭用）
2枚、着
 記用具、バスタオル
替え
（ネックトリートメントでは首周りにオイルをつけるため、汚れても
構わないキャミソールなどの着替えをお持ちください）
、水
※
 相モデルで行います。
※施設内でのお食事はご遠慮いただいております。予めご了承ください。

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

宇都宮校

桜川 とも

エステティシャン入門
リフレクソロジー編
1day集中

柏校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

桜川 とも
飯能校（薬香草園）

エステティシャン入門
〜フット＆レッグ編〜
1day集中

全1回
（休憩1時間）
61019－704－01 │12/22㈰│ 10：00～15：00
│
コード
│61019－704－02 │2/10㈪│ 10：00～15：00 サロンで行われているオイルリフレクソロジーの基礎を学びます。
（1）
リフレクソロジーの概要・主な反射区の説明
受講料 ￥9,000－ 教材費別 ￥1,500
（2）
両足で 30 分程度の技術


筆
（片足ずつ包むため）
、着替え
（足裏～くる
 記用具、フェイスタオル2枚
ぶしまで施術します。動きやすくオイルがついても構わないジャージや
ハーフパンツ等の着替えをおすすめします）
、水
※
 相モデルで行います。※妊娠中の方はご遠慮ください。
※施設内でのお食事はご遠慮いただいております。予めご了承ください。

全1回
（休憩1時間）
│61019－705－01 │ 11/4 │ 10：00～15：00
コード
│61019－705－02 │ 3/9 │ 10：00～15：00 簡単なのに気持ちよいと好評のエステ技術を学びます。
（1）
フット＆レッグエステの基礎知識
受講料 ￥9,000－ 教材費別 ￥1,500
（2）
脚
（仰向け・うつぶせ）
の施術リラクゼーションは勿論、むくみや脚の疲れにお
勧めの揉み解す手技も行います。

町田校


筆
（身体用）
2枚・フェイスタオル
（顔用）
1枚、着替え
（オ
 記用具、バスタオル
イルで足先から太ももまでを施術するため、汚れても構わないＴシャツ・
一部丈レギンスなどの着替えをお持ちください）
、水
※
 相モデルで行います。
※施設内でのお食事はご遠慮いただいております。予めご了承ください。

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

桜川 とも

たまプラ丨ザ校

静岡校

全1回
（休憩1時間）
（月曜）
│61019－732－01 │ 10/17 │ 15：00～17：00
コード│61019－732－02 │ 12/5 │ 15：00～17：00 タイ伝統医学に基づいた子宮ケア自然療法です。座学：子宮のトラブルの種類・そ
子宮バランスセラピー体験講座
│61019－732－03 │ 2/27 │ 15：00～17：00 の原因と症状について。子宮のツボについて。実技：子宮を触れ合いツボを押し合う。
偏った子宮を本来の位置に正す施術法
子宮リフトアップ・セルフケアエクササイズ。施術に取り入れたり、ご自身の日々
受講料 ￥8,000－ 教材費なし
の子宮ケアにご役立て下さい。
※妊娠中のご受講はご遠慮ください。

タイ政府認定校公認上級講師
筆
 記用具、締め付けのない動きやすい服装、汗拭きタオル、飲み物
木下 寿恵
全1回
（木曜）
│61019－707－01 │10/26㈯│ 10：30～17：00
コード│61019－707－02 │1/27㈪│ 10：30～17：00（1）
足裏リフレクソロジーの説明、身体を温める作用のある精油の紹介／ご自身の
高齢者に喜ばれる
│61019－707－03 │3/30㈪│ 10：30～17：00
足裏セルフリフレの実習
足裏のトリートメント講座
（2）
相モデルで脚・足裏トリートメントの実習
ご自身の足裏セルフリフレも学びます 受講料 ￥10,000－ 教材費別 ￥2,000
※多めの実習時間を設けることで、しっかり練習していただきます。

名古屋校

AEAJ認定アロマセラピスト

苑田 晶子

“10分でリラックス”
簡単ハンドトリートメント

大阪校
AEAJ認定アロマセラピスト

神戸校

加藤 美奈子

“10分でリラックス＆リフトアップ”
簡単ヘッドトリートメント

広島校

AEAJ認定アロマセラピスト

加藤 美奈子

福岡校

“10分でスッキリ”
簡単フットトリートメント

大分校

AEAJ認定アロマセラピスト

加藤 美奈子


筆
 記用具、バスタオル2枚、脚全体を出せる短パン
※
 施設内でのお食事はご遠慮いただいております。予めご了承ください。

全1回
（休憩1時間30分）
│61019－710－01 │10/22㈫│ 10：00～12：00
コード│61019－710－02 │12/4㈬│ 13：30～15：30 ホホバ油 25ml、ローズオットー精油 3 滴によるブレンドオイルを使用した、肘から
│61019－710－03 │2/25㈫│ 10：00～12：00 指先までのハンドトリートメントを習得します。余ったオイルはお持ち帰りいただ
けます。実習後はローズのハーブティーをご用意いたします。ローズづくしの半日
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,620
（税込） をお楽しみください。

筆
 記用具、バスタオル1枚 フェイスタオル1枚
※
 教材費のお支払いは講座当日となります。なるべくお釣り銭がいらな
いようにご準備ください。
（領収書をご希望の方はお申し込みの際にお伝
えください）

全1回
│61019－711－01 │10/22㈫│ 13：30～15：30
コード│61019－711－02 │1/22㈬│ 10：00～12：00 ヘアスプレー
（無水エタノール 5ml、ラベンダーウォーター 25ml、ラベンダー精油 5
│61019－711－03 │3/18㈬│ 10：00～12：00 滴）
を使用し、相モデルでヘッドトリートメントを習得します。頭を濡らすことはあ
りません。頭髪に触れますが、大きく髪を乱すことなく行います。余ったヘアスプ
受講料 ￥3,500－ 教材費別 ￥350
レーはお持ち帰り頂けます。

筆
 記用具、フェイスタオル1枚、バスタオル大判1枚
※
 教材費のお支払いは講座当日となります。なるべくお釣り銭のないように
ご用意ください。領収書をご希望の方はお申し込みの際にお伝えください。

全1回
│61019－712－01 │12/4㈬│ 10：00～12：00
コード│61019－712－02 │1/22㈬│ 13：30～15：30 ブレンドオイル
（スイートアーモンド油 25ml、オレンジ・スイート精油、ゼラニウ
│61019－712－03 │2/25㈫│ 13：30～15：30 ム精油 2 滴）
を使用し、仰向けで、膝下から足先までの冷えやむくみにお悩みの方
に役立つフットトリートメントを相モデルで習得します。余ったブレンドオイルは
受講料 ￥3,500－ 教材費別 ￥650
お持ち帰り頂けます。
※触れられない部位のある方はご受講いただけません。

筆
 記用具、シーツ1枚、大判バスタオル1枚、普通サイズバスタオル1枚、
フェイスタオル2枚、動きやすい服装、上履き、濡れたタオルのお持ち帰
り用ビニール袋
※
 教材費のお支払いは講座当日となります。なるべくお釣り銭がいらな
いようにご準備ください。
（領収書をご希望の方はお申し込みの際にお伝
全1回
（水曜）
えください）

受講申込み
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

ボディワーク／ヨガ／気功

│61019－714－01 │10/7㈪│ 11：00～12：00
│61019－714－02 │11/8㈮│ 11：00～12：00
コード│61019－714－03 │12/13㈮│ 11：00～12：00
│61019－714－04 │1/16㈭│ 11：00～12：00
│61019－714－05 │3/4㈬ │ 11：00～12：00

Yogaromaプロフェッショナル

栗原 冬子

コード

3月期
│
3/6 │ 3/13 │

コード

全1回
│ 61019－202－00

全3回


動
（ストレッチ素材のパンツ、Ｔシャツ、広がるロングスカ
 きやすい服装
ートも可）
、タオル、飲み物 ※裸足で踊ります

広島校

受講料 ￥12,000－ 教材費なし

神戸校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

林田 裕理

大阪校

│61019－721－01 │10/5㈯│ 11：00～12：30
コード│61019－721－02 │10/29㈫│ 18：30～20：00 ・アロマの香り、ハーブを使って五感を心地よく目覚めさせましょう。
│61019－721－03 │1/10㈮│ 14：00～15：30 ・ベリーダンスを楽しく踊りながら、全身をしっかり使ってリフレッシュ！
・心と体がときめく、香り豊かなエアフレグランスを作成します。
受講料 ￥4,000－ 教材費なし

動
（ストレッチ素材のパンツ、Ｔシャツ、広がるロングスカ
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
 きやすい服装
ートも可）
、タオル、飲み物※裸足で踊ります
林田 裕理
全1回
11月期
コード
│
│ 61019－722－00
アロマベリーダンス〜香りを踊る〜
ナチュラルビューティーを始めませんか？ 11/26㈫│12/17㈫│1/21㈫│ 18：30 ～ 20：00
新しいベリーダンスとしてメディアにも掲載の『アロマベリーダンス』です。
・アロマの香り、ハーブを使って五感を心地よく目覚めさせましょう。
1月期
コード
│
│ 61019－723－00・楽しく踊りながら、美しいベリーダンスが 1 曲完成。
1/24㈮│ 2/7㈮ │2/21㈮│ 14：00 ～ 15：30
・３つの心と体がときめく香水等 3 つのアロマクラフトを作成します。

アロマベリーダンス〜香りを踊る〜
一日体験講座

名古屋校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

藤田 あき子

全5回 18：30～20：00
（火曜）
コード
│61019－719－00│
11/20 │ 12/18 │ 1/15 │ 2/19 │
芳香浴をしながらフラレッスン。全４回で１曲仕上げます。整体師・ピラティス講
師としての視点からもご指導いたします。最後にハーブティーを飲みながら曲の背
受講料 ￥12,000－ 教材費別 初回一括￥500 景やハワイ語のお話。癒しの音楽と優雅な踊りで非日常を。ＣＤと振付表付き。
動
（Tシャツとあればフレアスカート）
、筆記用具、飲み物
（必
 きやすい服装
要に応じて）
全4回 13：30～15：00
（水曜）
※
 素足で踊ります

静岡校

加藤 絹子
アロマハワイアンフラ
〜香りとハーブに包まれて〜

たまプラ丨ザ校

SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

町田校

コード
│61019－717－00│
10/1 │ 10/8 │ 10/15 │ 11/5 │ 11/12 │ 11/19 しなやかに、のびやかに、晴れやかに、自らをイキイキ感じて呼吸をするだけ！心
と体の枠を外して、本来の美しいあなたに戻ります。
受講料 ￥18,000－ 教材費なし
動
SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター
 きやすい服装、お水、タオル
全6回 18：30～20：00
（火曜）
加藤 絹子
コード
│61019－718－00│
いのちの本質が輝きだすチベット体操
1/14 │ 1/28 │ 2/4 │ 2/18 │ 3/10 │
美しく雅やかに愛の祈りを込めてチベット体操を行います。縁あり出逢った仲間と、
毎回祝福し合いましょう。
受講料 ￥15,455－ 教材費なし
動
 きやすい服装、お水、タオル

飯能校（薬香草園）

いのちの本質が輝きだす呼吸

柏校

1 コマ目：・Yogaroma 理論・アロマテラピーのメカニズム・精油概論Ⅰ
・Yogaroma 式呼吸法
│ 61019－715－00 2 コマ目：・解剖学 基礎Ⅰ・精油概論Ⅱ・実践の心得と禁忌・Yogarom 式ポーズⅠ
3 コマ目：・解剖学 基礎Ⅱ・アロマテラピーの有用性・Yogaroma 式ポーズⅡ
4 コマ目：・精油ブレンド 理論と実践・ライフスタイル別 Yogaroma 提案
受講料 ￥80,000－ 教材費受講料に含む
・Yogaroma 式ポーズⅢ
5 コマ目：・実技・セルフコンディショニング
6 コマ目：・実技・Yogaroma 式 美と健康の定義
体
 が硬い方こそ、是非ほぐしていただきたいですが、持病や、骨粗しょ
う症、脊椎に異常のある方はあらかじめお知らせください。
・
（￥3,200/税抜）
スクールで購入可、動きやすい服装、
 検定テキスト1級
水分補給の飲料、タオル、筆記用具
ライフタイルデザイナー
体
 が硬い方こそ、是非ほぐしていただきたいですが、持病や、骨粗しょ
栗原 冬子
全2回 10：00～17：00
（休憩1時間）
（金曜）
う症、脊椎に異常のある方はあらかじめお知らせください。
│61019－716－01 │10/13㈰│ 10：30～12：00
│61019－716－02 │11/2㈯│ 10：30～12：00 季節
（秋、冬、早春）
を元気に過ごすアーユルヴェーダの智慧を取り入れたヨガ
（呼
季節を楽しむヨガ＆アーユルヴェーダ
│61019－716－03 │12/6㈮│ 10：30～12：00 吸法、アーサナ、瞑想）
を行い、心身を調和させていきます。体が硬い方や初心者
コード
〜秋＆冬＆早春バージョン〜
│61019－716－04 │1/26㈰│ 10：30～12：00 の方も安心してご参加いただけます。各季節にお薦めの美味しいハーブティーもお
│61019－716－05 │2/1㈯ │ 10：30～12：00 楽しみください。お持ち帰りハーブ付。
│61019－716－06 │3/27㈮│ 10：30～12：00
動
（クッションマット貸出有
 きやすい服装、タオル、飲料水、ヨガマット
インド中央政府公認リシケシヨガシャラ認定
受講料
￥3,240－ 教材費なし
ハタヨガティーチャー
講
 座開始1時間前までに食事をお済ませ下さい。
全1回
玉井 祥子

宇都宮校

yogaroma セラピスト
金曜特別集中コース

9月期
│
9/6 │ 9/20 │

動
 きやすい服装、お持ちであればヨガマット、水分補給の飲料
※
 体が硬い方こそ、是非ほぐしていただきたいですが、持病や、骨粗し
ょう症、脊椎に異常のある方はあらかじめお知らせください。

仙台校

受講料 ￥3,000－ 教材費受講料に含む

Yogaroma 的「美ボディライン」とは、引き締まった筋肉と柔軟な骨格がポイントで
す。呼吸法と様々なスポーツ要素を含んだポーズ展開を通じて、全身をほぐしなが
ら鍛え、静と動を香りを感じながら過ごすひととき。自分を見つめ直すスペシャル
タイムにしてみては・・・。
体
 が硬い方こそ、是非ほぐしていただきたいですが、持病や、骨粗しょ
う症、脊椎に異常のある方はあらかじめお知らせください。

札幌校

Yogaroma
（1日体験講座）

原宿表参道校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│61019－713－01 │10/13㈰│ 10：00～12：00
│61019－713－02 │11/24㈰│ 10：00～12：00 アロマセラピートリートメントの注意事項。使用する精油、
ブレンドオイルの作り方・
初めてのアロマセラピートリートメント コード│
61019－713－03 │2/1㈯ │ 10：00～12：00 使い方の説明。相モデルになっていただき、トリートメントの手技や圧などを感じ
簡単！ハンドトリートメント講座
│61019－713－04 │3/22㈰│ 10：00～12：00 ていただきながら練習します。セルフトリートメントのやり方、コツの説明。
※アレルギーのある方、かぶれやすい方は、ご注意ください。

受講料 ￥3,000－ 教材費別 1,000
英国I.F.A認定アロマセラピスト
筆
 記用具、フェイスタオル2枚、腕をまくることができる服装でご参加く
石渡 まり子
全1回
ださい。

スペシャルセミナー

講座名／講師

福岡校
大分校
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

スペシャルセミナー

公益社団法人日本アロマ環境協会資格認定校 アロマセラピスト アロマテラピーインストラクター アロマテラピーアドバイザー アロマブレンドデザイナー アロマハンドセラピスト
ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト
ハーバルセラピスト
NPO法人日本メディカルハーブ協会認定校

原宿表参道校

日本アーユルヴェーダ普及協会認定校
生活の木 ハンドメイドギルド認定校

日本のハーブセラピスト
メディカルハーブコーディネーター
アーユルヴェーダアドバイザー
手作り石けん講座 応用科／基礎科

ハーブ＆ライフコーディネーター

札幌校 生活の木アリオ札幌店
&

011-743-9304（受付時間10：00〜21：00）

札幌校

北海道札幌市東区北7条東9丁目2番20号アリオ札幌1F
JR苗穂駅より徒歩3分とアクセスが便利な札幌校ではアロマとハーブの1日体験から資格講座まで幅広くご用意しております！
広い店内ではショッピングもゆっくり楽しめます。
講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

JR函館本線・苗穂駅より徒歩10分
アリオ札幌 1F

講座内容

仙台校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／講座説明会・入門講座・認定講習会
アロマテラピー資格対応コース
講座説明会

宇都宮校

│62219－147－05 │8/2㈮ │ 17：00～18：30
│62219－147－06 │9/10㈫│ 18：00～19：30
│62219－250－01 │10/8㈫│ 15：00～16：30
62219－250－02 │11/15㈮│ 15：00～16：30
│
コード
│62219－250－03 │12/17㈫│ 16：30～18：00
│62219－250－04 │1/20㈪│ 18：00～19：30
│62219－250－05 │2/25㈫│ 15：00～16：30
│62219－250－06 │3/4㈬ │ 17：00～18：30

受講料 無料 教材費なし

柏校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

飯能校（薬香草園）

アロマテラピー入門講座

町田校

スタッフ

生活の木Herbal Life College

AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会

たまプラ丨ザ校

山本 由嘉

静岡校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会
黒田 美樹

ハーバルライフカレッジ各校におけるアロマテラピーアドバイザー、アロマブレン
ドデザイナー、アロマハンドセラピスト、アロマテラピーインストラクター、アロ
マセラピストの各養成講座について詳しくご説明いたします。公益社団法人 日本
アロマ環境協会
（AEAJ）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメ
リット、講座の特徴やカリキュラムの内容等、実際のテキストをお見せしながらお
話します。
○アロマテラピーとは ○協会
（AEAJ）
について ○質疑応答
こ
 れからアロマの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等どなたでもご受講いただけます。
筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。

全1回
│62219－148－05 │8/12㈪│ 18：00～19：30
│62219－148－06 │9/26㈭│ 18：00～19：30 アロマテラピーってなんだろう、精油ってどうやって使うのだろう…そんな皆さん
│62219－251－01 │10/18㈮│ 15：00～16：30 に「アロマテラピー」を感じて、体験していただく講座です。 自然の香りを楽しみ
コード│62219－251－02 │11/3㈰│ 15：00～16：30 ながら、心地よい時間を一緒に過ごしましょう。AEAJ の資格対応コースについても
│62219－251－03 │12/9㈪│ 16：00～17：30 併せてご説明いたします。
│62219－251－04 │2/20㈭│ 17：30～19：00 ○アロマテラピーとは ○ルームフレッシュナー作り ○ AEAJ 資格対応コース説明
│62219－251－05 │3/2㈪ │ 16：00～17：30
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、アロマを日常生活に役立てたい方、知
識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなたで
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500（税抜）
もご受講いただけます。
全1回
筆
 記用具
62219－252－01 │12/26㈭│ 13：00～17：00
│
コード
│62219－252－02 │1/7㈫ │ 15：00～19：00 アロマテラピー検定 1 級合格後に、アロマテラピーアドバイザー認定に必要な知識
を学びます。
受講料 ￥4,759－ 教材費なし
○ AEAJ アロマテラピーアドバイザー認定講習会
・アロマテラピーアドバイザーについて
・アロマテラピー関連法規
（公社）
日本アロマ環境協会
（AEAJ）
について
全1回・
（※ 説明会の参加は任意です）
コード│62220－253－00│1/11㈯│ 13：00～17：00 ○ AEAJ 資格対応コース講座説明会
・
 アロマテラピー検定試験1級合格の方。
受講料 ￥4,759－ 教材費なし
筆
お持ちの方は「資格マニュアル」
（最新版）
、
機関誌「AEAJ」
（最新号）
 記用具、
履
 修証明書発行には本講習会カリキュラムを、同一日に全ての履修が必
要となります。
全1回

【アロマテラピー検定対策】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーアドバイザー養成講座
名古屋校

コード

│62219－220－00│

8/14 │ 8/28 │ 9/11 │
アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
水曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

大阪校

暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザ
ーを目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
（1）
アロマテラピーとは
実習：スキンローション
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
7/13まで
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
山本 由嘉
全3回 16：00～20：10
（休憩10分）
（水曜）
（3）
基材とホームケア（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
コード
│62219－153－00│
（4）
アロマテラピーが心と身体に働くメカニズム 実習：ミツロウクリーム
8/22 │ 9/5 │ 10/3 │
（5）
健康学（栄養・運動・睡眠・生活習慣病）実習：クレイパック
アロマテラピー検定対策
（6）
アロマテラピー関連法規・環境
実習：フレグランス
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
木曜集中コース
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
定1、2級の合格を目指す方など、どなたでもご受講いただけます。

神戸校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

橋本 理恵

7/21まで
全3回 10：30～15：15
（休憩45分）
（木曜）
コード

│62219－154－00│

広島校

9/2 │ 9/30 │ 10/14 │
アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
月曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

山本 由嘉

8/1まで
全3回 10：30～15：00
（休憩30分）
（月曜）
コード
│62219－155－00│
9/13 │ 9/20 │ 9/27 │ 10/4 │ 10/11 │ 10/18

筆
（￥2,400/
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
税抜）
、生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,000・￥2,000/税抜）
をご
用意下さい。
（各スクールで購入可）
2コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚。
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
装で、爪は短く切りご参加されることをお勧めします。

福岡校

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
金曜夜コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

黒田 美樹

8/12まで

全6回 18：30～20：30
（金曜）

大分校
受講申込み

9月期
コード
│
│ 62219－156－00
9/14 │ 9/21 │ 9/28 │
アロマテラピー検定対策
8/13まで
アロマテラピーアドバイザー養成講座
4月期
コード
│
│ 62220－258－00
土曜集中コース
4/4 │ 4/11 │ 4/18 │
3/3まで
受講料 ￥18,000－
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
山本 由嘉
全3回 16：00～20：30
（休憩30分）
（土曜）

ƒ受講申し込みはP141へ
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

1/24まで

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
金曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
橋本 理恵

2/5まで
全3回 10：30～15：15
（休憩45分）
（金曜）
コード

宇都宮校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

筆
（￥2,400/
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
税抜）
、生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,000・￥2,000/税抜）
をご
用意下さい。
（各スクールで購入可）
2コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚。
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
装で、爪は短く切りご参加されることをお勧めします。

│62220－257－00│

3/9 │ 3/23 │ 4/6 │
アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
月曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
2/8まで
全3回 10：30～15：00
（休憩30分）
（月曜）

柏校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

山本 由嘉

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマブレンドデザイナー養成講座
コード

│62219－158－00│

アロマブレンドデザイナー養成講座
木曜コース

海老沼 佳代子

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマハンドセラピスト養成講座

黒田 美樹

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

海老沼 佳代子

全1回
（休憩1時間）

アロマテラピーインストラクター
養成講座
土集中コース

海老沼 佳代子

橋本 理恵

ƒ受講申し込みはP141へ
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

大分校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

福岡校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
金曜集中コース

広島校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

コード
│62219－262－00│
10/19 │ 11/2 │ 11/9 │ 11/23 │ 12/7 │ 12/21 安全で正しく豊かなアロマテラピーが実践できるよう、専門家として指導できる知
1/25 │ 2/8 │
識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマテラピーインストラクター資格コースです。
生活の木のオーガニック精油や基材を使用した実習を交え、アロマテラピーの活用
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）法や手作り化粧品について、準備、作製、使用、保管等をきめ細やかに学習します。
活用法の他にも、31 種類の精油や 12 種類の植物油について、実際に香りや使い心
地を試しながら、化学的な成分への理解も深めます。その他、解剖生理学や栄養学、
生活習慣病、メンタルヘルスなど総合的に学び、アロマテラピーの専門家として、
正しい知識や利用法を指導できるよう、体系的に学習します。
A
「アロマテラピーアドバイ
 EAJアロマテラピーアドバイザー有資格者、
9/18まで
ザー養成講座」受講中又は修了者、受講期間中にアロマテラピー検定を
全8回 10：30～17：30
（休憩1時間）
（土曜）
受検予定の方。※アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちでない方は、
コード
│62219－263－00│
受験ができないのでご注意ください。
12/6 │ 12/13 │ 12/20 │ 1/24 │ 1/31 │ 2/7
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版・各校で
 記用具、
2/14 │ 2/21 │
購入可）
『アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキスト
（共
通カリキュラム編）
』
（￥2,500/税抜）
、
『アロマテラピーインストラクター公式テ
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
キスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥2,000/税抜）
、2019年改訂版
『アロマテラピー
検定 公式テキスト』
（￥2,400/税抜）
をご用意下さい。
（各スクールで購入可）
＜実習＞1コマ目：筆記用具のみ
2コマ目：フェイスタオル・ビニール袋 1枚
初回にフェイス
7コマ目：バスタオル1枚・集中コース受講の方は、
タオル・ビニール袋1枚をお持ちください。
・
7
コマ目のフットトリートメント実習時は、爪を切って脚を出しやすい

服装でのご参加がお勧めです。
11/5まで
全8回 10：15～17：00
（休憩45分）
（金曜）
・早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。

神戸校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーインストラクター養成講座

大阪校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

名古屋校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

│62219－159－02 │9/16㈪│ 10：30～16：30
│62219－261－01 │11/4㈪│ 10：30～16：30 1 日完結のカリキュラムを通して、安全にアロマテラピーの知識を持ち、身の周り
コード
│62219－261－02 │2/11㈫│ 10：30～16：30 の方をはじめ、ボランティアや地域活動などにおいて、第三者にアロマハンドトリー
│62219－261－03 │3/20㈮│ 10：30～16：30 トメントを提供できる技術や能力を養いながら AEAJ が認定する資格を目指します。
○アロマハンドトリートメントとは
○アロマハンドセラピストのための解剖生理学
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜） ○アロマハンドトリートメントの準備と確認事項 ○アロマハンドトリートメントの手技と手順
○実習：トリートメントオイル作成、相モデル実習
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

全1回
（休憩1時間）
取得予定の方
（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当
│62219－260－01 │10/24㈭│ 10：30～16：30
校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可 ※申込時・
コード│62219－260－02 │12/4㈬│ 10：30～16：30
講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
│62219－260－03 │1/23㈭│ 10：30～16：30
筆
『AEAJ認定アロマハンドセラピスト公式テキスト』
（￥1,600/税
 記用具、
抜）
、大判の厚手バスタオル2枚
（60×120cm程度）
、ハンドタオル1枚
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜）
※
 ハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、爪は短く
切ってご参加ください。

静岡校

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマブレンドデザイナー
アロマセラピスト

町田校

海老沼 佳代子

がら創作し、その魅力を伝える力を培います。
○「精油のブレンド技術」を学ぶための基礎知識 ○香りの特徴をとらえる方法
○
「香りのパレット」
を作る
○ブレンド実習とクリエーション
○創作した香りを活かす
全4回 10：30～16：30
（休憩1時間）
（木曜）◯実習：ハーバル・アロマティック、
フローラルブーケ、
フゼア、
4711、
望郷の香りなど、
各回のテーマに応じたブレンド演習を行います。
コード
│62220－259－00│
2/6 │ 2/20 │ 3/12 │ 3/26 │
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

取得予定の方
（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜）
校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可 ※申込時・
講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
筆
『AEAJ認定アロマブレンドデザイナー公式テキスト』
（￥2,000/
 記用具、
税抜）
、AEAJ会員カード 又は ハーバルライフカレッジ アロマテラピーア
ドバイザー養成講座 修了証
（申込時・講座初回に確認致します。コピー可）
※
（各演習時
 各自で作成する、演習時の希釈精油代は別途徴収となります
全4回 10：30～16：30
（休憩1時間）
（木曜）
【全9種】￥100～￥500程度）

飯能校（薬香草園）

8/15 │ 8/29 │ 9/12 │ 9/26 │
精油を組み合わせてブレンドし、さまざまなシーンや目的に合ったオリジナルの香
アロマブレンドデザイナー養成講座
りを創作する能力を養いながら、AEAJ の認定する資格を目指します。講座では、54
木曜コース
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜） 種類の希釈精油を使用し、複数の演習を通して、ブレンドの知識や技術を楽しみな
AEAJ認定アロマブレンドデザイナー
アロマセラピスト

仙台校

全6回 18：30～20：30
（火曜）
コード
│62220－256－00│
3/6 │ 3/13 │ 4/10 │

札幌校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

山本 由嘉

原宿表参道校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
コード
│62220－254－00│
2/1 │ 2/15 │ 3/7 │ 3/14 │ 3/21 │ 3/28 暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザ
アロマテラピー検定対策
ーを目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
土曜夜コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
AEAJ認定アロマセラピスト
（1）
アロマテラピーとは
実習：スキンローション
12/31まで
アロマテラピーインストラクター
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
全6回
18
：
00～20
：
00
（
土曜）
黒田 美樹
（3）
基材とホームケア（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
（4）
アロマテラピーが心と身体に働くメカニズム 実習：ミツロウクリーム
コード
│62220－255－00│
健康学（栄養・運動・睡眠・生活習慣病）実習：クレイパック
2/25 │ 3/3 │ 3/10 │ 3/24 │ 3/31 │ 4/7 （5）
アロマテラピー検定対策
（6）
アロマテラピー関連法規・環境
実習：フレグランス
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
火曜夜コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
定1、2級の合格を目指す方など、どなたでもご受講いただけます。

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマセラピスト養成講座

原宿表参道校

アロマセラピスト養成講座
アドバンス
（学科）
日祝コース

札幌校
仙台校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

黒田 美樹

宇都宮校

アロマセラピスト養成講座
（実技）
日祝集中コース

柏校
飯能校（薬香草園）

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

海老沼 佳代子

コード
│62219－264－00│
11/10㈰│11/24㈰│ 12/8㈰ │12/22㈰│1/12㈰│1/26㈰
2/9㈰ │2/23㈰│2/24㈪│3/15㈰│3/29㈰│4/12㈰
※4/12は10：30～12：30
受講料 ￥157,500－ 教材費なし

トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
カリキュラムでは、ボディとフェイスを、骨格や筋肉などの解剖生理学や衛生学な
ど、セラピストとして人の身体に触れるうえで必要な基礎知識のほか、カルテの作
成方法、コンサルテーション、ケーススタディーを通して学びます。
○コンサルテーション理論
○ボディフェイストリートメント理論
○解剖生理学
○顔面の皮膚科学
○衛生学
◯コンサルテーション実技
○カルテ指導
○ケーススタディー
○実力テスト
・AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者・アロマテラピー

インストラクターコース受講中、または修了者
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版）
を事
 記用具、
前に各自でご用意頂きます。各スクールでもご購入可能です。
『アロマ
セラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥3,500/税抜）
をご用意
下さい。
（各スクールで購入可）
※初回時にインストラクター必須履修科
目受講履歴を証明できる書類をお持ちください。
10/9まで
全12回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（日曜）
※
 早得対象の方は講座初日にご案内いたします。
コード
│62219－265－00│
11/17 │ 12/1 │ 12/15 │ 1/13 │ 1/19 │ 2/2 トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
2/16 │ 3/1 │ 3/8 │ 3/22 │ 4/5 │ 4/19 より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
4/26 │
カリキュラムでは、
ボディとフェイストリートメントを学びます。身体の触れ方から、
※4/26のみ13：00～18：00
圧のかけ方、手技、立ち位置等、実技を通して習得します。
受講料 ￥262,000－
（伏臥位、仰臥位）○応用
（伏臥位、仰臥位）
○ボディトリートメント基礎
（税抜）
教材費別 初回一括￥18,500
（基礎テクニック）
○フェイストリートメント手技
○クレンジング手技 肌 総合
○カルテ指導
○実技試験
○カルテ演習
（30症例の提出）
※AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者、アロマテ

ラピーインストラクターコース受講中、または修了者、当校で新カリキュラ
ム『アロマセラピスト養成講座アドバンス
（学科）
』受講中、または修了者
筆
『アロマセラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥
 記用具、
3,500/税抜）
、実技に適した動きやすい服装
（ジーンズ、スカート不可）
、
室内用シューズ、ビニール袋、大判バスタオル1枚
（140×90cm）
、普通サ
イズのバスタオル2枚、フェイスタオル2枚
爪
 を切ってご参加ください。※フェイストリートメント実技は別途持ち
全13回 10：30～16：30
（休憩1時間）
（日曜）
物あり
（詳細は講座内でお伝えします）

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／検定直前対策講座・試験直前対策講座

町田校

アロマテラピー検定直前対策講座
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

たまプラ丨ザ校

山本 由嘉

アロマテラピー検定直前対策講座
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

静岡校

黒田 美樹

インストラクター試験直前対策講座

名古屋校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

橋本 理恵

アロマセラピスト学科試験
直前対策講座

大阪校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

海老沼 佳代子

│62219－166－00 │ 10/17 │ 10：30～15：30
コード
│62220－268－00│ 4/30 │ 10：30～15：30 アロマテラピー検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑問
や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
受講料 ￥5,400－ 教材費なし
筆
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』をご用意
下さい。
全1回
（休憩30分）
（木曜）
1 級の試験には、2級の内容が含まれます。
│62219－167－00 │10/26 │ 10：30～15：45
コード
│62220－267－00│ 4/25 │ 10：30～15：45

受講料 ￥5,400－ 教材費なし
全1回
（休憩45分）
（土曜）
│ 受講生優待 │62219－168－01│ 9/1㈰
一般
│
│62219－168－02│ 9/1㈰ 出題範囲が広範なアロマテラピーインストラクター試験に向け、模擬試験形式で総
コード
│ 受講生優待 │62220－269－01│ 3/7㈯ 復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
一般
│
│62220－269－02│ 3/7㈯
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
『アロマテラピーインストラクター・
 記用具、
アロマセラピスト公式テキスト
（共通カリキュラム編）
』
、
『アロマテラピ
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
ーインストラクター公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
教材費なし
当
 校のアロマテラピーインストラクター養成講座の受講生は、受講料が
全1回 10：30～15：45
（休憩45分）
優待価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
│ 受講生優待 │62219－169－01│ 11/5㈫
一般
│
│62219－169－02│ 11/5㈫
コード
│ 受講生優待 │62220－270－01│ 5/3㈰ 出題範囲が広範なアロマセラピスト学科試験に向け、模擬試験形式で総復習しまし
一般
│
│62220－270－02│ 5/3㈰ ょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
、
『アロマセラピスト公式テキスト
 記用具、
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
（独自カリキュラム編）
』をご用意下さい。
（各スクールで購入可）
教材費なし
当
（学科）
養成講座の受講生は、受講料が優待価格
 校のアロマセラピスト
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
全1回 13：00～16：00

神戸校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／講座説明会・入門講座
メディカルハーブ資格対応コース
講座説明会

広島校
生活の木Herbal Life College

福岡校

スタッフ

メディカルハーブ入門講座

大分校
生活の木Herbal Life College

受講申込み

スタッフ

ƒ受講申し込みはP141へ

│62219－170－04 │8/18㈰│ 18：00～19：00
│62219－170－05 │9/24㈫│ 18：00～19：00 ハーバルライフカレッジ各校における、メディカルハーブコーディネーター、ハー
│62219－271－01 │10/25㈮│ 16：00～17：00 ブ＆ライフコーディネーター、ハーバルセラピスト、シニアハーバルセラピスト、
コード│62219－271－02 │11/4㈪│ 17：30～18：30 ハーバルプラクティショナー、ホリスティックハーバルプラクティショナーの各養
│62219－271－03 │12/10㈫│ 14：30～15：30 成講座について詳しくご説明いたします。NPO 法人 日本メディカルハーブ協会
│62219－271－04 │1/11㈯│ 17：30～18：30（JAMHA）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメリット、講座の
│62219－271－05 │3/17㈫│ 17：30～18：30 特徴やカリキュラム内容等、実際のテキストをお見せしながらお話します。
こ
 れからハーブの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
受講料 無料 教材費なし
討中の方等 どなたでもご受講いただけます。
筆
 記用具
予
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場合
 約制
全1回
もありますがご了承下さい。
│62219－171－04 │9/2㈪ │ 16：00～17：30
│62219－272－01 │11/18㈪│ 17：30～19：00 ハーブに興味があるけれど、何から学んだらよいのかわからない…そんな皆さんに
│62219－272－02 │12/26㈭│ 18：00～19：30「メディカルハーブの世界」を体験していただく講座です。ハーブの香りや色、風
コード
│62219－272－03 │1/31㈮│ 18：00～19：30 味を楽しみながら、五感を通して心地よい時間を一緒に過ごしましょう。JAMHA 資
│62219－272－04 │2/26㈬│ 16：00～17：30 格対応コースについても併せてご説明いたします。
│62219－272－05 │3/8㈰ │ 17：30～19：00 ○メディカルハーブとは ○ハーブティー試飲 ○ハーバルハンドバス
○ JAMHA プログラム説明
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500（税抜）
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、ハーブを日常生活に役立てたい方、
知識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなた
でもご受講いただけます。
全1回
筆
 記用具
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ検定対策】JAMHA資格対応コース／ハーブ＆ライフコーディネーター養成講座

細川 賜美

10/12まで

全6回 16：00～18：00
（水曜）

筆
（￥2,500/税抜）
を
 記用具、JAMHA発行『ハーブ＆ライフ検定テキスト』
事前に各自ご用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。

JAMHA認定ハーバルセラピスト

JAMHA認定ハーバルセラピスト

12/8まで
全3回 10：30～15：15
（休憩45分）
（木曜）

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルセラピスト養成講座

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト

細川 賜美

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
土曜集中コース

細川 賜美

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／シニアハーバルセラピスト養成講座
コード

│62219－280－00│

（税抜）
教材費別 初回一括テキスト代￥4,200

受講申込み
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大分校

ƒ受講申し込みはP141へ

最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

福岡校

Check!

広島校

細川 賜美

（4）
調製と植物製剤学
（5）
消化器系の植物療法Ⅰ （6）
消化器系の植物療法Ⅱ
（7）
循環器系の植物療法Ⅰ （8）
循環器系の植物療法Ⅱ （9）
呼吸器系の植物療法
（10）
代謝性疾患の植物療法 （11）
神経系の植物療法
（12）
内分泌系の植物療法
妊娠と出産、小児科領域の植物療法
（13）
免疫系の植物療法
（14）
植物美容法
（15）
（16）
生活習慣病と高齢者の植物療法 （17）
ケーススタディー
（18）
論文発表、修了式
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、シニアハーバルセラピスト資格
の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたで
もご受講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格
者 ○シニアハーバルセラピスト養成講座
（旧：ハーバルプラクティショ
ナー植物療法科）
（18単位／ 36時間）
修了
筆
 記用具、指定書籍『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年改訂新版）
』
（東京堂出版・￥3,200/税抜）
を各自ご用意ください。
※『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019年改
訂版）
は講座初回に受付カウンターで購入可能。
10/5まで
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全18
全9回 10：30～15：15
（休憩45分）
（水曜）
回中13回以上の出席、全9回中7回以上の出席、論文の提出と発表が必須。

神戸校

11/6 │ 11/20 │ 12/11 │ 12/25 │ 1/15 │ 1/29 ハーバルセラピストで触れた 30 種類のメディカルハーブの成分、有効性や安全性
JAMHA認定
2/12 │ 2/26 │ 3/11 │
等を、植物療法による疾病の予防という観点を中心に、より深く学びます。より専
シニアハーバルセラピスト養成講座
門的な知識を身につけたい方、講師として活躍の場を広げたい方におすすめです。
水曜集中コース
受講料 ￥144,000－
（1）
植物療法概論
（2）
治癒系と老化制御
（3）
安全性と薬物相互作用

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト

大阪校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト

名古屋校

海老沼 佳代子

メディカルハーブを日常の健康維持・増進に役立てる為に必要な知識を、植物化学
や健康学・解剖生理学など、科学的・体系的な視点で広く学ぶ事ができる講座です。
資格取得だけでなく、知識に裏付けられたハーブの選択・活用法を身につけたい方
受講料 ￥120,000－
にもおすすめします。
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
メディカルハーブの歴史と今後の展望
（2）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅰ
（1）
テキスト代￥2,860
（税抜）
（3）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅱ
（4）
アロマテラピーの基礎知識
10/12まで
（5）
メディカルハーブと精油の安全性 （6）
メディカルハーブ製剤 Ⅰ
全9回 10：30～15：00
（休憩30分）
（水曜）
（7）
メディカルハーブ製剤 Ⅱ
（8）
代謝を助けるメディカルハーブ
コード
│62219－279－00│
生活習慣病の予防に役立つメディカルハーブ
（9）
ライフスタイルの改善とQOLの向上 （10）
11/25 │ 12/9 │ 12/23 │ 1/6 │ 1/27 │ 2/10 （11）
外敵から身体を守るメディカルハーブ （12）
ストレス対策と心身症の予防に役立つメディカルハーブ
3/2 │ 3/16 │ 3/30 │
（13）
女性のためのメディカルハーブ
（14）
若さを保つメディカルハーブ
キッチンファーマシー（わが家の台所薬局）
（15）
五感の刺激とメディカルハーブ
（16）
受講料 ￥120,000－
（17）
ハーバルライフのデザイン
（18）
自然治癒力を高めるライフスタイル及び修了式
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルセラピスト資格の取得
テキスト代￥2,860
（税抜）
を目指す方等、コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
10/24まで
講いただけます。
全9回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（月曜）
筆
 記用具
コード
│62219－312－00│
10/12 │ 11/16 │ 11/30 │ 12/14 │ 1/18 │ 2/1
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。ハーバルセラピスト養
2/15 │ 2/22 │ 2/29 │
成講座の修了には、各資格対応コース全18回中13回以上の出席、全9回
中7回以上の出席が必須となります。
受講料 ￥120,000－
※テキストは講座初回に受付カウンターにてご購入いただきます。
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
テキスト代￥2,860
（税抜）
9/11まで
全9回 10：30～15：00
（休憩30分）
（土曜）

静岡校

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
月曜集中コース

コード
│62219－278－00│
11/13 │ 11/27 │ 12/18 │ 1/8 │ 1/22 │ 2/5
2/19 │ 3/4 │ 3/18 │

たまプラ丨ザ校

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
水曜集中コース

町田校

長野 直葉

受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866

飯能校（薬香草園）

長野 直葉
メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
木曜集中コース

柏校

細川 賜美
メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
日曜夜コース

宇都宮校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト

コード
│62219－274－00│
11/6 │ 11/20 │ 12/11 │ 12/25 │ 1/15 │ 1/29 暮らしに役立つ、メディカルハーブの基礎知識を学び、メディカルハーブコーディ
ネーターを目指しませんか？ご自身の美容や健康の為、家族・友人と楽しむ為など、
受講料 ￥18,000－
生活にすぐに活かせるハーブの活用術を実習も交えて楽しく学びます。メディカル
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
ハーブ検定の試験範囲に対応したカリキュラムです。
（1）
メディカルハーブの世界
実習：ハーブティー
（2）
メディカルハーブの歴史
実習：ペパーミントの温湿布
10/5まで
メディカルハーブの効果と仕組み 実習：セントジョンズワート浸出油作り
（3）
全6回 16：00～18：00
（水曜）
（4）
ハーブのプロフィール
実習：エキナセアチンキ作り
コード
│62219－275－00│
（5）
メディカルハーブの活用法 実習：セントジョンズワートの軟膏作り
11/10 │ 11/24 │ 12/1 │ 12/15 │ 1/12 │ 1/26 （6）
症状別メディカルハーブ
実習：マルベリーとカモミールのゴマージュ作り
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、メディ
受講料 ￥18,000－
カルハーブ検定の合格を目指す方等、どなたでもご受講いただけます。
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
筆
（￥2,800/税抜）
』
 記用具、JAMHA発行『メディカルハーブ検定テキスト
を事前に各自ご用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。
10/9まで
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
全6回 18：00～20：00
（日曜）
コード
│62220－276－00│
1/9 │ 1/16 │ 1/30 │

仙台校

【メディカルハーブ検定対策】JAMHA資格対応コース／メディカルハーブコーディネーター養成講座
メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
水曜コース

札幌校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト

コード
│62219－273－00│
11/13 │ 11/27 │ 12/18 │ 1/8 │ 1/22 │ 2/5 「ハーブ＆ライフコーディネーター養成講座」は、
（NPO 法人）
日本メディカルハー
ブ協会が認定するハーブ＆ライフコーディネーター資格の取得を目指す方が、ハー
受講料 ￥18,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜） ブ＆ライフ検定試験に向け学ぶコースです。また、資格取得のみならず、身近なハー
ブやスパイスを生活の中で楽しく活用する為の基礎知識を習得したい方にもおすす
めのコースです。
実習：ハーブ・スパイスティー、ハーブ・スパイスソルト、ハーブコーディアル、ハー
バルバス、シューキーパー、ラベンダーバンドルズ
初
 めてハーブやスパイスについて学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、
ハーブ＆ライフ検定の合格を目指す方等、どなたでもご受講いただけます。

原宿表参道校

ハーブ＆ライフ検定対応
ハーブ＆ライフコーディネーター
養成講座
水曜コース

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／日本のハーブセラピスト養成講座

原宿表参道校

JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座
金曜コース

札幌校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト

細川 賜美

JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座
土曜集中コース

仙台校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
日本のハーブセラピスト

細川 賜美

コード
│62219－180－00│
8/9 │ 8/16 │ 9/6 │ 9/20 │ 9/27 │ 10/4 日本のハーブを歴史的・科学的に深く学ぶことに加えて、日本で用いられてきた30
10/11 │
種のメディカルハーブと、身近に目にすることのある16種の有毒植物についても知
識を習得できます。日本で利用されてきたハーブの特徴や有用性、さらに法制度と
受講料 ￥56,000－
安全性を理解し、正しい知識をもってご自身や家族の健康維持・増進に役立てられ
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
るようになります。
（1）
日本のメディカルハーブの歴史
（2）
くらしの中のメディカルハーブ
（3）
民族のハーブと地域のハーブ
（4）
法制度と安全性
7/8まで
日本のメディカルハーブの活用（自然観・四季）（6）
日本のメディカルハーブの活用（不調・トラブル）
（5）
全7回 13：00～15：00
（金曜）
（7）
民間療法と具体的な日本のメディカルハーブの利用
コード
│62220－277－00│
日
 本のハーブの知識を深めたい方、日本のハーブセラピスト資格の取得
3/14 │ 3/21 │ 4/4 │ 4/11 │
を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
※4/11のみ10：30～12：30
講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格者○日
本のハーブセラピスト養成講座7コマ中5コマ以上修了
受講料 ￥56,000－
筆
 記用具※『日本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
受付カウンターで購入可能
（￥2,500
（税抜）
）
2/13まで
全4回 10：30～15：15
（休憩45分）
（土曜）

コ
 ース修了には、全7コマ中5コマ以上の出席が必須となります。※『日
本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に受付カウンター
にてご購入いただきます。

宇都宮校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／検定直前対策講座
メディカルハーブ検定直前対策講座
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト

細川 賜美

│62219－181－00 │8/2㈮ │ 13：00～16：00
コード
│62220－281－00 │2/13㈭│ 10：30～13：30 メディカルハーブ検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑
問や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
受講料 ￥3,600－ 教材費なし
筆
 記用具、メディカルハーブ検定テキスト

柏校
飯能校（薬香草園）

全1回
│ 受講生優待 │62219－182－01│ 10/20㈰
一般
│62219－182－02│ 10/20㈰ 出題範囲が広範なハーバルセラピスト試験に向け、
模擬試験形式で総復習しましょう。
ハーバルセラピスト試験直前対策講座 コード│
│ 受講生優待 │62220－282－01│ 4/8㈬ 試験対策のポイントにしぼって学習します。
一般
│
│62220－282－02│ 4/8㈬
筆
（2019年改訂版）
 記用具、ハーバルセラピストコース・テキスト
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
当
（￥
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
 校のハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
教材費なし
シニアハーバルセラピスト
15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
全1回 13：00～18：00
（休憩30分）
（日曜）
細川 賜美

シニアハーバルセラピスト試験
直前対策講座

町田校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト

細川 賜美

たまプラ丨ザ校

日本のハーブセラピスト試験
直前対策講座
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト

細川 賜美

静岡校

日本のハーブセラピスト試験
直前対策講座
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト

名古屋校

細川 賜美

│ 受講生優待 │62219－183－01│ 10/16
一般
│
│62219－183－02│ 10/16 出題範囲が広範なシニアハーバルセラピスト試験に向け、模擬試験形式で総復習し
コード
│ 受講生優待 │62220－283－01│ 4/15 ましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
一般
│
│62220－283－02│ 4/15
筆
『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019
 記用具、
年改訂版）
、
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
改訂新版）
（東京堂出版）
』
教材費なし
当
 校のシニアハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価
全1回 13：00～18：00
（休憩30分）
（水曜）
格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
│ 受講生優待 │62219－186－01│ 11/1
コード
一般
│
│62219－186－02│ 11/1 広範な出題範囲を持つ、日本のハーブセラピスト試験の最終仕上げに、模擬試験形式
で総復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
 記用具、日本のハーブセラピストコース・テキスト
教材費なし
当
 校の日本のハーブセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
全1回 13：00～16：10
（休憩15分）
（金曜）
│ 受講生優待 │62220－313－01│ 4/18
コード
一般
│
│62220－313－02│ 4/18

受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
教材費なし
全1回 10：30～13：40
（休憩10分）
（土曜）

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／講座説明会・入門講座
│62219－284－01 │10/13㈰│ 16：00～18：00

大阪校

62219－284－02 │11/12㈫│ 18：00～20：00 アーユルヴェーダの基礎からスカルプケアの実習を体験します。JAPA 認定コース
アーユルヴェーダ入門＆JAPA説明会 コード│
│62219－284－03 │12/8㈰│ 17：30～19：30 やスリランカのアーユルヴェーダについてご紹介します。アーユルヴェーダに興味
1日体験コース
│62219－284－04 │1/21㈫│ 15：00～17：00 のある方には是非オススメする講座です。

生活の木Herbal Life College

神戸校

│62219－284－05 │3/26㈭│ 17：30～19：30 ◯アーユルヴェーダとは
◯スカルプケアトリートメント実習
◯JAPA資格対応コース説明 ◯スリランカのアーユルヴェーダについて
筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。＊スカルプケアトリートメント実習では、
全1回
トニックローションを頭皮に使用します。

受講料 ￥3,000－ 教材費なし

スタッフ

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／アーユルヴェーダアドバイザー養成講座

広島校

JAPA認定
アーユルヴェーダアドバイザー
養成講座

福岡校

SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

野口 千鶴

コード
│62219－314－00│
10/2 │ 10/9 │

5000年の歴史をもつ東洋の伝承医学「アーユルヴェーダ」の基礎的な知識と生活に
役立つ知恵を実習を交えながら楽しく学びます。
（1）
アーユルヴェーダの歴史と哲学
（2）
体質別の新生活術Ⅰ
（3）
体質別の新生活術Ⅱ
（4）
トリートメントの基礎知識
（5）
スリランカ式アーユルヴェーダ/アーユルヴェーディックハーブ
（6）
認定試験/試験解説/修了書授与"
筆
（BAB ジャパン・￥1,600/税抜）
 記用具、書籍『癒しのアーユルヴェーダ』
（各スクールでもご購入いただけます。
）
※2回目のみフェイスタオル2枚。
※全2回コースはカリキュラムの順番が異なります。
4 回目はハンドトリートメントの実習を行いますので、腕を出しやすい服
装にてご参加下さい。また、つめは短く切ってご参加されることをお勧
全2回 11：30～18：30
（休憩1時間）
（水曜）
めいたします。

受講料 ￥24,000－
教材費別 初回一括￥2,100
（税抜）

大分校
受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ

33

＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【手作り石けん】生活の木ハンドメイドギルド認定コース／入門講座
│62219－286－01 │10/10㈭│ 14：00～16：00

│62219－286－06 │3/29㈰│ 16：30～18：30

生活の木Herbal Life College

全1回
（木曜）

【生活の木ハンドメイドギルド認定コース】ハンドメイドギルド手作り石けん講座 基礎科／応用科
コード

│62219－287－00│

神戸校
広島校
福岡校

│62219－316－01 │10/24㈭│ 19：00～20：30
コード│62219－316－02 │1/19㈰│ 17：30～19：00 講座＋実習のレッスンです。フィトセラピーとは何か、植物の持つのチカラについ
│62219－316－03 │2/7㈮ │ 19：00～20：30 てお伝えしながら、各回の実習で使うハーブ＆アロマの特徴などをお話します。
10/24 ルームフレグランス (30ml)
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,100
1/19 ネイルバーム (25ml)
日本フィトセラピー協会認定
2/7 フローラルバスソルト (80g) ＆リップバーム
フィトセラピーインストラクター
筆
渡部 雅子
 記用具
全1回
コード│62219－290－00│ 12/12 │ 14：30～16：30
心身に様々な良い影響をもたらし、テレビでも紹介され多くの企業で取り入れられ
アロマや音叉の波動でヒーリング
ているマインドフルネス。香りや音叉の音の中で呼吸を調えリラックスして瞑想し
マインドフルネス瞑想で心身健やかに 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,000
て頂きます。波動を調えるスプレーのお持帰りも。誘導も致しますので初めての方
も安心です。ストレスから解放される安心感を感じてみて下さい。
AEAJ認定アロマセラピスト
筆
 記用具
折橋 明美
全1回
（木曜）
│62219－291－01 │11/11㈪│ 13：00～15：00
│62219－291－02 │12/16㈪│ 13：30～15：30 スパイスで一番に思いつくメニューはカレーですが、カレー以外にも様々な活用方
コード
スパイスたっぷり！！
│62219－291－03 │1/20㈪│ 15：30～17：30 法があります。毎日のごはんやスイーツに気軽にスパイスを取り入れることができ
カフェ風ごはんを作ってみましょう
│62219－291－04 │3/15㈰│ 16：30～18：30 るように、簡単でおしゃれなレシピをご案内します。講師によるデモと参加者によ
る実習、そして皆さんで試食します。
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,500
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
エ
 プロン、ハンドタオル、包丁
細川 賜美
全1回
試
 食を行いますので、アレルギーのある方はあらかじめお知らせください。

植物のチカラでハッピーに！
はじめてのフィトセラピーレッスン

大阪校

アロマ･ハーブ講座

名古屋校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│62219－266－01 │10/31㈭│ 15：00～17：00
コード│62219－266－02 │11/16㈯│ 16：00～18：00 10/31
（木）フラワーガーデン 11/16
（土）リース作り
1/28
（火）メモスタンド
│62219－266－03 │1/28㈫│ 15：00～17：00
ア
 ロマクラフト作り初心者の方、アロマテラピーやハーブを勉強された
方、手作りを楽しみたい方など、どなたでも
受講料 ￥3,000－
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
筆
 記用具
オリジナルブレンド精油・シリコーン型付
全1回

静岡校

ハンドメイドギルド
アロマストーンレッスン

たまプラ丨ザ校

クラフト/アート

町田校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

コード
│62219－289－00│
10/15 │ 11/12 │ 12/10 │ 1/14 │ 2/4 │ 3/17 MP ソープや、練り石けんを使用して、スイーツや宝石のように、見た目も美しい
石けんを作ります。様々な技法と共に、香りや色彩、季節を感じ、色や形、色彩を
受講料 ￥21,000－
デコレーションして作るデコレーションソープは、作って、飾って、使って楽しめる、
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
毎回ワクワク感満載の講座です。講座終了後 5 回以上出席された方に、基礎科修了
証を発行致します。
【デコレーションソープ実習】
●宝石ソープ
●クリスマスソープ
●New Yearソープ
●季節の和菓子ソープ ●チョコレートソープ（フルーツフレーク入り） ●桜ソープ
デ
 コレーション石けんにご興味のある方。どなたでも。
全6回 14：00～16：00
（火曜）
エ
 プロン、筆記用具

飯能校（薬香草園）

生活の木ハンドメイドギルド認定
ソープデコ講座 基礎科
火曜コース

柏校

【生活の木 ハンドメイドギルド認定コース】ソープデコ養成講座

宇都宮校

※講座終了後5回以上出席された方に、基礎科修了書を発行致します。
3回目の精油代 6回目の教材費は別途徴収いた（1）
石けんについて
実習：オリーブ100％石けん
します。
（2）
植物油について
実習：肌をいたわるしっとりソープ
（3）
精油について
実習：オリジナルの香りソープ
（4）
ハーブの効果と活用
実習：カモマイル&カレンデュラハーブのはちみつソープ
（5）
製法の種類
実習：ホットプロセスソープ
（6）
卒業制作
エ
（メガネでも可）
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
生活の木
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
塩野目 良美
全6回 16：30～18：30
（木曜）
加下さい。
コード
│62219－288－00│
生活の木ハンドメイドギルド認定コース 11/7 │ 12/5 │ 1/16 │ 2/13 │ 3/5 │ 4/2 手作り石けん講座（基礎科）を終了した方のためのレッスン。石けんに慣れ、石け
ん作りの新しい製法にチャレンジしませんか？楽しみながら石けん作りをじっくり
手作り石けん 応用科
受講料 ￥24,000－
学び、
毎回作成する度に完成度がアップする納得の講座です。石けん講座（応用科）
木曜コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥8,476
修了者対象。※講座終了後5回以上出席された方に、応用科修了書を発行致します。
6回目の教材費は別途徴収いたします。
（1）
石けん概要
実習：椿＆ヘナソープ
（2）
油脂総論
実習：ローズヒップソープ
（3）
油脂各論
実習：ベジタブルエキスソープ
（4）
石けんのデザイン 実習：アートソープ
（5）
液体石けん
実習：リキッドソープ
（6）
卒業制作
生活の木ハンドメイドギルド認定「手作り石けん基礎科」卒業生対象

エ
（メガネでも可）
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
生活の木
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
塩野目 良美
全6回 16：30～18：30
（木曜）
加下さい。

仙台校

生活の木ハンドメイドギルド認定コース 11/21 │ 12/19 │ 1/30 │ 2/27 │ 3/19 │ 4/9 「石けんをかえたら肌も変わった」毎日に使うものだから、安心･安全な石けんを自
分で手作りしましょう！ハーブ精油･植物油を使用したナチュラルでやさしい石けん
手作り石けん 基礎科
受講料 ￥18,000－
作り。毎回違ったベーシックソープを作りながら、石けん作りを楽しみます。
木曜コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,850

札幌校

スタッフ

受講料 ￥3,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥1,200

11/ 8 クリスマスマーブルソープ
1/ 9 バレンタインソープ
3/29 さくらソープ
筆
（メガネでも可）
 記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、あればゴーグル
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
加下さい。

原宿表参道校

│62219－286－02 │11/8㈮│ 17：00～19：00 10/10 シアバターのしっとりソープ
ハンドメイドギルド手作り石けん入門講座
│62219－286－03 │12/16㈪│ 17：00～19：00 12/16 アボカドうるおいソープ
コード
手作り石けん
│62219－286－04 │1/9㈭ │ 16：00～18：00 2/11 ひなまつりソープ
1日体験コース
│62219－286－05 │2/11㈫│ 17：30～19：30

スペシャルセミナー

講座名／講師

大分校

ƒ受講申し込みはP141へ
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スペシャルセミナー

講座名／講師

原宿表参道校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│62219－292－01 │11/11㈪│ 10：30～12：30
│62219－292－02 │12/22㈰│ 16：30～18：30 ハーブは苦手という方にも、まだ知らないぴったりなハーブがあるかもしれません。
コード
私にぴったりな
│62219－292－03 │1/10㈮│ 14：00～16：00 ブレンドを工夫するだけでも、とても美味しくなるのです。心や体の声に耳を澄ま
ハーブティをみつけましょう
│62219－292－04 │3/25㈬│ 10：30～12：30 せて「いま私に必要なハーブは何？」と考えてみましょう。答えをみつける様々な
初心者からのハーブティブレンド講座
ヒントやブレンドのコツをお伝えします
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,100
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
筆
 記用具
細川 賜美
全1回

手作り石けん・化粧品講座

札幌校
仙台校
宇都宮校

│62219－293－01 │10/28㈪│ 13：30～16：00
コード│62219－293－02 │11/19㈫│ 13：30～16：00 各回のテーマハーブをいろいろな剤型で石けんに使用します。植物油に浸け込んだ
│62219－293－03 │3/25㈬│ 13：30～16：00 ハーブやハーブウォーターを入れた、植物の恵みがいっぱいの石けんを作ってみま
しょう。各ハーブに適した抽出方法もお伝えします。
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,750
10/28 セントジョンズワートの冬待ち石けん
11/19 モミのクリスマスカラー石けん
3/25 ローズ香る華やかスワール石けん
マ
 スク、ゴーグルまたはメガネ、エプロン、ゴム手袋、筆記用具
生活の木ハンドメイドギルド認定
ハンドメイドソープインストラクター
薬
（長袖）
・靴でご参加
 品を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
全1回
ください。
早川 江利子
│62219－294－01 │10/12㈯│ 16：00～18：00
│62219－294－02 │11/15㈮│ 17：30～19：30 ハーブやアロマお菓子の材料を使いお菓子のように可愛くお肌にも優しい石けんを
コード
まるでスイーツ♪
│62219－294－03 │1/17㈮│ 17：30～19：30 つくりましょう。
（出来上がり約 500g）
お菓子のようなナチュラル石けん作り
│62219－294－04 │3/27㈮│ 17：30～19：30 10/12ヘーゼルナッツミルクの石けん
11/15チョコレートブラウニーの石けん
1/17 ココナッツキャラメルの石けん
3/27 いちごみるくの石けん
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,200
筆
（1000ml）
、エプロン、マスク、メガネ又はゴーグル、
 記用具、牛乳パック
ゴム手袋
AEAJ認定アロマセラピスト
薬
品などを使用しますので、肌の露出が少なく、汚れてもよい服装、靴

黒田 美樹
全1回
でのご参加をお願いいたします。

浸出油とハーブウォーターでつくる
デザイン石鹸 1日体験コース

柏校

トリートメント・マッサージ講座

自宅でできる
フェイストリートメント講座

飯能校（薬香草園）

AEAJ認定アロマセラピスト

黒田 美樹

町田校

アロマの力で女子力アップ
香り効能で健康な心と身体を作りま
しょう

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー

宮﨑 寿子

はじめての
フットトリートメント

静岡校

AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー

宮﨑 寿子

│62219－295－01 │10/14㈪│ 17：30～19：30
│62219－295－02 │11/22㈮│ 17：30～19：30 自宅でできるフェイストリートメント法と無理なく長続きするシンプルなお肌のお
コード
│62219－295－03 │1/24㈮│ 17：30～19：30 手入れの仕方を学びます。
│62219－295－04 │3/6㈮ │ 17：30～19：30 ①お肌の基礎知識
②アロマとハーブを活かしたお肌のトラブル対処法
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,200
③美容オイル
（25ml）
・スキンローション
（50ml）
の作成
④フェイストリートメント法の実習
筆
 記用具、フェイスタオル2枚、スタンド式ミラー、ヘアバンド、メイク
用品
（メイクをして帰る方）
爪
 を短く切っての御参加をお願いいたします。
全1回
│62219－296－01 │10/5㈯│ 17：00～19：00
コード
│62219－296－02 │12/17㈫│ 10：30～12：30 10/ 5 エイジングケアのヘッドトリートメント
（ヘッドスプレー作りとトリートメント）
12/17 お顔スッキリ、デコルテと顔の輪郭のオイルトリートメント
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,650

筆
 記用具・ハンドタオル
爪
 を短く切ってご参加くださいませ。
全1回

│62219－297－01 │10/3㈭│ 16：30～18：30
│62219－297－02 │11/7㈭│ 10：30～12：30 冷え、むくみ、乾燥、疲れた脚の改善を目的としたトリートメントオイルを作成し、
コード
│62219－297－03 │12/21㈯│ 18：30～20：30 フットトリートメント方法を学びます。
│62219－297－04 │1/7㈫ │ 10：30～12：30 10/3 冷えた足先をぽかぽかに
11/ 7 むくみの緩和ケア
12/21 疲れた脚へのケア方法
1/ 7 乾燥肌対策のケア方法
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,650
筆
 記用具・ハンドタオル・バスタオル
全1回
足
 が出やすい服装でご参加ください。

マタニティ・ベビー・キッズ講座

名古屋校

│62219－298－01 │10/13㈰│ 10：30～12：00

62219－298－02 │12/24㈫│ 12：00～13：30 お母様と各年齢のお子様が家庭で安心して楽しくアロマを活用できる講座です。
お子様とお母様の為に活躍するアロマ コード│
│62219－298－03 │1/23㈭│ 17：30～19：00 ① 3 歳～ 9 歳までのお子様とお母様
アロマで親子の日常が素敵になる
│62219－298－04 │3/20㈮│ 17：30～19：00
共通⇒・小さなお子様から使えるアロマテラピー・香り体験等

大阪校
神戸校

12/24 美容編
10/13 生活編
① 高学年のお子様とお母様
共通⇒・アロマテラピーの世界・香り体験等
1/23 美容編
3/20 生活編
3歳以上

筆
 記用具
全1回
汚
 れても良い服装でいらしてください。
│62219－299－01 │11/19㈫│ 10：30～12：00
コード│62219－299－02 │1/20㈪│ 13：00～14：30 全身のベビーマッサージを行います。講座ではワイワイ楽しくリラックスの時間を、
│62219－299－03 │2/28㈮│ 10：30～12：00 ご自宅では覚えたマッサージで赤ちゃんと向き合う愛しい時間をお過ごしいただけ
ます。また、頑張るママのリラックスタイムに役立つアロマスプレーを作ってお持
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,100
ち帰りいただきます。
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,620

AEAJ認定アロマセラピスト

城寶 葉子

赤ちゃんとの時間を楽しむ
ベビーマッサージ講座
ハートフルタッチケア協会認定
ベビーマッサージインストラクター

橋本 理恵

広島校

介護・人のために役立つ講座
アロマではじめる
家族への介護・緩和ケア
1日体験コース

福岡校

AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー

大分校

シーズナル・ライフスタイル講座

受講申込み

日本ハンドケア協会認定
ハンドケアセラピスト・マイスター

渡部 雅子

ƒ受講申し込みはP141へ


バ
 スタオル・赤ちゃんに必要なグッズ

│62219－300－01 │10/7㈪│ 16：30～18：30
コード│62219－300－02 │12/5㈭│ 10：30～12：30 年間 1500 名以上の方を介護施設でケアの目的でトリートメントしている講師が指
│62219－300－03 │2/27㈭│ 13：00～15：00 導いたします。その経験と知識をもとにあなたのお悩みの改善方法をお伝えします。
10/7 認知症の不安を解消する背中のトリートメント
（オイルは使いません）
と不安
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,650
解消スプレー作り
12/5 嚥下機能低下予防の喉、デコルテのオイルトリートメント
2/27 スムーズな動きを！アロマでハンドトリートメント

宮﨑 寿子

潤い輝く手を目指す！
スペシャルハンドケアレッスン

全1回

全1回


筆
 記用具

│62219－317－01 │10/30㈬│ 18：30～20：30
│62219－317－02 │11/23㈯│ 18：30～20：30 乾燥する季節のハンドケアには油分の前に水分補給が必須。お肌を柔らかくするハ
コード
│62219－317－03 │1/13㈪│ 17：30～19：30 ンドバス、水分補給のブースター、保湿のハーブ浸出油で手肌を保護し、さらには
│62219－317－04 │2/21㈮│ 18：30～20：30 セルフハンドトリートメントで、無敵の潤い輝く手を目指しましょう！作成したブー
スターはお持ち帰りいただけます。
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,650
筆
 記用具、ハンドタオル1枚をご持参くださいませ。
セ
 ルフハンドトリートメントの仕方をお伝えしますので、爪を短く整え
てください。皮膚疾患のある方はご遠慮ください。
全1回
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

日本フィトセラピー協会認定
フィトセラピーインストラクター

渡部 雅子

AEAJ認定アロマセラピスト

海老沼 佳代子

AEAJ認定アロマセラピスト

植物の力でストレスケア
アロマとハーブの力で
ココロもカラダも元気に！
AEAJ認定アロマセラピスト

城寶 葉子

│62219－303－01 │10/13㈰│ 13：00～15：00
│62219－303－02 │12/17㈫│ 13：30～15：30 ストレスが及ぼす心身への影響とストレスが緩和する生活法を学び、アロマとハー
コード
│62219－303－03 │1/25㈯│ 18：30～20：30 ブでできるストレス対策の My ブレンド精油作り等の実習を通して元気な明日を手
│62219－303－04 │2/18㈫│ 17：30～19：30 に入れましょう。
（実習で作成したものは、お持ち帰りいただけます）
筆
 記用具
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,620

ƒ受講申し込みはP141へ

36

最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

大分校

AEAJ認定アロマセラピスト

海老沼 佳代子

│62219－311－01 │10/17㈭│ 16：30～19：00
│62219－311－02 │11/14㈭│ 13：30～16：00 アロマハンドセラピスト資格者
（申請者）
の為のスキルアップ講座です。実技を中心
コード
│62219－311－03 │1/10㈮│ 10：30～13：00 に相モデルで練習し細かくチェックします。イベントの企画、実施にあたっての注
│62219－311－04 │3/10㈫│ 13：00～15：30 意事項など、実際にシュミレーションを行い、資格を活かす具体例をお伝えします。
アロマハンドセラピスト資格者、申請者を含む

受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥1,080
バ
 スタオル2枚
爪
 を短く整えてください。皮膚疾患のある方はご遠慮下さい。
全1回

福岡校

アロマハンドセラピストの為の
スキルアップ講座

広島校

AEAJ認定アロマブレンドデザイナー

海老沼 佳代子

テーマ・
・
・10 月：深まりゆく秋の香り。 12 月：新年を迎える香り。 3 月：喜びの春。
アロマブレンドデザイナー有資格者、申請者を含む

筆
 記用具、アロマブレンドデザイナーの公式テキスト、授業内で使用し
全1回
た香りのパレットシート

神戸校

別途：希釈精油使用分

大阪校

│62219－310－01 │10/10㈭│ 10：30～12：30

コード│62219－310－02 │12/19㈭│ 10：30～12：30 毎回、季節のテーマに沿って、アロマフレグランスとロールオンアロマを作成いた
ブレンドデザイナーの為の
│62219－310－03 │3/28㈯│ 13：00～15：00 します。感性を高めるクリエイティブな時間でオリジナリティあふれるブレンドを
スキルアップ講座
作成しましょう。
季節感を大切にしたアロマフレグランス 受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,000

名古屋校

ブラッシュアップ講座

静岡校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

山本 由嘉

たまプラ丨ザ校

東洋医学からみる体質・季節の養生
1日体験コース

町田校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

山本 由嘉

│62219－308－01 │10/21㈪│ 11：00～13：00
│62219－308－02 │12/4㈬│ 18：00～20：00 座学では、ハーブボールの概要と保存方法、注意点などを学びます。実習では、ハー
コード
│62219－308－03 │1/17㈮│ 13：30～15：30 ブボールを作ります。また蒸して実際に体験してハーブボールの魅力を体感してい
│62219－308－04 │3/24㈫│ 10：30～12：30 ただきます。なお作成したハーブボールはお持ち帰りいただけます。
筆
 記用具・バスタオル2枚
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,200
T シャツ・短パンなど手足が出せる動きやすい服装で受講ください。
全1回
│62219－309－01 │10/21㈪│ 13：30～15：30
│62219－309－02 │12/2㈪│ 12：30～14：30 伝統医学である東洋医学の考え方を基に体質や季節に沿った養生法を学び日頃から
コード
│62219－309－03 │2/6㈭ │ 17：30～19：30 病気になりづらい身体作りを目指します。東洋医学の基礎や養生法五行に沿った精
│62219－309－04 │3/28㈯│ 10：30～12：30 油の活用法をお伝えし季節別の養生茶を作ってお持ち帰り頂きます。お好きなテー
マのみの受講可です。
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,000
10/21：東洋医学の基礎と季節
（秋）
の養生と精油の活用
12/ 2：東洋医学の基礎と季節
（冬）
の養生と精油の活用
2/ 6：東洋医学の基礎と季節
（春）
の養生と精油の活用
3/28：東洋医学の基礎と季節
（夏）
の養生と精油の活用
各回季節の養生茶を作成お持ち帰り。
筆
 記用具
全1回

飯能校（薬香草園）

見て！触れて！使ってみよう！
ハーブボール
1日体験コース

柏校


全1回
│62219－304－01 │11/14㈭│ 10：30～12：30
│62219－304－02 │12/7㈯│ 18：30～20：30 ご自分や家族の健康に役立つ養生講座です。中医学・アロマ・ハーブを活用して日々
コード
やさしい中医学的養生法
│62219－304－03 │1/27㈪│ 16：00～18：00 の生活を楽しくしましょう。
〜元気にすごす生活術〜
│62219－304－04 │3/13㈮│ 17：00～19：00 ●中医学
（中医学の基本・体質チェック・生活の仕方・食事の養生法など）
●アロマ・ハーブを取り入れた健康生活法
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,620
●薬膳食材、ハーブ、アロマを使った実習
JAMHA認定シニアハーバルセラピスト
筆
 記用具
城寳 葉子
全1回
│62219－305－01 │10/26㈯│ 16：30～18：30
│62219－305－02 │11/22㈮│ 14：30～16：30 今の自分の肌と体調をチェックし、自分に合った簡単中医学的生活法と、美肌に導
コード
美肌へ導く中医学的アドバイスと
│62219－305－03 │1/14㈫│ 10：30～12：30 く植物油と精油を使ったフェイシャルトリートメントを学び、自信に満ちた美しい
フェイシャルトリートメント
│62219－305－04 │3/22㈰│ 17：30～19：30 自分を手に入れましょう。
自然の力で美肌になろう
鏡
タオル4～5枚 アメリカピン ヘアゴム 拭き取り
 （スタンドタイプ）
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,620
タイプのクレンジング 帰り用ご自分のメイクアップ道具
AEAJ認定アロマセラピスト
肌
 の弱い方は、事前にご相談ください
城寶 葉子
全1回
│62219－306－01 │10/25㈮│ 12：30～14：00
コード│62219－306－02 │1/21㈫│ 12：30～14：00「基本のドッグマッサージの手技」と「マッサージでの重要な場所」がわかります。
愛犬を笑顔にする♪
│62219－306－03 │2/28㈮│ 15：00～16：30 この 2 つをしっかり覚えると愛犬のうっとり顔が見られるドッグマッサージをする
5分でできるドッグマッサージ講座
ことができます。愛犬のストレスケアや健康維持・増進に役立つ 5 分でできるデイ
受講料 ￥3,000－ 教材費なし
リーマッサージをマスターしましょう。
（社）
日本ペットマッサージ協会
ペットマッサージセラピスト
筆
（可能であれば）
 記用具・犬のぬいぐるみ
橋本 理恵
全1回
│62219－307－01 │10/25㈮│ 10：30～12：00
コード│62219－307－02 │1/21㈫│ 10：30～12：00「風邪のときの身体の話」はこどもと一緒に聞いても楽しいです。
「冬に役立つ精油」
お子様同伴OK
│62219－307－03 │2/28㈮│ 13：00～14：30 を知り、ホームケアでアロマを使いこなす方法が身に付きます。そして、冬に役立
家族みんなの冬のアロマホームケア
つアロマグッズ
「風邪の季節のアロマスプレー」
「
アロマジェル」
「
アロマバスソルト」
講座
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,650
の 3 点をまとめて作ります。
3 才～年少さんのお子様同伴OK
筆
AEAJ認定アロマセラピスト
 記用具
全1回
橋本 理恵

宇都宮校

折橋 明美

全1回
（木曜）
コード│62219－302－00│ 12/12 │ 12：00～14：00
ホロスコープは人生、性格、学び等沢山のことを表しています。惑星の意味や星座
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,100
の意味をお伝えして、皆様違う惑星の香りのブレンドオイルを作ってお持ち帰り頂
きます。各々のプチリーディングもさせて頂く濃い内容ですのでご自身を深い意識
で理解し、癒して頂けます。
筆
 記用具
お
 申し込み時に生年月日、出生場所、出生時間をお知らせください。
全1回
（木曜）

仙台校

ホロスコープとアロマ
〜惑星の香りとプチリーディング〜

私たちの体について、また健康を保つヒントをお伝えします。
実習：蒸気吸入＆バリアアロマスプレー
1 回目「体を守る」
実習：アロマバスソルト＆ハーブティー
2 回目「体を温める」
3 回目「免疫力ＵＰを目指す」 実習：ハーブマウスウォッシュ＆免疫力サポートエキス
筆
 記用具、作成物持ち帰り用バッグ
全3回 18：00～19：30
（土曜）
コード│62219－301－00│ 11/28 │ 10：30～12：30
クリスマススワッグとお正月飾りの材料と作り方の説明製作する時間はご自身と向
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥3,780
き合い感性を磨きます。オリジナル ... だからこそ愛着がもてる作品ができます。
ハ
（エプロン）
 サミ、ワイヤー切りハサミ、筆記用具、お持ち帰りの袋、
受講料 ￥7,500－ 教材費別 ￥3,960

札幌校

フレッシュグリーンで作る
クリスマススワッグ＆お正月飾り

講座内容

原宿表参道校

季節に合わせた植物療法レッスン
〜秋冬のヘルスケアコース〜

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
コード
│62219－315－00│
11/9㈯│12/14㈯│ 2/8㈯ │

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

原宿表参道校

アロマブレンドデザイナー
アロマハンドセラピスト
公益社団法人日本アロマ環境協会資格認定校 アロマテラピーインストラクター アロマテラピーアドバイザー
ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト
メディカルハーブコーディネーター
NPO法人日本メディカルハーブ協会認定校
アーユルヴェーダアドバイザー
日本アーユルヴェーダ普及協会認定校
手作り石けん講座 応用科／基礎科
生活の木 ハンドメイドギルド認定校

仙台校

022-263-0139（受付時間9：00〜18：00

土日祝除く）

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目8番46号

青葉通OSビル7階 A

札幌校

美しい並木風景の眺めのスクールでは、アロマテラピー、メディカルハーブ、手作り石けん、アーユルヴェーダなど、
幅広いジャンルの講座を多数ご用意しております。
初心者の方も、ご自身の学びを深めたい方も、みなさまお誘い合わせの上、ぜひお越しください！

仙台校

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

仙台市地下鉄東西線
「青葉通一番町」
駅
徒歩３分

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／講座説明会・入門講座・認定講習会
アロマテラピー＆メディカルハーブ
資格対応コース講座説明会

宇都宮校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

柏校

アロマテラピー入門講座

飯能校（薬香草園）

生活の木Herbal Life College

スタッフ

町田校

AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

高橋 ミユキ

│62919－050－01 │9/29㈰│ 10：30～12：30
│62919－050－02 │10/4㈮│ 13：30～15：30 〇アロマテラピー・メディカルハーブとは 〇協会
（AEAJ・JAMHA）
について
コード│62919－050－03 │11/1㈮│ 13：30～15：30 〇質疑応答
│62919－050－04 │12/5㈭│ 13：30～15：30
初めてアロマテラピー・メディカルハーブを学ぶ方、日々生活に役立て
たい方、知識を深めたい方などどなたでもご参加いただけます。
受講料 無料 教材費なし
筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
全1回
合もありますがご了承下さい。
│62919－002－03 │8/29㈭│ 13：30～15：00
│62919－051－01 │9/29㈰│ 13：30～15：00 アロマテラピーってなんだろう、精油ってどうやって使うのだろう…そんな皆さん
コード
│62919－051－02 │12/4㈬│ 13：30～15：00 に「アロマテラピー」を感じて、体験していただく講座です。 自然の香りを楽しみ
│62919－051－03 │1/10㈮│ 13：30～15：00 ながら、心地よい時間を一緒に過ごしましょう。AEAJ の資格対応コースについても
併せてご説明いたします。
受講料 ￥3,000－
○アロマテラピーとは ○ルームフレッシュナー作り ○ AEAJ 資格対応コース説明
教材費受講料に教材費
（￥500税抜）
含む
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、アロマを日常生活に役立てたい方、知
識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなたで
もご受講いただけます。
筆
 記用具
全1回
コード│62919－052－00│ 12/15 │ 13：00～16：00
アロマテラピー検定 1 級合格後に、アロマテラピーアドバイザー認定に必要な知識を学びます。
受講料 ￥4,759－ 教材費なし
● AEAJ アロマテラピーアドバイザー認定講習会
アロマテラピーアドバイザーについて
アロマテラピー関連法規
公益社団法人日本アロマ環境協会
（AEAJ）
について
※検定 1 級合格が必須となります。
・アロマテラピー検定試験1級合格の方。

筆
お持ちの方は「資格マニュアル」
（最新版）
、
機関誌「AEAJ」
（最新号）
 記用具、
・
 履修証明書発行には本講習会カリキュラムを、同一日に全ての履修が必
要となります。
・履修証明書は、講座開催の3日前までに講座お申込みが完
了している場合は原則として当日のお渡しが可能となりますが、それ以降
全1回
（日曜）
の場合は後日ご来校いただくこととなります。予めご了承ください。

【アロマテラピー検定対策】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーアドバイザー養成講座

静岡校

10月期

│

コード

│ 62919－053－00

10/17 │ 10/31 │ 11/14 │ 11/28 │ 12/5 │ 12/19 暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザー
アロマテラピー検定対策
9/16まで
を目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
アロマテラピーアドバイザー養成講座
1月期
コード
│
│ 62919－054－00 活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
木曜午前コース
1/16 │ 1/30 │ 2/6 │ 2/27 │ 3/5 │ 3/19 生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。

名古屋校
大阪校
神戸校
広島校

12/15まで
協会について・アロマテラピーとは
実習：スキンローション
（1）
受講料 ￥27,400－ 教材費受講料の価格に教 （2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
材費が含まれております
AEAJ認定アロマセラピスト
基材とホームケア（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
（3）
（内訳：教材費￥3,000､公式ﾃｷｽﾄ￥2,400､
アロマテラピーインストラクター
（4）
アロマテラピーのメカニズム
実習：ミツロウクリーム
1･2級対応精油セット￥2,400・￥1,600 税抜） （5）
青木 玲子
アロマテラピーのための健康学 実習：クレイパック
全6回 10：30～12：30
（木曜）
アロマテラピーの関連法規・心得・環境 実習：フレグランス
（6）
コード
│62919－006－00│
※初めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー
9/14 │ 9/28 │ 10/12 │
アロマテラピー検定対策
検定1,2級の合格を目指す方などどなたでもご参加いただけます。※表示の
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥27,400－
受講料には、講座内で使用するすべての教材が含まれております。すでにお
土曜集中コース 9月期
持ちの教材などがある場合は、お申込み前にお問い合わせください。
教材費受講料に含む
（内訳：教材費￥3,000､公式ﾃｷｽﾄ￥2,400､
筆
 記用具、3回目のみ厚手フェイスタオル2枚
AEAJ認定アロマセラピスト
1･2級対応精油セット￥2,400・￥1,600 税抜）
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内します。
アロマテラピーインストラクター
8/13まで
※教材費として含まれている精油セットは受講生特典20％割引後の価格
高橋 ミユキ
（休憩1時間）
（土曜）
全3回 10：30～15：30
になっております。
コード
│62919－055－00│
※3コマ目はハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、
1/19 │ 2/16 │ 3/15 │
爪は短く切っての参加を推奨します。
アロマテラピー検定対策
※アロマテラピー検定のお申込みは、ご自身でお済ませください。
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥27,400－
日曜集中コース 1月期
教材費受講料の価格に教材費が含まれております
（内訳：教材費￥3,000､公式ﾃｷｽﾄ￥2,400､
AEAJ認定アロマセラピスト
1･2級対応精油セット￥2,400・￥1,600 税抜）
アロマテラピーインストラクター
12/18まで
高橋 ミユキ
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（日曜）

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマブレンドデザイナー養成講座
コード

│62919－057－00│

福岡校

10/10 │ 10/24 │ 11/7 │ 12/12 │
アロマブレンドデザイナー養成講座
木曜コース
受講料 ￥46,500－

大分校
受講申込み

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

野口 千鶴

ƒ受講申し込みはP141へ

精油を組み合わせてブレンドし、さまざまなシーンや目的に合ったオリジナルの香
りを創作する能力を養いながら、AEAJ の認定する資格を目指します。講座では、54
種類の希釈精油を使用し、複数の演習を通して、ブレンドの知識や技術を楽しみな
教材費受講料に教材費とテキスト代含む
がら創作し、その魅力を伝える力を培います。
（内訳：教材費￥4,500､アロマブレンドデザイナー ○「精油のブレンド技術」を学ぶための基礎知識 ○香りの特徴をとらえる方法
公式テキスト￥2,000 すべて税抜）
○「香りのパレット」を作る
○ブレンド実習とクリエーション
○創作した香りを活かす
◯実習：ハーバル・アロマティック、
フローラルブーケ、
フゼア、
4711、
望郷の香りなど、
各回のテーマに応じたブレンド演習を行います。
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

取得予定の方
（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当
校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可 ※申込時・
講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
筆記用具
※
 表示の受講料は講座内で使用する公式テキストが含まれた価格になっ
ております。すでに公式テキストをお持ちの方はお申込み前にお問い合
全4回 11：00～17：00
（休憩1時間）
（木曜）
わせください。
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマハンドセラピスト養成講座

アロマテラピーインストラクター
養成講座
土曜コース

インストラクター試験直前対策講座

青木 玲子

青木 玲子

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／講座説明会・入門講座

スタッフ

メディカルハーブ入門講座

全1回
│62919－012－03 │9/6㈮ │ 13：30～15：00
│62919－062－01 │9/26㈭│ 13：30～15：00 ハーブに興味があるけれど、何から学んだらよいのかわからない…そんな皆さんに
コード
│62919－062－02 │10/8㈫│ 13：30～15：00「メディカルハーブの世界」を体験していただく講座です。ハーブの香りや色、風
│62919－062－03 │12/10㈫│ 13：30～15：00 味を楽しみながら、五感を通して心地よい時間を一緒に過ごしましょう。JAMHA 資
格対応コースについても併せてご説明いたします。
受講料 ￥3,000－
○メディカルハーブとは ○ハーブティー試飲 ○ハーバルハンドバス
教材費受講料に教材費
（￥500税抜）
含む
○ JAMHA プログラム説明
は
 じめてメディカルハーブを学ぶ方、知識を深めたい方、継続講座を申
し込むのは不安な方などどなたでもご参加いただけます。
筆
 記用具
全1回

ƒ受講申し込みはP141へ
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

大分校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。

福岡校

生活の木Herbal Life College

│62919－050－01 │9/29㈰│ 10：30～12：30
│62919－050－02 │10/4㈮│ 13：30～15：30 〇アロマテラピー・メディカルハーブとは
コード
│62919－050－03 │11/1㈮│ 13：30～15：30 〇協会
（AEAJ・JAMHA）
について
│62919－050－04 │12/5㈭│ 13：30～15：30 〇質疑応答
初めてアロマテラピー・メディカルハーブを学ぶ方、日々生活に役立て
受講料 無料 教材費なし
たい方、知識を深めたい方などどなたでもご参加いただけます。

広島校

アロマテラピー＆メディカルハーブ
資格対応コース講座説明会

神戸校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

大阪校

インストラクター試験直前対策講座

名古屋校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

│ 受講生優待 │62919－011－01│ 9/7
コード
一般
│
│62919－011－02│ 9/7 試験対策のポイントをしぼって学習します。
※早得対象の方はご優待となります。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
教材費なし
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥2,052/税込・成美堂出版）
『ア
 記用具、
ロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキスト
（共通カ
リキュラム編）
』
（￥2,700/税込）
、
『アロマテラピーインストラクター公式
テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥2,160/税込）
※
 当校のアロマテラピーインストラクター養成講座の受講生は、受講料
全1回 10：00～15：30
（休憩1時間）
（土曜）
が優待価格
（￥16,200のところ￥10,800/税込）
となります。
│ 受講生優待 │62919－061－01│ 3/7
コード
一般
│
│62919－061－02│ 3/7 試験対策のポイントをしぼって学習します。
※早得対象の方はご優待となります。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
教材費なし
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版）
『ア
 記用具、
ロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキスト
（共通カ
リキュラム編）
』
（￥2,500/税抜）
、
『アロマテラピーインストラクター公式
テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥2,000/税抜）
※
 当校のアロマテラピーインストラクター養成講座の受講生は、受講料
全1回 10：30～16：00
（休憩1時間）
（土曜）
が優待価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。

静岡校

青木 玲子

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

コード│62919－060－00│10/20 │ 10：30～16：00
（公社）
日本アロマ環境協会
（AEAJ）
主催のアロマテラピー検定の直前対策講座です。
ポイントをしぼって学習します。この機会に疑問や苦手箇所を解消し、検定合格に
向けて自信を付けましょう
筆
 記用具、AEAJ発行アロマテラピー検定公式テキストをご用意下さい。
全1回
（休憩1時間）
（日曜）

受講料 ￥5,400－ 教材費なし

町田校

アロマテラピー検定直前対策講座

飯能校（薬香草園）

青木 玲子

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／検定直前対策講座・試験直前対策講座

柏校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

コード
│62919－059－00│
10/19 │ 10/26 │ 11/2 │ 11/9 │ 11/16 │ 11/30 精油学総論
アロマテラピー利用法
アロマテラピー教育
12/7 │ 12/14 │ 12/21 │ 1/11 │ 1/18 │ 1/25 アロマテラピーの歴史
精油学各論
基材論
2/1 │ 2/8 │ 2/22 │ 2/29 │
解剖生理学
健康学
タッチング論
ボランティア論
メンタルヘルス
ホスピタリティ
受講料 ￥151,000－
コミュニケーション
実力テスト
教材費受講料の中に教材費・公式テキスト代
※生活の木のオーガニック精油や植物油を用いた実習も含みます。
（すべて税抜）
が含まれております
※講座では下記 2 種のテキストを使用します
（受講料に含まれています）
。
『アロマ
（内訳：教材費￥7,000､公式テキスト共通カリキュ テラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキスト
（共通カリキュラム編）
』
ラム編￥2,500､インストラクター独自カリキュラ 『アロマテラピーインストラクター公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
ム編￥2,000）
AEAJアロマテラピーアドバイザー有資格者、アドバイザーコース受講中、
受講期間中にアロマテラピー検定を受検予定の方、または修了者※アド
バイザー資格をお持ちでない方は、受験ができないのでご注意ください。
筆
『アロマテラピー検定 公式テキスト1級』
（￥3,200/税抜）
、講
 記用具、
座中盤の解剖生理学のカリキュラムまでに「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版・生活の木店舗で購入可）
を各自でご用意ください。
・
 初回に筆記用具、フェイスタオル1枚、ビニール袋1枚をお持ち下さい。
・7コマ目のフットトリートメント実習時は、爪を切って脚を出しやすい
服装でのご参加がお勧めです。
・早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
・表示の受講料は、講座内で使用する教材が含まれた価格になっており
ます。すでにお持ちのテキストなどがある場合は、お申込み前にお問い
全16回 10：30～13：30
（土曜）
9/18まで
合わせください。

宇都宮校

全1回
（休憩1時間）
（金曜）

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーインストラクター養成講座

仙台校

青木 玲子

筆
（60×120cm程度）
、ハンドタオル1枚
 記用具、大判の厚手バスタオル2枚
※
 ハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、爪は短く
切ってご参加ください。※表示の受講料には講座内で使用するテキスト
が含まれた価格になっております。すでにテキストをお持ちの方はお申
込み前にお問い合わせください。※履修証明書は、開講日3日前までのお
申込みは当日のお渡しとなりますが、それ以降の場合は後日ご来校いた
だくこととなります。予めご了承ください。

札幌校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

│62919－058－01 │ 11/25 │ 10：30～16：30
コード│62919－058－02 │ 1/27 │ 10：30～16：30 1日完結のカリキュラムを通して、安全にアロマテラピーの知識を持ち、身の周りの
│62919－058－03 │ 3/2 │ 10：30～16：30 方をはじめ、ボランティアや地域活動などにおいて、第三者にアロマハンドトリー
トメントを提供できる技術や能力を養いながら AEAJ が認定する資格を目指します。
受講料 ￥18,600－
○アロマハンドトリートメントとは
教材費受講料に教材費とテキスト代含む
○アロマハンドセラピストのための解剖生理学
（内訳：教材費￥5,000､アロマハンドセラピスト公 ○アロマハンドトリートメントの準備と確認事項
式テキスト￥1,600 すべて税抜）
○アロマハンドトリートメントの手技と手順
○実習：トリートメントオイル作成、相モデル実習
A
 EAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または取得予
定の方

原宿表参道校

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ検定対策】JAMHA資格対応コース／メディカルハーブコーディネーター養成講座

原宿表参道校

メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
火曜午前コース

札幌校
仙台校

JAMHA認定シニアハーバルセラピスト
ハーバルセラピスト

三浦 信子

コード
│62919－063－00│
10/8 │ 10/29 │ 11/12 │ 11/26 │ 12/10 │ 1/21 暮らしに役立つ、メディカルハーブの基礎知識を学び、メディカルハーブコーディ
ネーターを目指しませんか？ご自身の美容や健康の為、家族・友人と楽しむ為など、
受講料 ￥23,665－ 教材費受講料に含む
生活にすぐに活かせるハーブの活用術を実習も交えて楽しく学びます。メディカル
（内訳：教材費￥2,866 税抜、メディカルハーブ検 ハーブ検定の試験範囲に対応したカリキュラムです。
定公式テキスト￥2,800 税抜）
（1）
メディカルハーブの世界
実習：ハーブティー
（2）
メディカルハーブの歴史
実習：ペパーミントの温湿布
（3）
メディカルハーブの効果と仕組み 実習：セントジョンズワート浸出油作り
（4）
ハーブのプロフィール
実習：エキナセアチンキ作り
（5）
メディカルハーブの活用法
実習：セントジョンズワートの軟膏作り
（6）
症状別メディカルハーブ
実習：マルベリーとカモミールのゴマージュ作り
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、メディ
カルハーブ検定の合格を目指す方等、どなたでも。※検定のお申し込み
は、ご自身でお済ませください。
筆
 記用具
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。※表示の受講料は、
講座内で使用するテキスト・教材が含まれた価格になっております。す
でにテキストをお持ちの場合は、お申込み前にお問い合わせください。
（火曜）
9/7まで
全6回 10：30～12：30
※検定のお申し込みは、ご自身でお済ませください。

宇都宮校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーブ＆ライフコーディネーター養成講座
ハーブ＆ライフコーディネーター
養成講座
金曜午前コース

柏校
飯能校（薬香草園）

JAMHA認定シニアハーバルセラピスト
ハーバルセラピスト

三浦 信子

コード
│62919－064－00│
10/18 │ 11/1 │ 11/15 │ 12/6 │ 1/10 │ 1/24 「ハーブ＆ライフコーディネーター養成講座」は、
（NPO 法人）
日本メディカルハーブ協会
が認定するハーブ＆ライフコーディネーター資格の取得を目指す方が、ハーブ＆ライフ
受講料 ￥23,600－ 教材費受講料に含む
検定試験に向け学ぶコースです。また、資格取得のみならず、身近なハーブやスパイス
（内訳：教材費￥3,100､ハーブ&ライフ検定公式テ を生活の中で楽しく活用する為の基礎知識を習得したい方にもおすすめのコースです。
キスト￥2,500 いずれも税抜）
実習：ハーブスパイスティー、ハーブ・スパイスソルト、ハーブコーディアル、ハー
バルバス、シューズキーパー、ラベンダーバンドルズ
初
 めてハーブやスパイスについて学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、
ハーブ＆ライフ検定の合格を目指す方等、どなたでも。※検定のお申込
みは、ご自身でお済ませください。
筆
 記用具
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。※表示の受講料には、
講座内で使用するテキストが含まれた価格になっております。すでにテ
全6回 10：30～12：30
（金曜）
9/17まで
キストをお持ちの方は、お申込み前にお問い合わせください。

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルセラピスト養成講座

町田校

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
水曜午前コース

たまプラ丨ザ校

静岡校

コード
│62919－065－00│
10/23 │ 10/30 │ 11/6 │ 11/13 │ 11/20 │ 11/27 メディカルハーブを日常の健康維持・増進に役立てる為に必要な知識を、植物化学
12/4 │ 12/11 │ 12/18 │ 1/15 │ 1/22 │ 1/29 や健康学・解剖生理学など、科学的・体系的な視点で広く学ぶ事ができる講座です。
2/5 │ 2/12 │ 2/19 │ 3/4 │ 3/11 │ 3/18 資格取得だけでなく、知識に裏付けられたハーブの選択・活用法を身につけたい方
にもおすすめします。
受講料 ￥124,859－
（1）
歴史と今後の展望
（2）
基礎知識 Ⅰ
教材費受講料に教材費は含まれております
（3）
基礎知識 Ⅱ
（4）
アロマテラピーの基礎知識
（内訳：実習費￥2,000 テキスト代￥2,860 税抜）
（5）
メディカルハーブと精油の安全性 （6）
メディカルハーブ製剤Ⅰ
（7）
メディカルハーブ製剤Ⅱ
（8）
代謝を助ける
（9）
ライフスタイルの改善とQOLの向上 （10）
生活習慣病の予防に役立つ
ストレス対策と心身症の予防に役立つ
（11）
外敵から身体を守る
（12）
（13）
女性のための
（14）
若さを保つ
キッチンファーマシー
（わが家の台所薬局）
（15）
五感の刺激とメディカルハーブ
（16）
（17）
ハーバルライフのデザイン
（18）
自然治癒力を高めるライフスタイル及び修了式
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルセラピスト資格の取得
を目指す方等、コースの受講条件はございませんので、どなたでも。

JAMHA認定シニアハーバルセラピスト
ハーバルセラピスト

名古屋校

三浦 信子

9/22まで
（休憩1時間）
（水曜）
全18回 10：30～12：30

筆
 記用具
※
 テキストは講座初回に受付カウンターにてお渡しします。※早得対象
の方は、講座初日にご案内いたします。※ハーバルセラピスト養成講座
の修了には、全18回中13回以上の出席が必須となります。

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／検定直前対策講座
メディカルハーブ検定直前対策講座

大阪校

JAMHA認定シニアハーバルセラピスト
ハーバルセラピスト

三浦 信子

ハーブ＆ライフ検定直前対策講座

神戸校

JAMHA認定シニアハーバルセラピスト
ハーバルセラピスト

│62919－016－00 │ 8/6 │ 10：30～14：00
コード
│62919－066－00 │ 2/18 │ 10：30～14：00 ポイントをしぼって学習します。この機会に疑問や苦手箇所を解消し、検定合格に
向けて自信を付けましょう！
受講料 ￥3,600－ 教材費なし
筆
 記用具、メディカルハーブ検定テキスト
全1回
（休憩30分）
（火曜）
│62919－017－00 │ 8/2 │ 10：30～14：00
コード
│62919－067－00 │ 2/14 │ 10：30～14：00 ハーブ＆ライフ検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑問
や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
受講料 ￥3,600－ 教材費なし
筆
 記用具、ハーブ＆ライフ検定テキスト

三浦 信子

全1回
（休憩30分）
（金曜）

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／アーユルヴェーダアドバイザー養成講座
コード

│62919－068－00│

広島校

10/11 │ 10/25 │
5000年の歴史をもつ東洋の伝承医学「アーユルヴェーダ」
の基礎的な知識と生活に
JAPA認定
役立つ知恵を実習を交えながら楽しく学びます。
アーユルヴェーダアドバイザー養成講座 受講料 ￥27,700－ 教材費受講料に含む
（1）
アーユルヴェーダの歴史と哲学
金曜集中コース
（内訳：教材費￥2,100,書籍『癒しのアーユルヴェ

福岡校
大分校

（2）
体質別の新生活術Ⅰ
（3）
体質別の新生活術Ⅱ
（4）
トリートメントの基礎知識
（5）
スリランカ式アーユルヴェーダ/アーユルヴェーディックハーブ
（6）
認定試験/試験解説/修了証授与
・表示の受講料は、講座内で使用する教材が含まれた価格になっており
ます。すでにテキスト
（書籍『癒しのアーユルヴェーダ』
）
をお持ちの場合
は、お問い合わせください。
筆
 記用具、※2回目のみフェイスタオル2枚。
・
 表示の受講料は、講座内で使用する教材が含まれた価格になっており
ます。すでにテキスト
（書籍『癒しのアーユルヴェーダ』
）
をお持ちの場合
は、お問い合わせください。
・2回目はハンドトリートメントを行います
ので、腕を出しやすい服装でご参加下さい。また爪は短く切ってご参加
全2回 10：30～17：30
（休憩1時間）
（金曜）
されることをお勧めいたします。

ーダ』BABジャパン￥1,600 全て税抜）

SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

野口 千鶴

受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ

39

＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【手作り石けん】生活の木ハンドメイドギルド認定コース／入門講座
│62919－069－01 │11/12㈫│ 13：30～15：30

※
（長袖）
・靴でご参
 薬品等を扱いますので、受講時は作業しやすい服装
加下さい。

教材費 受講料に教材費
（￥1,200 税抜）
含む

生活の木Herbal Life College

スタッフ

筆
（メガネでも可）
 記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、あればゴーグル

【生活の木ハンドメイドギルド認定コース】ハンドメイドギルド手作り石けん講座 基礎科／応用科
コード

│62919－070－00│

筆
 記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、電卓
※
（長袖）
･靴でご参加
 薬品等を扱いますので、受講時は作業しやすい服装
下さい。また、エプロン、ゴム手袋、マスク、電卓は必ずお持ちください。

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

原田 真弓

受講料 ￥1,500－ 教材費別
（各回で異なります）
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー

ふんわりお花の香りでリラックス！
花の香りの練り香水作り

│62919－081－01 │ 11/21
コード
│62919－081－02 │ 1/23
受講料 ￥2,000－ 教材費別

AEAJ認定アロマセラピスト

青木 玲子

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

吉岡 啓子

吉岡 啓子
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受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ

最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

大分校

Check!

福岡校

全1回
（金曜）
│62919－087－01 │ 2/7 │ 10：30～12：00
コード
│62919－087－02 │ 3/6 │ 10：30～12：00 精油について学び、お好きな精油とミツロウ、植物油を使ってクリームを作りましょ
暮らしの中で楽しむアロマ
う。数種類の精油の中から選べ、作った後は簡単なハンドトリートメントもお教え
アロマクリームでしっとりハンドケア 受講料 ￥1,800－ 教材費別 ￥1,000
します。初めての方でも安心してご参加いただけます。
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
筆
 記用具
吉岡 啓子
全1回
（金曜）
62919－091－01 │12/17㈫│ 10：30～12：30
│
コード
│62919－091－02 │12/20㈮│ 10：30～12：30 ハーブや木の枝などのナチュラル素材を沢山使ったしめ縄リースを作ります。お正
〜植物の恵みで暮らしを彩る〜
ハーブで作るお正月しめ縄リース2020 受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,500～￥2,000 月の玄関をハーブで彩り、素敵な新年を迎えましょう。取り外した素材を引き続き
お楽しみいただける、
「ハーバルデコレーションボックス」付き。
（オリジナルブレンドハーブティーの提供もあります。
）
JAMHA認定シニアハーバルセラピスト
筆
（幅30センチ以上あるマチの
 記用具、ハサミ、エプロン、持ち帰り用袋
あるもの）
三浦 信子
全1回

広島校

全1回
（金曜）
│62919－086－01 │ 11/15 │ 13：30～15：00
コード
│62919－086－02 │ 1/17 │ 10：30～12：00 精油について学び、数種類の精油の中からお好きな香りを選んでいただき、バスフィ
暮らしの中で楽しむアロマ
ズとバスソルトを作ります。初めての方でも安心してご参加いただけます。
寒さでこわばる体 バスタイムで温活 受講料 ￥1,500－ 教材費別 ￥1,000
筆
 記用具
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

神戸校

暮らしの中で楽しむアロマ
癒しの香り
フラワーボックスを作りましょう

全1回
│62919－085－01 │ 10/4 │ 10：30～12：00
コード
│62919－085－02 │ 12/6 │ 13：30～15：00 精油について学び、お花をオレンジメントし癒しの香りのフラワーボックスをつく
ります。数種類の精油の中からお好きな香りを選んでいただけます。初めての方で
受講料 ￥5,000－ 教材費不要
も安心してご参加いただける講座です。
筆
 記用具

大阪校

筆
 記用具
全1回
（木曜）
│62919－082－01 │2/26㈬│ 10：30～12：00
コード
│62919－082－02 │3/12㈭│ 10：30～12：00 精油やハーブを使って、爽快感のあるリフレッシュスプレー作りとハーブティーの
植物パワーでつらい季節を心地よく！
試飲をします。作ったスプレーとブレンドしたハーブはお持ち帰りいただけます。
リフレッシュスプレー＆ハーブティーで 受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥800
セルフケア
筆
 記用具

名古屋校



AEAJ認定アロマセラピスト

青木 玲子

静岡校

佐藤 啓愛

素材などのご説明させて頂いた上で、毎回精油をご自身で選んで頂きます。
10 月：輸入瓶のオーガニックアロマクリーム
（教材費：￥1,600 税込）
11 月：クリスマスリース
（教材費：￥1,600 税込）
12 月：輸入小瓶のアロマロールオン
（教材費：￥1,100 税込）
1 月：リフレッシュスプレー
（教材費：￥1,100 税込）
2 月：ハーブとアロマのバスボム
（教材費：￥1,100 税込）
￥1,100～￥1,600 3 月：ドライフラワー BOX
（教材費：￥1,600 税込）
※汚れてもよい服装またはエプロンご持参でお越しください。
全1回
筆
 記用具、エプロン
│ 10：30～12：00
│ 10：30～12：00 天然素材のみつろうや心安らぐお花の精油で練り香水を作ります。数種類の精油の
中からお好きな香りを選んでブレンドしていただきます。前半は精油の取扱い方やそ
￥1,000
れぞれの香りの特徴などを解説します。自分だけの香りを手づくりしてみましょう。

たまプラ丨ザ校

│62919－080－01 │10/1㈫│ 11：00～12：30
│62919－080－02 │11/5㈫│ 11：00～12：30
│62919－080－03 │12/3㈫│ 11：00～12：30
コード
│62919－080－04 │1/14㈫│ 11：00～12：30
│62919－080－05 │2/17㈪│ 11：00～12：30
│62919－080－06 │3/10㈫│ 11：00～12：30

町田校

〜アロマとお花のある暮らし〜
アロマとお花を日常にとりいれる

飯能校（薬香草園）

アロマ･ハーブ講座

柏校

全6回 10：30～12：30
（日曜）
コード
│62919－071－00│
10/27 │ 11/24 │ 1/26 │
手作り石けん講座（基礎科）
を終了した方のためのレッスン。
石けんに慣れ、
石けん
生活の木ハンドメイドギルド認定コース
作りの新しい製法にチャレンジしませんか？楽しみながら石けん作りをじっくり学び、
手作り石けん 応用科
受講料 ￥32,475－ 教材費 受講料に教材費 毎回作成する度に完成度がアップする納得の講座です。
日曜集中コース
（￥8,475 税抜）
が含まれております
※講座終了後5回以上出席された方に、
応用科修了書を発行致します。
6回目の教材費は別途徴収いたします。
（1）
石けん概要
実習：椿＆ヘナソープ
（2）
油脂総論
実習：ローズヒップソープ
（3）
油脂各論
実習：ベジタブルエキスソープ
（4）
石けんのデザイン 実習：アートソープ
（5）
液体石けん
実習：リキッドソープ
（6）
卒業制作
生活の木ハンドメイドギルド認定「手作り石けん基礎科」卒業生対象

生活の木
エ
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓
室 満美子
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（日曜）

宇都宮校

※講座終了後5回以上出席された方に、
基礎科修了書を発行致します。
（1）
石けんについて
実習：オリーブ100％石けん
（2）
植物油について
実習：肌をいたわるしっとりソープ
（3）
精油について
実習：オリジナルの香りソープ
（4）
ハーブの効果と活用 実習：カモマイル＆カレンデュラハーブのはちみつソープ
（5）
製法の種類
実習：ホットプロセスソープ
（6）
卒業制作
（長袖）
･靴でご参加
※薬品等を扱いますので、受講時は作業しやすい服装
下さい。また、エプロン、ゴム手袋、マスク、電卓は必ずお持ちください。

仙台校

生活の木ハンドメイドギルド認定コース 10/13 │ 11/17 │ 12/8 │ 1/12 │ 2/9 │ 3/8 「石けんをかえたら肌も変わった」毎日に使うものだから、安心･安全な石けんを自分
で手作りしましょう！ハーブ・精油･植物油を使用したナチュラルでやさしい石けん
手作り石けん 基礎科
受講料 ￥23,094－ 教材費 受講料に教材費 作り。
毎回違ったベーシックソープを作りながら、
石けん作りを楽しみます。
日曜午前コース
（￥5,094 税抜）
が含まれております

札幌校

全1回

原宿表参道校

62919－069－02 │12/3㈫│ 13：30～15：30 11/12
（火）
：クリスマスマーブルソープ
ハンドメイドギルド手作り石けん入門講座 コード│
│62919－069－03 │3/11㈬│ 13：30～15：30 12/ （
3 火）
：ニューイヤーゆずソープ
手作り石けん
3/11
（
水）
：
さくらソープ
1日体験コース
受講料 ￥4,200－

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

原宿表参道校

ストレスに弱いと感じる
あなたのための講座
ストレスの正体を知って
上手に付き合う方法
（一社）
フラワーフォトセラピー協会認定
ジュニアティーチャー

亀山 弘美

札幌校

『嫌な出来事』
は幸せへの近道
幸せは嫌な事柄の中にあるのを見つけよう！
（一社）
フラワーフォトセラピー協会認定
ジュニアティーチャー

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│62919－088－01 │10/14（月・祝）│ 11：00～12：30
コード│62919－088－02 │12/8㈰│ 13：30～15：00 ストレスの正体を知る。ストレスを受けた時の身体の状態とそして心の反応。スト
│62919－088－03 │2/9㈰ │ 13：30～15：00 レスと上手に付き合う方法をお伝えします。
筆
 記用具

受講料 ￥2,500－ 教材費なし

全1回
│62919－089－01 │ 11/17 │ 10：30～12：30
コード│62919－089－02 │ 1/12 │ 13：30～15：30 自分にとっての幸せとは？嫌なことをきちんと見てみよう、本当にそれは嫌なこと
│62919－089－03 │ 3/8 │ 13：30～15：30 ですか？等を見ていき、本当の自分の幸せを自分で見つけていく講座です。
筆
 記用具

受講料 ￥2,500－ 教材費なし
全1回
（日曜）

亀山 弘美

仙台校

人のために役立つ講座・トリートメント・マッサージ講座
介護に生かせるアロマテラピー
ハンドトリートメントでリラックス！

宇都宮校

AEAJ認定アロマセラピスト

│62919－083－01 │10/23 │ 13：30～15：00
コード
│62919－083－02 │ 11/20 │ 13：30～15：00 精油の扱い方や選び方を学びながら、お好みの精油でトリートメントオイルを作り
ます。ハンドバスで血行をよくしたあと、作成したトリートメントオイルを使って
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,000
二人一組でハンドトリートメントを実習します。
※爪を短く切り、肘まで出せる服装でお越しください。

筆
 記用具、バスタオル1枚、ハンドタオル1枚

青木 玲子

柏校

全1回
（水曜）
│62919－084－01 │10/15㈫│ 10：30～13：00
│62919－084－02 │11/14㈭│ 13：30～16：00 精油
（エッセンシャルオイル）
の特徴をお話しし、ご理解いただいたうえで、トリー
はじめてのハンドトリートメント
62919－084－03 │12/18㈬│ 13：30～16：00 トメントオイルを作成します。作成したオイルを使い、二人一組で数回繰り返しト
身近な大切な方のためにできることから コード│
│62919－084－04 │1/20㈪│ 10：30～13：00 リートメントをお互いにしていきます。
│62919－084－05 │2/13㈭│ 10：30～13：00
※爪を短くしていただき、肘まで上がる服装でお越しください。

│62919－084－06 │3/12㈭│ 13：30～16：00
筆
 記用具、フェイスタオル2枚
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,500
（税込）

飯能校（薬香草園）

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

阿部 志麻子

介護に生かせるアロマテラピー
フットトリートメントでリラックス！

町田校

AEAJ認定アロマセラピスト

青木 玲子

全1回
│62919－090－01 │ 2/19 │ 13：30～15：00
コード
│62919－090－02 │ 3/18 │ 13：30～15：00 精油の扱い方や選び方を学びながら、お好みの精油でトリートメントオイルを作り
ます。作成したトリートメントオイルを使い、二人一組になって椅子に座ってでき
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,000
る手軽な内容のトリートメントを実践します。
※爪を短く切り、膝まで出せる動きやすい服装でお越しください。

（パンツスタイルがおすすめです）
※敏感肌や下肢・足指に皮膚トラブル
のある方はご遠慮ください。
筆
（必要時）
ハーフパンツなど
 記用具、バスタオル 1 枚、フェイスタオル 3 枚、
全1回
（水曜）

たまプラ丨ザ校

公益社団法人日本アロマ環境協会資格認定校 アロマセラピスト アロマテラピーインストラクター アロマテラピーアドバイザー アロマブレンドデザイナー アロマハンドセラピスト
ハーバルセラピスト
シニアハーバルセラピスト
NPO法人日本メディカルハーブ協会認定校 メディカルハーブコーディネーター
生活の木 ハンドメイドギルド認定校

シニアハーバルセラピスト
手作り石けん講座 応用科／基礎科

静岡校

宇都宮校 生活の木宇都宮福田屋SP店
&

028-624-2223（受付時間10：00〜21：00）

栃木県宇都宮市今泉町237 FKDショッピングプラザ宇都宮店3F

名古屋校

広々とした空間の宇都宮校では、アロマテラピーやハーブの資格取得のための講座や、毎日の生活を楽しく元
気に暮らすための講座をたくさんご用意しています。光が差し込む明るい教室で一緒に楽しく学びませんか。
講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

JR東北線・宇都宮駅西口よりバス15分
FKDショッピングプラザ宇都宮店 3F

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／講座説明会・入門講座・認定講習会

大阪校

アロマテラピー資格対応コース
講座説明会

神戸校
生活の木Herbal Life College

広島校

スタッフ

アロマテラピー入門講座

福岡校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│61519－958－03 │8/12㈪│ 14：30～16：00
│61519－050－01 │10/5㈯│ 14：30～16：00 ハーバルライフカレッジ各校におけるアロマテラピーアドバイザー、アロマブレン
コード
│61519－050－02 │1/9㈭ │ 10：30～12：00 ドデザイナー、アロマハンドセラピスト、アロマテラピーインストラクター、アロ
│61519－050－03 │2/27㈭│ 10：30～12：00 マセラピストの各養成講座について詳しくご説明いたします。公益社団法人 日本
アロマ環境協会
（AEAJ）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメ
受講料 無料 教材費なし
リット、講座の特徴やカリキュラムの内容等、実際のテキストをお見せしながらお
話します。
○アロマテラピーとは ○協会
（AEAJ）
について ○アロマハンドバス体験
○質疑応答
こ
 れからアロマの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等どなたでもご受講いただけます。
筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。

全1回
│61519－051－01 │11/1㈮│ 14：30～16：00
│61519－051－02 │12/3㈫│ 10：30～12：00 アロマテラピーってなんだろう、精油ってどうやって使うのだろう…そんな皆さん
コード
│61519－051－03 │1/10㈮│ 10：30～12：00 に「アロマテラピー」を感じて、体験していただく講座です。 自然の香りを楽しみ
│61519－051－04 │2/1㈯ │ 13：30～15：00 ながら、心地よい時間を一緒に過ごしましょう。AEAJ の資格対応コースについても
併せてご説明いたします。
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500
（税抜）
○アロマテラピーとは ○ルームフレッシュナー作り ○ AEAJ 資格対応コース説明
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、アロマを日常生活に役立てたい方、知
識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなたで
もご受講いただけます。
全1回
筆
 記用具

大分校
受講申込み
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

室野井 喜美子

札幌校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

原宿表参道校

AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│61519－960－03 │8/10㈯│ 13：00～17：00
│61519－960－04 │9/11㈬│ 13：00～17：00 アロマテラピー検定 1 級合格後に、アロマテラピーアドバイザー認定に必要な知識
│61519－052－01 │10/2㈬│ 13：00～17：00 を学びます。
コード
│61519－052－02 │12/15㈰│ 13：00～17：00 ○ AEAJ アロマテラピーアドバイザー認定講習会
│61519－052－03 │12/23㈪│ 13：00～17：00 ・アロマテラピーアドバイザーについて
│61519－052－04 │3/26㈭│ 13：00～17：00 ・アロマテラピー関連法規
・
（公社）
日本アロマ環境協会
（AEAJ）
について
受講料 ￥4,759－ 教材費なし
○ AEAJ 資格対応コース講座説明会
（※ 説明会の参加は任意です）
・
 アロマテラピー検定試験1級合格の方。
筆
お持ちの方は「資格マニュアル」
（最新版）
、
機関誌「AEAJ」
（最新号）
 記用具、
履
 修証明書発行には本講習会カリキュラムを、同一日に全ての履修が必
要となります。
全1回

スペシャルセミナー

講座名／講師

【アロマテラピー検定対策】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーアドバイザー養成講座
│61519－962－00│

12/20まで

町田校

全6回 10：30～12：30
（火曜）
コード
│61520－055－00│
2/15 │ 2/29 │ 3/14 │

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
土曜・集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

室野井 喜美子

1/14まで
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（土曜）

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマブレンドデザイナー養成講座
コード

│61519－057－00│

大阪校

室野井 喜美子

名古屋校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

がら創作し、その魅力を伝える力を培います。
○
「精油のブレンド技術」
を学ぶための基礎知識 ○香りの特徴をとらえる方法
○
「香りのパレット」
を作る
○ブレンド実習とクリエーション
○創作した香りを活かす
◯実習：ハーバル・アロマティック、
フローラルブーケ、
フゼア、
4711、
望郷の香りなど、
各回のテーマに応じたブレンド演習を行います。
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

取得予定の方
（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当
校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可 ※申込時・
講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
筆
『AEAJ認定アロマブレンドデザイナー公式テキスト』
（￥2,000/
 記用具、
税抜）
、AEAJ会員カード 又は ハーバルライフカレッジ アロマテラピーア
ドバイザー養成講座 修了証
（申込時・講座初回に確認致します。コピー可）
※
（各演習
 各自で作成する、演習時の希釈精油代は別途徴収となります
全4回 10：30～16：30
（休憩1時間）
（金曜）
時【全9種】￥100～￥500程度）

静岡校

12/13 │ 12/27 │ 1/17 │ 1/24 │
精油を組み合わせてブレンドし、さまざまなシーンや目的に合ったオリジナルの香
アロマブレンドデザイナー養成講座
りを創作する能力を養いながら、AEAJ の認定する資格を目指します。講座では、54
金曜・昼コース
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜） 種類の希釈精油を使用し、複数の演習を通して、ブレンドの知識や技術を楽しみな

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

飯能校（薬香草園）

室野井 喜美子

柏校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

宇都宮校

暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザ
ーを目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
（1）
アロマテラピーとは
実習：スキンローション
AEAJ認定アロマセラピスト
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
アロマテラピーインストラクター
8/12まで
（3）
基材とホームケア
（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
福島 明子
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（金曜）
（4）
アロマテラピーが心と身体に働くメカニズム 実習：ミツロウクリーム
コード
│61519－963－00│
健康学
（栄養・運動・睡眠・生活習慣病） 実習：クレイパック
（5）
9/15 │ 9/22 │ 9/29 │
（6）
アロマテラピー関連法規・環境
実習：フレグランス
アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
日曜・集中コース
定1、2級の合格を目指す方など、どなたでもご受講いただけます。
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
筆
（￥2,400/
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
AEAJ認定アロマセラピスト
税抜）
、生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,000・￥2,000/税抜）
をご
アロマテラピーインストラクター
用意下さい。
（各スクールで購入可）
2コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚。
8/14まで
室野井 喜美子
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（日曜）
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
コード
│61520－054－00│
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
1/21 │ 2/4 │ 2/18 │ 3/3 │ 3/17 │ 3/31
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
アロマテラピー検定対策
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
装で、爪は短く切りご参加されることをお勧めします。
火曜・午前コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

仙台校

コード

9/13 │ 9/20 │ 9/27 │
アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
金曜・集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマハンドセラピスト養成講座

室野井 喜美子

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

福島 明子

※
 ハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、爪は短く
切ってご参加ください。
全1回
（休憩1時間）
（水曜）

福岡校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

広島校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

│61519－966－00 │9/28㈯│ 10：30～16：30
│61519－059－01 │10/19㈯│ 10：30～16：30 1 日完結のカリキュラムを通して、安全にアロマテラピーの知識を持ち、身の周り
コード
│61519－059－02 │10/23㈬│ 10：30～16：30 の方をはじめ、ボランティアや地域活動などにおいて、第三者にアロマハンドトリー
│61519－059－03 │1/25㈯│ 10：30～16：30 トメントを提供できる技術や能力を養いながら AEAJ が認定する資格を目指します。
○アロマハンドトリートメントとは
○アロマハンドセラピストのための解剖生理学
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜） ○アロマハンドトリートメントの準備と確認事項 ○アロマハンドトリートメントの手技と手順
○実習：トリートメントオイル作成、相モデル実習
全1回
（休憩1時間）
（土曜）
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

取得予定の方
コード│61519－967－02│9/25㈬│ 10：30～16：30
筆
『AEAJ認定アロマハンドセラピスト公式テキスト』
（￥1,600/税
 記用具、
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜）
抜）
、大判の厚手バスタオル2枚
（60×120cm程度）
、ハンドタオル1枚

神戸校

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

大分校
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーインストラクター養成講座

原宿表参道校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
日曜集中コース

札幌校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

室野井 喜美子

仙台校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
木曜・午前コース

宇都宮校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

室野井 喜美子

コード
│61519－060－00│
10/27 │ 11/10 │ 11/17 │ 11/24 │ 12/8 │ 12/22 安全で正しく豊かなアロマテラピーが実践できるよう、専門家として指導できる知
1/19 │ 1/26 │
識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマテラピーインストラクター資格コースです。
生活の木のオーガニック精油や基材を使用した実習を交え、アロマテラピーの活用
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）法や手作り化粧品について、準備、作製、使用、保管等をきめ細やかに学習します。
活用法の他にも、31 種類の精油や 12 種類の植物油について、実際に香りや使い心
地を試しながら、化学的な成分への理解も深めます。その他、解剖生理学や栄養学、
生活習慣病、メンタルヘルスなど総合的に学び、アロマテラピーの専門家として、
正しい知識や利用法を指導できるよう、体系的に学習します。
A
「アロマテラピーアドバイ
 EAJアロマテラピーアドバイザー有資格者、
ザー養成講座」受講中又は修了者、受講期間中にアロマテラピー検定を
9/26まで
受検予定の方。※アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちでない方は、
全8回 10：30～17：30
（休憩1時間）
（日曜）
受験ができないのでご注意ください。
コード
│61519－061－00│
10/24 │ 10/31 │ 11/7 │ 11/14 │ 11/21 │ 11/28
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版・各校
 記用具、
12/5 │ 12/12 │ 12/19 │ 12/26 │ 1/16 │ 1/23
で購入可）
『アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキ
1/30 │ 2/6 │ 2/13 │ 2/20 │
スト
（共通カリキュラム編）
』
（￥2,500/税抜）
、
『アロマテラピーインストラ
クター公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥2,000/税抜）
、2019年改訂
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
（￥2,400/税抜）
をご用意下さい。
（各スクールで購入可）
＜実習＞1コマ目：筆記用具のみ
2コマ目：フェイスタオル・ビニール袋 1枚
7コマ目：バスタオル1枚・集中コース受講の方は、初回にフェイス
タオル・ビニール袋1枚をお持ちください。
・
 7コマ目のフットトリートメント実習時は、爪を切って脚を出しやすい
服装でのご参加がお勧めです。
9/23まで
・早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
全16回 10：30～13：30
（木曜）

柏校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマセラピスト養成講座
アロマセラピスト養成講座
アドバンス
（学科）
金曜・集中コース

飯能校（薬香草園）

町田校
たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

室野井 喜美子

アロマセラピスト養成講座
（実技）
火曜・集中コース

静岡校
名古屋校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

室野井 喜美子

コード
│61519－062－00│
11/8 │ 11/15 │ 11/29 │ 12/6 │ 12/20 │ 1/31 トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
2/7 │ 2/21 │ 2/28 │ 3/13 │ 3/27 │ 4/3 より専門的な知識と技術を学ぶためのAEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
※11/8のみ10：30～12：30
カリキュラムでは、ボディとフェイスを、骨格や筋肉などの解剖生理学や衛生学な
受講料 ￥157,500－ 教材費なし
ど、セラピストとして人の身体に触れるうえで必要な基礎知識のほか、カルテの作
成方法、コンサルテーション、ケーススタディーを通して学びます。
○コンサルテーション理論
○ボディフェイストリートメント理論
○解剖生理学
○顔面の皮膚科学
○衛生学
◯コンサルテーション実技
○カルテ指導
○ケーススタディー
○実力テスト
・
 AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者・アロマテラピーイン
ストラクターコース受講中、または修了者

10/7まで
全12回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（金曜）
コード
│61519－063－00│
10/1 │ 10/15 │ 10/29 │ 11/12 │ 11/26 │ 12/10
12/24 │ 1/14 │ 1/28 │ 2/11 │ 2/25 │ 3/10
3/24 │
※3/24のみ11：00～16：30

筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版）
を事
 記用具、
前に各自でご用意頂きます。各スクールでもご購入可能です。
『アロマ
セラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥3,500/税抜）
をご用意
下さい。
（各スクールで購入可）
※初回時にインストラクター必須履修科
目受講履歴を証明できる書類をお持ちください。
※
 早得対象の方は講座初日にご案内いたします。

トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
カリキュラムでは、ボディとフェイストリートメントを学びます。身体の触れ方か
ら、圧のかけ方、手技、立ち位置等、実技を通して習得します。○ボディトリート
メント基礎
（伏臥位、仰臥位）○応用
（伏臥位、仰臥位）
○フェイストリートメント手
受講料 ￥262,000－
技 ○クレンジング手技 肌 総合
（基礎テクニック）
○カルテ指導 ○実技試験○カルテ
（税抜）
教材費別 初回一括￥18,500
演習
（30 症例の提出）
※AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者、アロマテラピ

ーインストラクターコース受講中、または修了者、当校で新カリキュラム
『アロマセラピスト養成講座アドバンス
（学科）
』受講中、または修了者
筆
『アロマセラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥
 記用具、
3,500/税抜）
、実技に適した動きやすい服装
（ジーンズ、スカート不可）
、
室内用シューズ、ビニール袋、大判バスタオル1枚
（140×90cm）
、普通サ
イズのバスタオル2枚、フェイスタオル2枚
爪
 を切ってご参加ください。※フェイストリートメント実技は別途持ち
全13回 10：30～16：30
（休憩1時間）
（火曜）
物あり
（詳細は講座内でお伝えします

大阪校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／検定直前対策講座・試験直前対策講座
アロマテラピー検定直前対策講座
（1級・2級）

神戸校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

室野井 喜美子

インストラクター試験直前対策講座

広島校
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

福岡校

室野井 喜美子

アロマセラピスト学科試験
直前対策講座

大分校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

室野井 喜美子

│61519－065－00 │10/8㈫│ 10：30～16：00
コード
│61519－066－00 │10/20㈰│ 10：30～16：00 アロマテラピー検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑問
や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
受講料 ￥5,400－ 教材費なし
筆
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』をご用意
下さい。
全1回
（休憩1時間）
1 級の試験には、2級の内容が含まれます。
│
│
│
│
コード
│
│
│
│

│61519－975－01│8/28㈬
│61519－975－02│8/28㈬ 出題範囲が広範なアロマテラピーインストラクター試験に向け、模擬試験形式で総
│61519－976－01│8/31㈯ 復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
│61519－976－02│8/31㈯
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
『アロマテラピーインストラクター・
 記用具、
│61520－067－01│2/16㈰
アロマセラピスト公式テキスト
（共通カリキュラム編）
』
、
『アロマテラピ
│61520－067－02│2/16㈰
ーインストラクター公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
│61520－068－01│ 3/5㈭
│61520－068－02│ 3/5㈭
当
 校のアロマテラピーインストラクター養成講座の受講生は、受講料が
優待価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
教材費なし
全1回 10：30～16：00
（休憩1時間）
│ 受講生優待 │61519－069－01│ 11/1
コード
一般
│
│61519－069－02│ 11/1 出題範囲が広範なアロマセラピスト学科試験に向け、模擬試験形式で総復習しま
しょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
、
『アロマセラピスト公式テキスト
 記用具、
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
（独自カリキュラム編）
』をご用意下さい。
（各スクールで購入可）
教材費なし
当
（学科）
養成講座の受講生は、受講料が優待価格
 校のアロマセラピスト
全1回 10：30～13：30
（金曜）
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
受講生優待
一般
受講生優待
一般
受講生優待
一般
受講生優待
一般

受講申込み
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／講座説明会・入門講座

【メディカルハーブ検定対策】JAMHA資格対応コース／メディカルハーブコーディネーター養成講座

筆
（￥2,800/税抜）
』
 記用具、JAMHA発行『メディカルハーブ検定テキスト
を事前に各自ご用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。
全6回 14：00～16：00
（木曜）

早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。

町田校

新井 純子

10/20まで

飯能校（薬香草園）

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト

コード
│61519－072－00│
11/21 │ 11/28 │ 12/5 │ 12/19 │ 12/26 │ 1/16 暮らしに役立つ、メディカルハーブの基礎知識を学び、メディカルハーブコーディ
ネーターを目指しませんか？ご自身の美容や健康の為、家族・友人と楽しむ為など、
受講料 ￥18,000－
生活にすぐに活かせるハーブの活用術を実習も交えて楽しく学びます。メディカル
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
ハーブ検定の試験範囲に対応したカリキュラムです。
（1）
メディカルハーブの世界
実習：ハーブティー
（2）
メディカルハーブの歴史
実習：ペパーミントの温湿布
（3）
メディカルハーブの効果と仕組み 実習：セントジョンズワート浸出油作り
（4）
ハーブのプロフィール
実習：エキナセアチンキ作り
（5）
メディカルハーブの活用法
実習：セントジョンズワートの軟膏作り
（6）
症状別メディカルハーブ
実習：マルベリーとカモミールのゴマージュ作り
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、メディ
カルハーブ検定の合格を目指す方等、どなたでもご受講いただけます。

柏校

メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
木曜・午後コース

宇都宮校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

全1回
│61519－071－01 │10/26㈯│ 14：30～16：00
│61519－071－02 │11/5㈫│ 10：30～12：00 ハーブに興味があるけれど、何から学んだらよいのかわからない…そんな皆さんに
コード
│61519－071－03 │2/1㈯ │ 10：30～12：00「メディカルハーブの世界」を体験していただく講座です。ハーブの香りや色、風
│61519－071－04 │3/12㈭│ 10：30～12：00 味を楽しみながら、五感を通して心地よい時間を一緒に過ごしましょう。JAMHA 資
格対応コースについても併せてご説明いたします。
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500
（税抜）
○メディカルハーブとは ○ハーブティー試飲 ○ハーバルハンドバス
○ JAMHA プログラム説明
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、ハーブを日常生活に役立てたい方、
知識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなた
でもご受講いただけます。
全1回
筆
 記用具

仙台校

メディカルハーブ入門講座

筆
 記用具
予
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場合
 約制
もありますがご了承下さい。

札幌校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│61519－070－01 │10/12㈯│ 14：30～15：30
コード│61519－070－02 │11/7㈭│ 14：30～15：30 ハーバルライフカレッジ各校における、メディカルハーブコーディネーター、ハー
│61519－070－03 │1/9㈭ │ 13：30～14：30 ブ＆ライフコーディネーター、ハーバルセラピスト、シニアハーバルセラピスト、
ハーバルプラクティショナー、ホリスティックハーバルプラクティショナーの各養
成講座について詳しくご説明いたします。NPO 法人 日本メディカルハーブ協会
受講料 無料 教材費なし
（JAMHA）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメリット、講座の
特徴やカリキュラム内容等、実際のテキストをお見せしながらお話します。
こ
 れからハーブの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等 どなたでもご受講いただけます。

原宿表参道校

メディカルハーブ資格対応コース
講座説明会

スペシャルセミナー

講座名／講師

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルセラピスト養成講座

コード

│61519－075－00│

（税抜）
教材費別 初回一括テキスト代￥4,200

広島校
福岡校

新井 純子

（4）
調製と植物製剤学
（5）
消化器系の植物療法Ⅰ （6）
消化器系の植物療法Ⅱ
（7）
循環器系の植物療法Ⅰ （8）
循環器系の植物療法Ⅱ （9）
呼吸器系の植物療法
（10）
代謝性疾患の植物療法 （11）
神経系の植物療法
（12）
内分泌系の植物療法
妊娠と出産、小児科領域の植物療法
（13）
免疫系の植物療法
（14）
植物美容法
（15）
（16）
生活習慣病と高齢者の植物療法 （17）
ケーススタディー
（18）
論文発表、修了式
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、シニアハーバルセラピスト資格
の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたで
もご受講いただけます。
筆
 記用具、指定書籍『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年改訂新版）
』
（東京堂出版・￥3,200/税抜）
を各自ご用意ください。
※『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019年改
訂版）
は講座初回に受付カウンターで購入可能。
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全18
10/26まで
回中13回以上の出席、全9回中7回以上の出席、論文の提出と発表が必須。
全9回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（水曜）

神戸校

11/27 │ 12/18 │ 12/25 │ 1/15 │ 1/29 │ 2/12 ハーバルセラピストで触れた 30 種類のメディカルハーブの成分、有効性や安全性
JAMHA認定
2/26 │ 3/11 │ 3/25 │
等を、植物療法による疾病の予防という観点を中心に、より深く学びます。より専
シニアハーバルセラピスト養成講座
門的な知識を身につけたい方、講師として活躍の場を広げたい方におすすめです。
水曜・集中コース
受講料 ￥144,000－
（1）
植物療法概論
（2）
治癒系と老化制御
（3）
安全性と薬物相互作用

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト

大阪校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／シニアハーバルセラピスト養成講座

名古屋校

新井 純子

静岡校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト

コード
│61519－074－00│
12/9 │ 12/16 │ 1/13 │ 1/20 │ 2/10 │ 2/17 メディカルハーブを日常の健康維持・増進に役立てる為に必要な知識を、植物化学
3/9 │ 3/16 │ 3/30 │
や健康学・解剖生理学など、科学的・体系的な視点で広く学ぶ事ができる講座です。
資格取得だけでなく、知識に裏付けられたハーブの選択・活用法を身につけたい方
受講料 ￥120,000－
にもおすすめします。
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
（1）
メディカルハーブの歴史と今後の展望 （2）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅰ
テキスト代￥2,860
（税抜）
（3）
メディカルハーブの基礎知識Ⅱ
（4）
アロマテラピーの基礎知識
（5）
メディカルハーブと精油の安全性 （6）
メディカルハーブ製剤Ⅰ
（7）
メディカルハーブ製剤Ⅱ
（8）
代謝を助けるメディカルハーブ
生活習慣病の予防に役立つメディカルハーブ
（9）
ライフスタイルの改善とQOLの向上 （10）
（11）
外敵から身体を守るメディカルハーブ（12）
ストレス対策と心身症の予防に役立つメディカルハーブ
（13）
女性のためのメディカルハーブ
（14）
若さを保つメディカルハーブ
（15）
五感の刺激とメディカルハーブ
（16）
キッチンファーマシー
（わが家の台所薬局）
自然治癒力を高めるライフスタイル及び修了式
（17）
ハーバルライフのデザイン
（18）
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルセラピスト資格の取得
を目指す方等、コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
講いただけます。
筆
 記用具
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。ハーバルセラピスト養
成講座の修了には、各資格対応コース全18回中13回以上の出席、全9回
11/8まで
中7回以上の出席が必須となります。※テキストは講座初回に受付カウン
全9回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（月曜）
ターにてご購入いただきます。

たまプラ丨ザ校

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
月曜・集中コース

大分校
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／日本のハーブセラピスト養成講座

原宿表参道校

JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座
水曜・集中コース

札幌校
仙台校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト

新井 純子

コード
│61520－076－00│
2/5 │ 2/19 │ 3/4 │ 3/18
※3/18のみ10：30～12：30

日本のハーブを歴史的・科学的に深く学ぶことに加えて、日本で用いられてきた30
種のメディカルハーブと、身近に目にすることのある16種の有毒植物についても知
識を習得できます。日本で利用されてきたハーブの特徴や有用性、さらに法制度と
受講料 ￥56,000－
安全性を理解し、正しい知識をもってご自身や家族の健康維持・増進に役立てられ
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
るようになります。
（1）
日本のメディカルハーブの歴史
（2）
くらしの中のメディカルハーブ
（3）
民族のハーブと地域のハーブ
（4）
法制度と安全性
（5）
日本のメディカルハーブの活用（自然観・四季）
（6）
日本のメディカルハーブの活用（不調・トラブル）
（7）
民間療法と具体的な日本のメディカルハーブの利用
日
 本のハーブの知識を深めたい方、日本のハーブセラピスト資格の取得
を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格者○日
本のハーブセラピスト養成講座7コマ中5コマ以上修了
筆
 記用具※『日本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に
受付カウンターで購入可能
（￥2,500
（税抜）
）
コ
全 7 コマ中 5 コマ以上の出席が必須となります。※『日
 ース修了には、
本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に受付カウンター
1/4まで
にてご購入いただきます。
全4回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（水曜）

宇都宮校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／検定直前対策講座

柏校
飯能校（薬香草園）

町田校

│61519－987－00 │8/1㈭ │ 10：30～13：30
│61519－988－00 │8/3㈯ │ 10：30～13：30 メディカルハーブ検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑
コード
│61520－077－00 │2/6㈭ │ 14：00～17：00 問や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
│61520－078－00 │2/8㈯ │ 10：30～13：30
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
筆
 記用具、メディカルハーブ検定テキスト
ハーバルセラピスト
受講料 ￥3,600－ 教材費なし
新井 純子
全1回
│ 受講生優待 │61519－079－01│ 10/17
コード
一般
│
│61519－079－02│ 10/17 出題範囲が広範なハーバルセラピスト試験に向け、
模擬試験形式で総復習しましょう。
ハーバルセラピスト試験直前対策講座
試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
（2019年改訂版）
 記用具、ハーバルセラピストコース・テキスト
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
教材費なし
ハーバルセラピスト
当
（￥
 校のハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
全1回 10：30～16：00
（休憩1時間）
（木曜）
新井 純子
15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
受講生優待 │61519－080－01│ 10/25
│
コード
一般
│
│61519－080－02│ 10/25 出題範囲が広範なシニアハーバルセラピスト試験に向け、模擬試験形式で総復習し
シニアハーバルセラピスト試験直前
ましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
対策講座
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019
 記用具、
教材費なし
年改訂版）
、
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
改訂新版）
（東京堂出版）
』
ハーバルセラピスト
当
 校のシニアハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価
全1回 10：30～16：00
（休憩1時間）
（金曜）
格
（￥15,000 のところ￥10,000/ 税抜）
となります。
新井 純子

メディカルハーブ検定直前対策講座

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／講座説明会・入門講座

たまプラ丨ザ校

アーユルヴェーダ入門講座
＆JAPA講座説明会

静岡校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│61519－081－01 │12/4㈬│ 14：00～16：00
コード
│61519－081－02 │3/23㈪│ 10：30～12：30 アーユルヴェーダの基礎からスカルプケアの実習を体験します。JAPA 認定コース
やスリランカのアーユルヴェーダについてご紹介します。アーユルヴェーダに興味
受講料 ￥3,000－ 教材費なし
のある方には是非オススメする講座です。
◯アーユルヴェーダとは
◯スカルプケアトリートメント実習
◯ JAPA 資格対応コース説明 ◯スリランカのアーユルヴェーダについて
筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
全1回
合もありますがご了承下さい。

【手作り石けん】生活の木ハンドメイドギルド認定コース／入門講座
│61519－083－01 │10/9㈬│ 13：30～15：30

名古屋校

61519－083－02 │11/5㈫│ 13：30～15：30 本格的な石けんを作りたい方のための 1 日体験プログラムです。お肌にやさしい手
ハンドメイドギルド手作り石けん入門講座 コード│
│61519－083－03 │2/27㈭│ 13：30～15：30 作り石けんの良さと作り方をまとめました。ぜひお気軽にご参加下さい。
手作り石けん
10/9 アボカドうるおいソープ
11/5 ネロリソープ
1日体験コース
受講料 ￥3,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥1,200

生活の木Herbal Life College

スタッフ

【生活の木ハンドメイドギルド認定コース】ハンドメイドギルド手作り石けん講座 基礎科／応用科

神戸校

※講座終了後5回以上出席された方に、基礎科修了書を発行致します。
3回目の精油代 6回目の教材費は別途徴収いた（1）
石けんについて
実習：オリーブ100％石けん
します。
（2）
植物油について
実習：肌をいたわるしっとりソープ
（3）
精油について
実習：オリジナルの香りソープ
（4）
ハーブの効果と活用 実習：カモマイル&カレンデュラハーブのはちみつソープ
（5）
製法の種類
実習：ホットプロセスソープ
（6）
卒業制作
エ
（メガネでも可）
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
菊地 明子
全6回 14：00～16：00
（水曜）
加下さい。
コード
│61520－086－00│
手作り石けん講座
（基礎科）
を終了した方のためのレッスン。石けんに慣れ、石けん作
生活の木ハンドメイドギルド認定コース 1/10 │ 2/14 │ 3/20 │
りの新しい製法にチャレンジしませんか？楽しみながら石けん作りをじっくり学び、毎
手作り石けん 応用科
受講料 ￥24,000－
回作成する度に完成度がアップする納得の講座です。
石けん講座
（応用科）
修了者対象。
金曜・集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥8,476
※講座終了後5回以上出席された方に、応用科修了書を発行致します。
6回目の教材費は別途徴収いたします。
（1）
石けん概要
実習：椿＆ヘナソープ
（2）
油脂総論
実習：ローズヒップソープ
（3）
油脂各論
実習：ベジタブルエキスソープ
（4）
石けんのデザイン 実習：アートソープ
（5）
液体石けん
実習：リキッドソープ
（6）
卒業制作
生活の木ハンドメイドギルド認定「手作り石けん基礎科」卒業生対象

エ
（メガネでも可）
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
薬
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装･長袖･靴でご参加
菊地 明子
全3回 13：30～18：00
（休憩30分）
（金曜）
下さい。

広島校

大阪校

12/3 クリスマスマーブルソープ
2/27 さくらソープ
筆
（メガネ可）
 記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、あればゴーグル
薬
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装･長袖･靴でご参加
全1回
下さい。

コード

│61519－084－00│

生活の木ハンドメイドギルド認定コース 10/16 │ 10/30 │ 11/6 │ 11/20 │ 12/11 │ 1/22 「石けんをかえたら肌も変わった」毎日に使うものだから、安心 ･ 安全な石けんを
自分で手作りしましょう！ハーブ精油 ･ 植物油を使用したナチュラルでやさしい石
手作り石けん 基礎科
受講料 ￥18,000－
けん作り。毎回違ったベーシックソープを作りながら、石けん作りを楽しみます。
水曜・午後コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,850

福岡校
大分校
受講申込み
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【生活の木 ハンドメイドギルド認定コース】ソープデコ養成講座

クラフト/アート

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│61519－089－01 │10/9㈬│ 10：30～12：30
コード

│61519－089－02 │1/30㈭│ 14：00～16：00 女性の健康は女性ホルモンで守られているといっても過言ではありません。心と体
月の満ち欠けで知る
が大きく影響を受けてトラブルを抱えてしまうことも…そういった時のケアはハー
女性のためのメディカルハーブ講座 受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥2,000
ブの得意分野です。年齢ごとの美しさ、その秘訣を楽しく学びましょう。

宇都宮校

アロマ･ハーブ講座

│61519－088－01 │11/13㈬│ 13：30～15：30
コード
│61519－088－02 │3/6㈮ │ 13：30～15：30 11/13
（水）リース作り
3/ （
6 金）メモスタンド
受講料 ￥3,000－
ア
 ロマクラフト作り初心者の方、アロマテラピーやハーブを勉強された
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
方、手作りを楽しみたい方など、どなたでも
オリジナルブレンド精油・シリコーン型付
筆
 記用具
全1回

仙台校

ハンドメイドギルド
アロマストーンレッスン

札幌校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

コード
│61519－087－00│
10/22 │ 11/19 │ 12/3 │ 1/21 │ 2/4 │ 3/17 MP ソープや、練り石けんを使用して、スイーツや宝石のように、見た目も美しい
石けんを作ります。様々な技法と共に、香りや色彩、季節を感じ、色や形、色彩を
受講料 ￥21,000－
デコレーションして作るデコレーションソープは、作って、飾って、使って楽しめる、
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
毎回ワクワク感満載の講座です。講座終了後 5 回以上出席された方に、基礎科修了
証を発行致します。
【デコレーションソープ実習】
●宝石ソープ
●クリスマスソープ
● New Year ソープ
（フルーツフレーク入り） ●桜ソープ
●季節の和菓子ソープ ●チョコレートソープ
デ
 コレーション石けんにご興味のある方。どなたでも。
全6回 13：30～15：30
（火曜）
エ
 プロン、筆記用具

原宿表参道校

生活の木ハンドメイドギルド認定
ソープデコ講座 基礎科
火曜・午後コース

スペシャルセミナー

講座名／講師

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

新井 純子

柏校
飯能校（薬香草園）

町田校
たまプラ丨ザ校

静岡校
名古屋校

筆
 記用具、エプロン
全1回
61519－090－01 │ 10/21 │ 10：30～12：30
│
コード
│61519－090－02 │10/28 │ 10：30～12：30 香りの持ち歩くことができるアロマスティックは、香りを充分に意識しながら楽し
持ち歩く香り アロマスティックレッスン
むことができます。スティックの大きさはリップクリームほど。持ち歩きにも便利
香りのブレンドの楽しさを知る
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥2,300
で、香りは周囲には広がらず、自分の周りだけに香りが立ち上るので、気分の調整
をしたい時の心強いサポートアイテムになります。小さくてとてもシンプルですが、
香りが想像以上に持続します。ブレンドレッスンでの香りづくりは、スプレーとス
ティック用の 2 種類となります。
筆
 記用具
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
香
 り敏感な妊婦の方、お子様、咳き込んでしまう方はご注意下さい。
佐竹 由美子
全1回
（月曜）
│61519－091－01 │ 12/4 │ 10：30～12：30
コード
│61519－091－02 │ 12/11 │ 10：30～12：30 精油の香りを充分に楽しみながらワックスバーに香りづけをするブレンドを考えて
やさしく香る アロマワックスバー
いただきます。クリスマスや新年に向けての香りづくりとデコレーションを意識し
クリスマスや新年へ向けての香りづくり 受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥2,600
ながら、制作手順、デコレーションンのコツなどを学びましょう。教材はアロマワッ
クスバー 2 個分となります。
筆
（必要であれば）
 記用具、エプロン
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
香
 りに敏感な妊婦の方、咳き込んでしまう方はご注意ください。蜜蝋、
佐竹 由美子
全1回
（水曜）
ソイワックスを溶かして使用するため、取り扱いに注意が必要です。
│61519－092－01 │ 11/11 │ 10：30～12：30
61519－092－02 │ 11/18 │ 10：30～12：30 ポマンダーとは？ポマンダーの歴史、オレンジやスパイスの香りの特徴、成分や働
幸運のお守り ポマンダーレッスン コード│
│61519－092－03 │ 11/25 │ 10：30～12：30 きなども併せて学びながら進めていきます。
冬の季節に楽しむ柑橘とスパイスの香り
筆
 記用具、持ち帰る袋
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥2,800
※実習で使用する精油代は使用敵数に応じて別
ス
 パイスの香りが苦手な方や咳き込んでしまう方、香りに敏感な妊婦さ
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
途徴収いたします。
ん、お子様はご注意ください。
佐竹 由美子
全1回
（月曜）
│61519－094－01 │ 11/14 │ 14：30～16：30
コード│61519－094－02 │ 2/13 │ 14：30～16：30 20 種類のハーブの特徴を学び、状態に合わせたオリジナルハーブティー
（お試しサ
オリジナルハーブティー作り
│61519－094－03 │ 3/12 │ 14：30～16：30 イズ約 6 杯分）
を作成します。ハーブの選び方やブレンド法がわからない、自分に
〜自分に合わせてハーブをブレンド〜
合うハーブがわからない、という方にもわかりやすくご説明いたします。
受講料 ￥3,500－ 教材費別 ￥1,000
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
筆
 記用具
福富 順子
全1回
（木曜）
│61519－095－01 │12/3㈫│ 10：30～12：30
コード
│61519－095－02 │3/19㈭│ 13：30～15：30 フラワーエッセンス＆アロマでマイロールオンボトル作り
フラワーエッセンスとアロマで
セルフヒーリング
筆
 記用具
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥810

1日体験コース

全1回
│61519－096－01 │10/22㈫│ 10：30～12：30
コード
│61519－096－02 │1/23㈭│ 14：30～16：30 フラワーエッセンスでマイボトル作りハーブティー試飲

フラワーエッセンスでセルフメンテナンス
1日体験コース
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥648
福富 順子

日本のハーブで楽しむ!!
日本の四季〜秋冬編〜

手作り石けん・化粧品講座

全1回
│61519－098－01 │11/6㈬│ 10：30～12：30
コード
│61519－098－02 │2/14㈮│ 10：30～12：30 世の中が便利になり、季節感が失われつつある今ですが、植物は間違いなく季節を
生きています。和のハーブを通して日本の四季の良さと、その季節の植物のエネル
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥2,000
ギーを感じてみましょう。
11/6 びわの化粧水作り
2/14 さくらのハンドクリームとゆずのポカポカバスソルト作り
筆
 記用具、エプロン
全1回

│61519－097－01 │ 12/12 │ 14：00～16：00

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

ボディワーク・ヨガ講座

（社）
日本ヨーガ療法学会認定ヨーガ療法士

全1回
（水曜）

Check!
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
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手塚 尚子

│61519－099－01 │ 11/20 │ 10：30～12：00
コード
│61519－099－02 │ 2/19 │ 10：30～12：00 心地良いアロマの香りの中で、インド伝統のヨーガ
（アーサナー呼吸法・瞑想）
で心
も体も健やかに保ちましょう。年齢に関係なくどなたでも参加できる内容です。
受講料 ￥2,000－ 教材費なし
動
（必要な方は）
、動きやすい服装でご参加く
 きやすいウェアー、タオル
ださい
（スカートでのご参加はお控えください）

大分校

ヨーガセラピー
水曜午前コース
1日体験コース

（1）
ハーブローション作り （2）
しっとりハーブオイル作り
筆
 記用具、エプロン

全1回
（木曜）

福岡校

コード
│61519－097－02 │ 3/19 │ 10：30～12：30 季節にあったアロマやハーブを使ったスキンケアアイテムを手作りし、お肌の効果
ハーブとアロマでお肌をいたわる
的なお手入れ方法を学びます。
手作りスキンケア＆お肌のお手入れ法 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥4,000

新井 純子

広島校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

新井 純子

筆
 記用具

神戸校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

大阪校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

福富 順子

スペシャルセミナー

講座名／講師

ヨーガセラピー
日曜午前コース

原宿表参道校

（社）
日本ヨーガ療法学会認定ヨーガ療法士

手塚 尚子
ヨーガセラピー
日曜午後コース

札幌校

（社）
日本ヨーガ療法学会認定ヨーガ療法士

手塚 尚子

仙台校

アロマ＆ベーシックヨガ
月曜午後コース
1日体験コース

宇都宮校

ヨガインストラクター

鳥村 幸子

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
10月期
コード
│
│ 61519－101－00
10/6 │ 11/3 │ 12/1 │
心地良いアロマの香りの中で、インド伝統のヨーガ
（アーサナー呼吸法・瞑想）
で心
も体も健やかに保ちましょう。年齢に関係なくどなたでも参加できる内容です。
1月期
コード
│
│ 61520－102－00
動
（必要な方は）
、動きやすい服装でご参加く
 きやすいウェアー、タオル
1/5 │ 2/2 │ 3/1 │
ださい
（スカートでのご参加はお控えください）
受講料 ￥6,000－ 教材費なし
全3回 10：30～12：00
（日曜）
10月期
コード
│
│ 61519－100－00
10/6 │ 11/3 │ 12/1 │
心地良いアロマの香りの中で、インド伝統のヨーガ
（アーサナー呼吸法・瞑想）
で心
も体も健やかに保ちましょう。年齢に関係なくどなたでも参加できる内容です。
1月期
コード
│
│ 61520－103－00
動
（必要な方は）
、動きやすい服装でご参加く
 きやすいウェアー、タオル
1/5 │ 2/2 │ 3/1 │
ださい
（スカートでのご参加はお控えください）
受講料 ￥6,000－ 教材費なし
全3回 13：00～14：30
（日曜）
│61519－104－01 │10/28 │ 13：30～15：00
│61519－104－02 │ 11/25 │ 13：30～15：00 アロマの香りの中で心身ともにリラックスしながら、基本的なヨガを楽しみましょ
コード│61519－104－03 │ 1/27 │ 13：30～15：00 う。毎回、香りのテーマを変えますので、いろいろな香りが楽しめます。その日に
│61519－104－04 │ 2/24 │ 13：30～15：00 使用した精油の豆知識も学ぶことができます。アロマとヨガでリフレッシュしてみ
│61519－104－05 │ 3/23 │ 13：30～15：00 ませんか？
ヨ
 ガマット、タオル、飲み物、動きやすい服装
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥100
妊
 娠中の方の受講はご遠慮いただいております。また、医師の治療を受
全1回
（月曜）
けている方はスクールへお申し出ください。

トリートメント・マッサージ講座

柏校

手軽にアロマセラピスト気分！
〜ハンド・フット編〜

│61519－105－01 │10/18㈮│ 10：30～13：00
コード
│61519－105－02 │2/3㈪ │ 10：30～13：00 ベッドを使用し、仰向けで膝下から下腿全体と、肘から指先までのトリートメント
を行います。巡りを良くして疲れた足を軽くするトリートメント手技やカサカサお
受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥1,650
肌のケアも学べます。ご家庭でも再現できるトリートメント技術を学びましょう。

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター


筆
 記用具、バスタオル1枚、フェイスタオル2枚、飲み物、ショートパン
ツまたはハーフパンツ

室野井 喜美子
飯能校（薬香草園）

手軽にアロマセラピスト気分！
〜首・肩・デコルテ編〜

全1回
（金曜）
│61519－106－01 │11/22㈮│ 10：30～13：00
コード
│61519－106－02 │3/2㈪ │ 10：30～13：00 お好みの精油でトリートメントオイルを作り、ベッドに仰向けになってトリートメ
ントを行います。基本的な手技を学びながら、首、肩、デコルテをトリートメント
受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥1,650
します。終わった後は肩も気分もスッキリ。ご家庭でも再現できるトリートメント
技術を学びましょう。

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

町田校

室野井 喜美子

手軽にアロマセラピスト気分!
〜リラックスヘッド・フェイス編〜
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

たまプラ丨ザ校

室野井 喜美子

全1回


筆
 記用具、バスタオル1枚、フェイスタオル2枚、飲み物、キャミソール

│61519－107－01 │11/11㈪│ 14：00～16：00
コード
│61519－107－02 │3/28㈯│ 10：30～12：30 ヘッドとフェイスのツボを押して、オイルを使わずにタッチングによる深いリラッ
クスを感じていただける講座です。ご家庭でも再現できる手技を学びましょう。
受講料 ￥5,000－ 教材費なし

筆
 記用具、バスタオル1枚、フェイスタオル2枚、飲み物、Ｔシャツ
全1回
（月曜）

シーズナル・ライフスタイル講座
紅花で染めるシルクのストール

静岡校

染色家

沼尾 めぐみ

名古屋校

紫根で染めるショール

染色家

沼尾 めぐみ

大阪校

茜で染めるバッグ

神戸校

染色家

沼尾 めぐみ

コード│61519－108－00 │ 10/13 │ 10：30～12：30

受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥6,620

作
 業しやすい服装、靴でご参加ください。
全1回
（日曜）
コード│61519－109－00 │ 11/2 │ 10：30～12：30
紫根とは
「紫草
（むらさき）
」
という白い花をつける植物の根のこと。かつて日本では、
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥8,360
紫色の衣は位の高い人や高僧のみが身に纏うことを許されました。この講座では染
料として千年以上の歴史がある紫根を使って、シルク 100％のショールを染めてみ
ましょう。
筆
（必要に応じて）
、
 記用具、エプロン、ゴム手袋、手拭きタオル、マスク
持ち帰り用の袋
全1回
（土曜）
作
 業しやすい服装、靴でご参加ください。
コード│61519－110－00 │ 11/23 │ 10：30～12：30

伝統的な染色の染料とされる「茜」
。万葉集にも詠まれる薬草で、染めるときれい
な緋色が現れます。古くはペルシャ、インド、エジプトなどで赤を染める重要な染
料でした。この講座ではコットン 100％のバッグを染めてみましょう。
筆
（必要に応じて）
、
 記用具、エプロン、ゴム手袋、手拭きタオル、マスク
持ち帰り用の袋
全1回
（土曜）
作
 業しやすい服装、靴でご参加ください。

受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥8,580

コード│61519－111－00 │ 12/21 │ 10：30～12：30

ロッグウッドで染めるコットンストール 受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥6,420

広島校

染色家

沼尾 めぐみ

びわの葉で染めるストール

福岡校

染色家

沼尾 めぐみ

大分校

タイムで染めるコットンストール
染色家

沼尾 めぐみ

芯材の色を使って染める「ロッグウッド」は、媒染剤によって深い紫色～紺色に染
まります。植物からこれだけの色が出ることを楽しみながら、この講座ではストー
ルを染めてみましょう。
筆
（必要に応じて）
、
 記用具、エプロン、ゴム手袋、手拭きタオル、マスク
持ち帰り用の袋

作
 業しやすい服装、靴でご参加ください。
全1回
（土曜）
61520－112－01 │ 1/18 │ 10：30～12：30
│
コード
│61520－112－02 │ 2/22 │ 10：30～12：30 冬の草木染めの代表として使われてきたびわの葉。染料としての歴史は古く、染め
ると濃いオレンジ色になるのが特徴です。この講座では、びわの効能を学びながら
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥6,740
シルクのストールを染めてみましょう。
筆
（必要に応じて）
、
 記用具、エプロン、ゴム手袋、手拭きタオル、マスク
持ち帰り用の袋
全1回
（土曜）
作
 業しやすい服装、靴でご参加ください。
│61520－113－01 │2/9㈰ │ 10：30～12：30
コード
│61520－113－02 │3/21㈯│ 10：30～12：30 色合いだけでなく、染めている時の香りもいいハーブ染め。この講座ではタイムを
使って、素敵なアンティークカラ―の黄色いストールを染めてみましょう。
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥6,740
筆
（必要に応じて）
、
 記用具、エプロン、ゴム手袋、手拭きタオル、マスク
持ち帰り用の袋
作
 業しやすい服装、靴でご参加ください。
全1回

受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ

UV カット効果があると言われているシルク素材で、紫外線による日焼け、乾燥な
どのダメージや寒さ対策にもなる、ストールを染色します。紅花をピンクに染める
方法で、発色の良いシルクのストールを染めてみましょう。
筆
（必要に応じて）
、
 記用具、エプロン、ゴム手袋、手拭きタオル、マスク
持ち帰り用の袋
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

アロマテラピーインストラクター

アロマテラピーアドバイザー

NPO法人日本メディカルハーブ協会認定校

アロマハンドセラピスト
シニアハーバルセラピスト

ハーバルセラピスト

生活の木 ハンドメイドギルド認定校

日本のハーブセラピスト
手作り石けん講座 基礎科

メディカルハーブコーディネーター
手作り石けん講座 応用科

原宿表参道校

アロマセラピスト
アロマブレンドデザイナー
ハーバルプラクティショナー

スペシャルセミナー

公益社団法人日本アロマ環境協会資格認定校

柏校 柏髙島屋SM店
&

04-7148-2261（受付時間10：00〜21：00）

札幌校

千葉県柏市末広町1-1 柏髙島屋ステーションモール 新館専門店8F
柏駅直結で通学にも便利です。初めての方も楽しんでいただける一日体験講座からアロマテラピーやハーブの
資格取得講座まで幅広くご用意しています。アットホームな環境で楽しみながら一緒に学んでみませんか？
講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

アロマテラピー資格対応コース
講座説明会

受講料 無料 教材費なし

スタッフ

AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会

コード

│62519－704－00│

7/23まで
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（土曜）
コード

│62519－788－00│

10/28 │ 11/18 │ 12/16 │ 1/20 │ 2/24 │ 3/23
アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
月曜午前コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

広島校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

山下 真紀

筆
（￥2,400/
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
税抜）
、生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,000・￥2,000/税抜）
をご
用意下さい。
（各スクールで購入可）
2コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚。
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
装で、爪は短く切りご参加されることをお勧めします。

9/27まで
全6回 10：30～12：30
（月曜）
コード
│62520－789－00│
3/5 │ 3/12 │ 3/19 │

堀 美枝子

福岡校

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
木曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

2/4まで
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（木曜）
コード

│62520－790－00│

坂倉 香依

大分校

3/14 │ 3/21 │ 3/28 │
アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
土曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

2/13まで
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（土曜）
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

ƒ受講申し込みはP141へ

神戸校

坂倉 香依

大阪校

暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザ
ーを目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
AEAJ認定アロマセラピスト
（1）
アロマテラピーとは
実習：スキンローション
8/9まで
アロマテラピーインストラクター
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
全3回
10
：
30～15
：
30
（
休憩1時間）
（
火曜）
堀 美枝子
（3）
基材とホームケア（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
（4）
アロマテラピーが心と身体に働くメカニズム 実習：ミツロウクリーム
コード
│62519－705－00│
（5）
健康学（栄養・運動・睡眠・生活習慣病）実習：クレイパック
8/24 │ 9/14 │ 9/28 │
アロマテラピー検定対策
（6）
アロマテラピー関連法規・環境
実習：フレグランス
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
土曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
定1、2級の合格を目指す方など、どなたでもご受講いただけます。

名古屋校

9/10 │ 9/24 │ 10/1 │
アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
火曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

静岡校

【アロマテラピー検定対策】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーアドバイザー養成講座

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

山下 真紀

町田校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

全1回
│62519－701－04 │8/28㈬│ 11：00～12：30
│62519－701－05 │9/18㈬│ 11：00～12：30 アロマテラピーってなんだろう、精油ってどうやって使うのだろう…そんな皆さん
コード│62519－786－01 │10/2㈬│ 11：00～12：30 に「アロマテラピー」を感じて、体験していただく講座です。 自然の香りを楽しみ
│62519－786－02 │10/7㈪│ 11：00～12：30 ながら、心地よい時間を一緒に過ごしましょう。AEAJ の資格対応コースについても
│62519－786－03 │3/20㈮│ 11：00～12：30 併せてご説明いたします。
○アロマテラピーとは ○ルームフレッシュナー作り ○ AEAJ 資格対応コース説明
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500
（税抜）
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、アロマを日常生活に役立てたい方、知
識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなたで
もご受講いただけます。
筆
 記用具
全1回
│62519－702－03 │9/22㈰│ 13：30～17：30
コード│62519－787－01 │12/15㈰│ 13：30～17：30 アロマテラピー検定 1 級合格後に、アロマテラピーアドバイザー認定に必要な知識
│62519－787－02 │12/25㈬│ 13：30～17：30 を学びます。
○ AEAJ アロマテラピーアドバイザー認定講習会
受講料 ￥4,759－ 教材費なし
・アロマテラピーアドバイザーについて
・アロマテラピー関連法規
・
（公社）
日本アロマ環境協会
（AEAJ）
について
○ AEAJ 資格対応コース講座説明会
（※ 説明会の参加は任意です）
・
 アロマテラピー検定試験1級合格の方。
筆
お持ちの方は「資格マニュアル」
（最新版）
、
機関誌「AEAJ」
（最新号）
 記用具、
履
 修証明書発行には本講習会カリキュラムを、同一日に全ての履修が必
全1回
要となります。

飯能校（薬香草園）

アロマテラピー入門講座

筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。

柏校

生活の木Herbal Life College

ハーバルライフカレッジ各校におけるアロマテラピーアドバイザー、アロマブレン
ドデザイナー、アロマハンドセラピスト、アロマテラピーインストラクター、アロ
マセラピストの各養成講座について詳しくご説明いたします。公益社団法人 日本
アロマ環境協会
（AEAJ）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメ
リット、講座の特徴やカリキュラムの内容等、実際のテキストをお見せしながらお
話します。
○アロマテラピーとは ○協会
（AEAJ）
について ○アロマハンドバス体験
○質疑応答
こ
 れからアロマの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等どなたでもご受講いただけます。

宇都宮校

│62519－700－05 │8/12㈪│ 14：00～15：30
│62519－700－06 │9/9㈪ │ 14：00～15：30
│62519－700－07 │9/17㈫│ 14：00～15：30
コード│62519－785－01 │10/6㈰│ 14：00～15：30
│62519－785－02 │11/3㈰│ 14：00～15：30
│62519－785－03 │2/13㈭│ 14：00～15：30
│62519－785－04 │3/26㈭│ 14：00～15：30

仙台校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／講座説明会・入門講座・認定講習会

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマブレンドデザイナー養成講座
コード

│62519－791－00│

原宿表参道校

11/24 │ 1/26 │ 2/23 │ 3/22
アロマブレンドデザイナー養成講座 （休憩1時間）
日曜コース

札幌校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
アロマブレンドデザイナー

長谷川 弘江

アロマブレンドデザイナー養成講座
水曜コース

仙台校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

坂倉 香依

宇都宮校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマハンドセラピスト養成講座

柏校

精油を組み合わせてブレンドし、さまざまなシーンや目的に合ったオリジナルの香
りを創作する能力を養いながら、AEAJ の認定する資格を目指します。講座では、54
種類の希釈精油を使用し、複数の演習を通して、ブレンドの知識や技術を楽しみな
（税抜） がら創作し、その魅力を伝える力を培います。
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
○「精油のブレンド技術」を学ぶための基礎知識 ○香りの特徴をとらえる方法
○
「香りのパレット」
を作る
○ブレンド実習とクリエーション
○創作した香りを活かす
◯実習：ハーバル・アロマティック、
フローラルブーケ、
フゼア、
4711、
望郷の香りなど、
各回のテーマに応じたブレンド演習を行います。
全4回 10：30～16：30
（休憩1時間）
（日曜）
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

コード
│62520－792－00│
取得予定の方
（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当
1/29 │ 2/12 │ 2/26 │ 3/11
校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可 ※申込時・
講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜）
筆
『AEAJ認定アロマブレンドデザイナー公式テキスト』
（￥2,000/
 記用具、
税抜）
、AEAJ会員カード 又は ハーバルライフカレッジ アロマテラピーア
ドバイザー養成講座 修了証
（申込時・講座初回に確認致します。コピー可）
※
（各演習時
 各自で作成する、演習時の希釈精油代は別途徴収となります
【全9種】￥100～￥500程度）
全4回 10：30～16：30
（休憩1時間）
（水曜）

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

堀 美枝子

飯能校（薬香草園）

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

坂倉 香依

│62519－708－03 │9/23㈪│ 10：30～16：30
│62519－793－01 │10/15㈫│ 10：30～16：30 1 日完結のカリキュラムを通して、安全にアロマテラピーの知識を持ち、身の周り
コード
│62519－793－02 │1/13㈪│ 10：30～16：30 の方をはじめ、ボランティアや地域活動などにおいて、第三者にアロマハンドトリー
│62519－793－03 │3/8㈰ │ 10：30～16：30 トメントを提供できる技術や能力を養いながら AEAJ が認定する資格を目指します。
○アロマハンドトリートメントとは
○アロマハンドセラピストのための解剖生理学
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜） ○アロマハンドトリートメントの準備と確認事項 ○アロマハンドトリートメントの手技と手順
○実習：トリートメントオイル作成、相モデル実習
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

全1回
（休憩1時間）
取得予定の方
（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当
│62519－709－03 │8/27㈫│ 10：30～16：30
校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可 ※申込時・
コード│62519－794－01 │12/11㈬│ 10：30～16：30
講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
│62519－794－02 │3/25㈬│ 10：30～16：30
筆
『AEAJ認定アロマハンドセラピスト公式テキスト』
（￥1,600/税
 記用具、
抜）
、大判の厚手バスタオル2枚
（60×120cm程度）
、ハンドタオル1枚
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜）
※
 ハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、爪は短く
切ってご参加ください。
全1回
（休憩1時間）

町田校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーインストラクター養成講座
アロマテラピーインストラクター
養成講座
火曜集中コース

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

静岡校

坂倉 香依

アロマテラピーインストラクター
養成講座
土曜集中コース

名古屋校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

坂倉 香依

大阪校

コード
│62519－795－00│
10/8 │ 10/22 │ 10/29 │ 11/12 │ 11/26 │ 12/10 安全で正しく豊かなアロマテラピーが実践できるよう、専門家として指導できる知
12/24 │ 1/7 │
識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマテラピーインストラクター資格コースです。
生活の木のオーガニック精油や基材を使用した実習を交え、アロマテラピーの活用
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）法や手作り化粧品について、準備、作製、使用、保管等をきめ細やかに学習します。
活用法の他にも、31 種類の精油や 12 種類の植物油について、実際に香りや使い心
地を試しながら、化学的な成分への理解も深めます。その他、解剖生理学や栄養学、
生活習慣病、メンタルヘルスなど総合的に学び、アロマテラピーの専門家として、
正しい知識や利用法を指導できるよう、体系的に学習します。
A
「アロマテラピーアドバイ
 EAJアロマテラピーアドバイザー有資格者、
ザー養成講座」受講中又は修了者、受講期間中にアロマテラピー検定を
9/7まで
受検予定の方。※アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちでない方は、
全8回 10：30～17：30
（休憩1時間）
（火曜）
受験ができないのでご注意ください。
コード
│62519－796－00│
10/12 │ 10/26 │ 11/2 │ 11/16 │ 11/30 │ 12/14
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版・各校で
 記用具、
1/18 │ 2/8 │
購入可）
『アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキスト
（共
通カリキュラム編）
』
（￥2,500/税抜）
、
『アロマテラピーインストラクター公式テ
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
キスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥2,000/税抜）
、2019年改訂版
『アロマテラピー
検定 公式テキスト』
（￥2,400/税抜）
をご用意下さい。
（各スクールで購入可）
＜実習＞1コマ目：筆記用具のみ
2コマ目：フェイスタオル・ビニール袋 1枚
7コマ目：バスタオル1枚・集中コース受講の方は、
初回にフェイス
タオル・ビニール袋1枚をお持ちください。
・
 7 コマ目のフットトリートメント実習時は、爪を切って脚を出しやすい
服装でのご参加がお勧めです。
9/11まで
全8回 10：30～17：30
（休憩1時間）
（土曜）
・早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマセラピスト養成講座
アロマセラピスト養成講座
アドバンス
（学科）
金曜集中コース

神戸校
広島校
福岡校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

坂倉 香依

コード
│62519－797－00│
10/18 │ 11/1 │ 11/15 │ 11/29 │ 12/13 │ 12/27 トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
1/17 │ 1/31 │ 2/14 │ 2/28 │ 3/13 │ 4/3 より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
※10/18㈮のみ時間が異なります。
（10：30～12：30）カリキュラムでは、ボディとフェイスを、骨格や筋肉などの解剖生理学や衛生学な
ど、セラピストとして人の身体に触れるうえで必要な基礎知識のほか、カルテの作
受講料 ￥157,500－ 教材費なし
成方法、コンサルテーション、ケーススタディーを通して学びます。
○コンサルテーション理論
○ボディフェイストリートメント理論
○解剖生理学
○顔面の皮膚科学
○衛生学
◯コンサルテーション実技
○カルテ指導
○ケーススタディー
○実力テスト
・AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者・アロマテラピー

インストラクターコース受講中、または修了者
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版）
を事
 記用具、
前に各自でご用意頂きます。各スクールでもご購入可能です。
『アロマ
セラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥3,500/税抜）
をご用意
下さい。
（各スクールで購入可）
※初回時にインストラクター必須履修科
目受講履歴を証明できる書類をお持ちください。
9/17まで
全12回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（金曜）
※
 早得対象の方は講座初日にご案内いたします。

大分校
受講申込み
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／検定直前対策講座・試験直前対策講座

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

山下 真紀

坂倉 香依

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

坂倉 香依

│ 受講生優待 │62519－804－01│ 10/18
コード
一般
│
│62519－804－02│ 10/18 出題範囲が広範なアロマセラピスト学科試験に向け、模擬試験形式で総復習しま
しょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
、
『アロマセラピスト公式テキスト
 記用具、
教材費なし
（独自カリキュラム編）
』をご用意下さい。
（各スクールで購入可）
全1回 14：00～17：30
（休憩30分）
（金曜）

当
（学科）
養成講座の受講生は、受講料が優待価格
 校のアロマセラピスト
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。

メディカルハーブ資格対応コース
講座説明会

メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
火曜午前コース

堀 美枝子

受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866

Check!
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

10/16まで
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（日曜）

大分校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

福岡校

養成講座
日曜集中コース

広島校

コード
│62519－807－00│
11/5 │ 11/19 │ 12/3 │ 12/17 │ 1/14 │ 1/28 暮らしに役立つ、メディカルハーブの基礎知識を学び、メディカルハーブコーディ
ネーターを目指しませんか？ご自身の美容や健康の為、家族・友人と楽しむ為など、
受講料 ￥18,000－
生活にすぐに活かせるハーブの活用術を実習も交えて楽しく学びます。メディカル
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
ハーブ検定の試験範囲に対応したカリキュラムです。
（1）
メディカルハーブの世界
実習：ハーブティー
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
10/4まで
（2）
メディカルハーブの歴史
実習：ペパーミントの温湿布
全6回 10：30～12：30
（火曜）
平林 由美子
メディカルハーブの効果と仕組み 実習：セントジョンズワート浸出油作り
（3）
コード
│62519－808－00│
メディカルハーブ検定対応
（4）
ハーブのプロフィール
実習：エキナセアチンキ作り
11/13 │ 12/4 │ 1/8 │
メディカルハーブコーディネーター
（5）
メディカルハーブの活用法 実習：セントジョンズワートの軟膏作り
養成講座
（6）
症状別メディカルハーブ
実習：マルベリーとカモミールのゴマージュ作り
受講料 ￥18,000－
水曜集中コース
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、メディ
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
カルハーブ検定の合格を目指す方等、どなたでもご受講いただけます。
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー
筆
（￥2,800/税抜）
』
10/12まで
 記用具、JAMHA発行『メディカルハーブ検定テキスト
角田 美知子
を事前に各自ご用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（水曜）
コード
│62519－809－00│
メディカルハーブ検定対応
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
11/17 │ 12/8 │ 1/19 │
メディカルハーブコーディネーター

神戸校

【メディカルハーブ検定対策】JAMHA資格対応コース／メディカルハーブコーディネーター養成講座

大阪校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

名古屋校

メディカルハーブ入門講座

静岡校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│62519－719－04 │8/12㈪│ 11：00～12：00
│62519－719－05 │9/9㈪ │ 11：00～12：00 ハーバルライフカレッジ各校における、メディカルハーブコーディネーター、ハー
│62519－719－06 │9/17㈫│ 11：00～12：00 ブ＆ライフコーディネーター、ハーバルセラピスト、シニアハーバルセラピスト、
コード│62519－805－01 │10/6㈰│ 11：00～12：00 ハーバルプラクティショナー、ホリスティックハーバルプラクティショナーの各養
│62519－805－02 │11/3㈰│ 11：00～12：00 成講座について詳しくご説明いたします。NPO 法人 日本メディカルハーブ協会
│62519－805－03 │2/6㈭ │ 11：00～12：00（JAMHA）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメリット、講座の
│62519－805－04 │3/26㈭│ 11：00～12：00 特徴やカリキュラム内容等、実際のテキストをお見せしながらお話します。
こ
 れからハーブの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
受講料 無料 教材費なし
討中の方等 どなたでもご受講いただけます。
筆
 記用具
予
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場合
 約制
全1回
もありますがご了承下さい。
│62519－720－04 │8/28㈬│ 14：00～15：30
│62519－720－05 │9/18㈬│ 14：00～15：30 ハーブに興味があるけれど、何から学んだらよいのかわからない…そんな皆さんに
コード│62519－806－01 │10/2㈬│ 14：00～15：30「メディカルハーブの世界」を体験していただく講座です。ハーブの香りや色、風
│62519－806－02 │10/7㈪│ 14：00～15：30 味を楽しみながら、五感を通して心地よい時間を一緒に過ごしましょう。JAMHA 資
│62519－806－03 │3/20㈮│ 14：00～15：30 格対応コースについても併せてご説明いたします。
○メディカルハーブとは ○ハーブティー試飲 ○ハーバルハンドバス
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500（税抜） ○ JAMHA プログラム説明
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、ハーブを日常生活に役立てたい方、
知識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなた
でもご受講いただけます。
全1回
筆
 記用具

たまプラ丨ザ校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／講座説明会・入門講座

町田校

アロマセラピスト学科試験
直前対策講座

│62519－716－01│ 9/3㈫
│62519－716－02│ 9/3㈫ 出題範囲が広範なアロマテラピーインストラクター試験に向け、模擬試験形式で総
│62519－717－01│ 9/7㈯ 復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
│62519－717－02│ 9/7㈯
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
『アロマテラピーインストラクター・
 記用具、
│62520－802－01│2/29㈯
アロマセラピスト公式テキスト
（共通カリキュラム編）
』
、
『アロマテラピ
│62520－802－02│2/29㈯
ーインストラクター公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
│62520－803－01│ 3/3㈫
│62520－803－02│ 3/3㈫
当
 校のアロマテラピーインストラクター養成講座の受講生は、受講料が
優待価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
教材費なし
全1回 10：30～16：00
（休憩1時間）
（火曜）
受講生優待
一般
受講生優待
一般
受講生優待
一般
受講生優待
一般

飯能校（薬香草園）

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

│
│
│
│
コード
│
│
│
│

柏校

インストラクター試験直前対策講座

│62519－800－00 │10/5㈯│ 10：30～16：00
コード
│62519－801－00 │10/14㈪│ 10：30～16：00 アロマテラピー検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑問
や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
受講料 ￥5,400－ 教材費なし
筆
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』をご用意
下さい。
全1回
（休憩1時間）
1 級の試験には、2級の内容が含まれます。

宇都宮校

アロマテラピー検定直前対策講座
（1級・2級）

仙台校

坂倉 香依

トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
カリキュラムでは、
ボディとフェイストリートメントを学びます。身体の触れ方から、
圧のかけ方、手技、立ち位置等、実技を通して習得します。
（伏臥位、仰臥位）○応用
（伏臥位、仰臥位）
○ボディトリートメント基礎
受講料 ￥262,000－
（基礎テクニック）
○フェイストリートメント手技
○クレンジング手技 肌 総合
（税抜）
教材費別 初回一括￥18,500
○カルテ指導
○実技試験
○カルテ演習
（30症例の提出）
※AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者、アロマテ

ラピーインストラクターコース受講中、または修了者、当校で新カリキュラ
ム『アロマセラピスト養成講座アドバンス
（学科）
』受講中、または修了者
筆
『アロマセラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥
 記用具、
3,500/税抜）
、実技に適した動きやすい服装
（ジーンズ、スカート不可）
、
室内用シューズ、ビニール袋、大判バスタオル1枚
（140×90cm）
、普通サ
イズのバスタオル2枚、フェイスタオル2枚
爪
 を切ってご参加ください。※フェイストリートメント実技は別途持ち
全13回 10：30～16：30
（休憩1時間）
（金曜）
物あり
（詳細は講座内でお伝えします）

札幌校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

講座内容

原宿表参道校

アロマセラピスト養成講座
（実技）
金曜集中コース

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
コード
│62519－798－00│
10/25 │ 11/8 │ 11/22 │ 12/6 │ 12/20 │ 1/10
1/24 │ 2/7 │ 2/21 │ 3/6 │ 3/27 │ 4/10
4/17 │
※4/17㈮は時間が異なります
（10：30～16：00）

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルセラピスト養成講座

原宿表参道校

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
水曜集中コース

コード
│62519－810－00│
10/23 │ 11/6 │ 11/20 │ 12/18 │ 1/22 │ 2/5
2/19 │ 3/4 │ 3/18 │

札幌校
仙台校
宇都宮校

メディカルハーブを日常の健康維持・増進に役立てる為に必要な知識を、植物化学
や健康学・解剖生理学など、科学的・体系的な視点で広く学ぶ事ができる講座です。
資格取得だけでなく、知識に裏付けられたハーブの選択・活用法を身につけたい方
受講料 ￥120,000－
にもおすすめします。
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
メディカルハーブの歴史と今後の展望
（2）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅰ
（1）
テキスト代￥2,860
（税抜）
（3）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅱ
（4）
アロマテラピーの基礎知識
（5）
メディカルハーブと精油の安全性 （6）
メディカルハーブ製剤 Ⅰ
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
（7）
メディカルハーブ製剤 Ⅱ
（8）
代謝を助けるメディカルハーブ
9/22まで
ハーバルプラクティショナー
生活習慣病の予防に役立つメディカルハーブ
（9）
ライフスタイルの改善とQOLの向上 （10）
全9回
10
：
30～15
：
30
（
休憩1時間）
（
水曜）
角田 美知子
（11）
外敵から身体を守るメディカルハーブ （12）
ストレス対策と心身症の予防に役立つメディカルハーブ
（13）
女性のためのメディカルハーブ
（14）
若さを保つメディカルハーブ
コード
│62519－811－00│
キッチンファーマシー（わが家の台所薬局）
五感の刺激とメディカルハーブ
（16）
11/9 │ 11/23 │ 12/7 │ 12/21 │ 1/11 │ 1/25 （15）
JAMHA認定
（17）
ハーバルライフのデザイン
（18）
自然治癒力を高めるライフスタイル及び修了式
2/1 │ 2/22 │ 3/7 │
ハーバルセラピスト養成講座
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルセラピスト資格の取得
土曜集中コース
受講料 ￥120,000－
を目指す方等、コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
講いただけます。
テキスト代￥2,860
（税抜）
筆
 記用具
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。ハーバルセラピスト養
成講座の修了には、各資格対応コース全18回中13回以上の出席、全9回
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
10/8まで
中7回以上の出席が必須となります。
ハーバルプラクティショナー
全9回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（土曜）
※テキストは講座初回に受付カウンターにてご購入いただきます。
堀 美枝子

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／シニアハーバルセラピスト養成講座
コード

│62519－812－00│

柏校

11/10 │ 12/1 │ 12/22 │ 1/12 │ 2/2 │ 2/16 ハーバルセラピストで触れた 30 種類のメディカルハーブの成分、有効性や安全性
JAMHA認定
3/1 │ 3/15 │ 3/29 │
等を、植物療法による疾病の予防という観点を中心に、より深く学びます。より専
シニアハーバルセラピスト養成講座
門的な知識を身につけたい方、講師として活躍の場を広げたい方におすすめです。
日曜集中コース
受講料 ￥144,000－
（1）
植物療法概論
（2）
治癒系と老化制御
（3）
安全性と薬物相互作用
（税抜）
教材費別 初回一括テキスト代￥4,200

飯能校（薬香草園）

町田校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

堀 美枝子

たまプラ丨ザ校

（4）
調製と植物製剤学
（5）
消化器系の植物療法Ⅰ （6）
消化器系の植物療法Ⅱ
（7）
循環器系の植物療法Ⅰ （8）
循環器系の植物療法Ⅱ （9）
呼吸器系の植物療法
（10）
代謝性疾患の植物療法 （11）
神経系の植物療法
（12）
内分泌系の植物療法
妊娠と出産、小児科領域の植物療法
（13）
免疫系の植物療法
（14）
植物美容法
（15）
（16）
生活習慣病と高齢者の植物療法 （17）
ケーススタディー
（18）
論文発表、修了式
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、シニアハーバルセラピスト資格
の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたで
もご受講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格
者 ○シニアハーバルセラピスト養成講座
（旧：ハーバルプラクティショ
ナー植物療法科）
（18単位／ 36時間）
修了
筆
 記用具、指定書籍『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年改訂新版）
』
（東京堂出版・￥3,200/税抜）
を各自ご用意ください。
※『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019年改
訂版）
は講座初回に受付カウンターで購入可能。
10/9まで
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全18
全9回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（日曜）
回中13回以上の出席、全9回中7回以上の出席、論文の提出と発表が必須。

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／日本のハーブセラピスト養成講座
JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座
木曜集中コース

コード
│62519－762－00│
8/8 │ 8/29 │ 9/12 │ 9/26 │
※9/26のみ10：30～12：30

静岡校
名古屋校
大阪校

日本のハーブを歴史的・科学的に深く学ぶことに加えて、日本で用いられてきた30
種のメディカルハーブと、身近に目にすることのある16種の有毒植物についても知
識を習得できます。日本で利用されてきたハーブの特徴や有用性、さらに法制度と
受講料 ￥56,000－
安全性を理解し、正しい知識をもってご自身や家族の健康維持・増進に役立てられ
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
るようになります。
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
（1）
日本のメディカルハーブの歴史
（2）
くらしの中のメディカルハーブ
ハーバルプラクティショナー
（3）
民族のハーブと地域のハーブ
（4）
法制度と安全性
7/7まで 全4回 10：30～15：30
（木曜）
堀 美枝子
日本のメディカルハーブの活用（自然観・四季）（6）
日本のメディカルハーブの活用（不調・トラブル）
（5）
（7）
民間療法と具体的な日本のメディカルハーブの利用
コード
│62519－813－00│
11/14 │ 12/5 │ 1/16 │ 2/20 │
日
 本のハーブの知識を深めたい方、日本のハーブセラピスト資格の取得
JAMHA認定
※2/20のみ10：30～12：30
を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
日本のハーブセラピスト養成講座
講いただけます。※試験受験条件
：○ハーバルセラピスト有資格者○日
木曜集中コース
受講料 ￥56,000－
本のハーブセラピスト養成講座7コマ中5コマ以上修了
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
筆
 記用具※『日本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に
受付カウンターで購入可能
（￥2,500
（税抜）
）
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
コ
全 7 コマ中 5 コマ以上の出席が必須となります。※『日
 ース修了には、
ハーバルプラクティショナー
10/13まで
本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に受付カウンター
堀 美枝子
全4回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（木曜）
にてご購入いただきます。

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／検定直前対策講座
コード│62520－814－00 │2/18㈫│ 10：30～13：30

メディカルハーブ検定直前対策講座 受講料 ￥3,600－ 教材費なし

神戸校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

平林 由美子

メディカルハーブ検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑
問や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
筆
 記用具、メディカルハーブ検定テキスト
全1回
コード│62520－815－00 │2/9㈰ │ 10：30～13：30

メディカルハーブ検定直前対策講座 受講料 ￥3,600－ 教材費なし
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

広島校

堀 美枝子

福岡校

全1回
│ 受講生優待 │62519－816－01│ 10/16
コード
一般
│
│62519－816－02│ 10/16 出題範囲が広範なハーバルセラピスト試験に向け、
模擬試験形式で総復習しましょう。
ハーバルセラピスト試験直前対策講座
試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 教材費なし
筆
（2019年改訂版）
 記用具、ハーバルセラピストコース・テキスト
ハーバルプラクティショナー
当
（￥
 校のハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
全1回
10
：
30～16
：
00
（
休憩1時間）
（
水曜）
角田 美知子
15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
受講生優待 │62519－817－01│ 10/13
│
コード
一般
│
│62519－817－02│ 10/13

ハーバルセラピスト試験直前対策講座

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
教材費なし
ハーバルプラクティショナー

大分校

堀 美枝子

全1回 10：30～16：00
（休憩1時間）
（日曜）

受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

柏校

【手作り石けん】生活の木ハンドメイドギルド認定コース／入門講座

宇都宮校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│62519－820－01 │10/19㈯│ 14：00～16：00
コード│62519－820－02 │12/16㈪│ 14：00～16：00 アーユルヴェーダの基礎からスカルプケアの実習を体験します。JAPA 認定コース
│62519－820－03 │2/6㈭ │ 14：00～16：00 やスリランカのアーユルヴェーダについてご紹介します。アーユルヴェーダに興味
のある方には是非オススメする講座です。
受講料 ￥3,000－ 教材費なし
◯アーユルヴェーダとは
◯スカルプケアトリートメント実習
◯ JAPA 資格対応コース説明 ◯スリランカのアーユルヴェーダについて
筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。＊スカルプケアトリートメント実習では、
全1回
トニックローションを頭皮に使用します。

仙台校

アーユルヴェーダ入門講座

札幌校

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／講座説明会・入門講座

原宿表参道校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│ 受講生優待 │62519－818－01│ 10/20
コード
一般
│
│62519－818－02│ 10/20 出題範囲が広範なシニアハーバルセラピスト試験に向け、模擬試験形式で総復習し
シニアハーバルセラピスト試験
ましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
直前対策講座
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019
 記用具、
教材費なし
年改訂版）
、
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
改訂新版）
（東京堂出版）
』
ハーバルプラクティショナー
当
 校のシニアハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価
堀 美枝子
全1回 10：30～16：00
（休憩1時間）
（日曜）
格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
│ 受講生優待 │62519－819－01│ 10/27
コード
一般
│
│62519－819－02│ 10/27 出題範囲が広範なハーバルプラクティショナー試験に向け、模擬試験形式で総復習
ハーバルプラクティショナー試験
しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
直前対策講座
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－

教材費なし
筆
『メディカルハーブ植物化学科テキスト』
、2016年改訂新版『メ
 記用具、
ディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（東京堂出版）
』
『薬学生
のための天然物化学テキスト
（廣川書店）
』
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー
当
 校のハーバルプラクティショナー養成講座の受講生は、受講料が優待
堀 美枝子
全1回 10：30～16：00
（休憩1時間）
（日曜）
価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。

スペシャルセミナー

講座名／講師

│62519－821－01 │10/31㈭│ 14：00～16：00

生活の木Herbal Life College

受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,200
（税抜）

スタッフ

全1回

薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
加下さい。

コード

│62519－822－00│

コード

│62519－823－00│

生活の木

山下 真紀

ハンドメイドギルド
アロマストーンレッスン

生活の木

山下 真紀

│62519－824－01 │11/4㈪│ 14：30～16：30
│62519－824－02 │11/7㈭│ 14：30～16：30 11/4
（月・祝） 宝石ソープ
11/ （
7 木） クリスマスソープ
コード│62519－824－03 │12/26㈭│ 14：30～16：30 12/26
（木） New Year ソープ
1/30
（木） チョコレートソープ（フルーツフレーク入り）
│62519－824－04 │1/30㈭│ 14：30～16：30 2/27
（木）
桜ソープ
│62519－824－05 │2/27㈭│ 14：30～16：30
デ
 コレーション石けんにご興味のある方。どなたでも。
受講料 ￥3,000－
エ
 プロン、筆記用具
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
全1回

福岡校

ハンドメイドギルド
ソープデコレッスン

広島校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│62519－799－01 │10/10㈭│ 10：30～12：30
コード│62519－799－02 │11/4㈪│ 10：30～12：30 10/10
（木）
フラワーガーデン
11/4
（月・祝）
メモスタンド
11/ （
7 木）
リース作り
│62519－799－03 │11/7㈭│ 10：30～12：30
ア
 ロマクラフト作り初心者の方、アロマテラピーやハーブを勉強された
方、手作りを楽しみたい方など、どなたでも
受講料 ￥3,000－
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
筆
 記用具
オリジナルブレンド精油・シリコーン型付
全1回

神戸校

クラフト/アート

大阪校

修了者対象。※講座終了後5回以上出席された方に、応用科修了書を発行致します。
（1）
石けん概要
実習：椿＆ヘナソープ
（2）
油脂総論
実習：ローズヒップソープ
（3）
油脂各論
実習：ベジタブルエキスソープ
（4）
石けんのデザイン 実習：アートソープ
（5）
液体石けん
実習：リキッドソープ
（6）
卒業制作
生活の木ハンドメイドギルド認定「手作り石けん基礎科」卒業生対象

エ
（メガネでも可）
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
全6回 14：00～16：00
（月曜）
加下さい。

6回目の教材費は別途徴収いたします。

名古屋校

生活の木ハンドメイドギルド認定コース 11/25 │ 12/23 │ 1/27 │ 2/17 │ 3/16 │ 4/27 手作り石けん講座（基礎科）を終了した方のためのレッスン。石けんに慣れ、石け
ん作りの新しい製法にチャレンジしませんか？楽しみながら石けん作りをじっくり
手作り石けん 応用科
受講料 ￥24,000－
学び、
毎回作成する度に完成度がアップする納得の講座です。石けん講座（応用科）
月曜午後コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥8,476

静岡校

生活の木

山下 真紀

※講座終了後5回以上出席された方に、基礎科修了書を発行致します。
3回目の精油代 6回目の教材費は別途徴収いた（1）
石けんについて
実習：オリーブ100％石けん
します。
（2）
植物油について
実習：肌をいたわるしっとりソープ
（3）
精油について
実習：オリジナルの香りソープ
（4）
ハーブの効果と活用
実習：カモマイル&カレンデュラハーブのはちみつソープ
（5）
製法の種類
実習：ホットプロセスソープ
（6）
卒業制作
エ
（メガネでも可）
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
全6回 14：00～16：00
（月曜）
加下さい。

たまプラ丨ザ校

生活の木ハンドメイドギルド認定コース 11/11 │ 12/2 │ 1/6 │ 2/3 │ 3/9 │ 4/6 「石けんをかえたら肌も変わった」毎日に使うものだから、安心･安全な石けんを自
分で手作りしましょう！ハーブ精油･植物油を使用したナチュラルでやさしい石けん
手作り石けん 基礎科
受講料 ￥18,000－
作り。毎回違ったベーシックソープを作りながら、石けん作りを楽しみます。
月曜午後コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,850

町田校

【生活の木ハンドメイドギルド認定コース】ハンドメイドギルド手作り石けん講座 基礎科／応用科

飯能校（薬香草園）

62519－821－02 │1/23㈭│ 14：00～16：00 10/31 シアバターのしっとりソープ
1/23 ニューイヤーゆずソープ
ハンドメイドギルド手作り石けん入門講座 コード│
│62519－821－03 │2/11㈫│ 14：00～16：00 2/11 アボカドのうるおいソープ
3/ 2 ネロリソープ
手作り石けん
│62519－821－04 │3/2㈪ │ 14：00～16：00
1日体験コース
筆
（メガネでも可）
 記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、あればゴーグル

大分校
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

アロマ･ハーブ講座

原宿表参道校

札幌校
仙台校
宇都宮校
柏校

│62519－825－01 │ 11/27 │ 13：30～15：30
コード
│62519－825－02 │ 1/15 │ 16：00～18：00 アーティチョークは素晴らしい作用があるメディカルハーブですが、ハーブティー
としては強い苦みがあり飲み難いです。講座の前半ではアーティチョークについて
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,100
詳しく学んでいただき、後半はハーブティーのブレンドの仕方やチンキ剤
（化粧水）
、
カプセル剤などの活用法を学びます。
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
筆
 記用具
角田 美知子
全1回
（水曜）
コード
│62519－826－00│
ヒルデガルトの
11/18 │ 1/20 │
ナチュラルビューティーケア
彼女の知恵は、石やハーブ、歌う事など身近にあるものを用いたシンプルな癒しの
〜ドイツ自然療法で美しく健やかに〜
方法です。
受講料 ￥7,000－ 教材費別 ￥2,000
①聖ヒルデガルトのビューティハーブの使い方 実習 ケアオイル
②中世 僧院医学のナチュラルドリンク
実習 ビューティドリンク
（社）
自然療法機構認定自然療法士
筆
 記用具
全2回 14：00～16：00
（月曜）
長谷川 弘江
│62519－829－01 │10/24 │ 14：00～16：00
│62519－829－02 │ 11/28 │ 14：00～16：00 メディカルハーブ活用術。お持ち帰り実習とお料理の試食
コード
メディカルハーブを知って
│62519－829－03 │ 12/19 │ 14：00～16：00 10/24 ローズコーディアル作り・コーディアルパンケーキの試食
お料理に活かそう
│62519－829－04 │ 1/9 │ 14：00～16：00 11/28 ゆずみそ作り・松風焼きの試食
12/19 ハーブハニー作り・ラベンダーシフォンケーキの試食
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,500
1/ 9
ネトルふりかけ作り・ふりかけの和え物試食
筆
 記用具・エプロン
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
各
 回お料理の試食がございます。食物アレルギーなどの除去食には対応
水澤 博子
全1回
（木曜）
しておりませんのでご了承ください。
│62519－830－01 │ 11/28 │ 10：30～12：30
コード
│62519－830－02 │ 1/9 │ 10：30～12：30 健康管理を目的に季節に合ったメディカルハーブのブレンドレッスンとスイーツの
メディカルハーブブレンド＆
試食。ブレンドハーブティーのお持ち帰り。
スイーツ講座
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,500
11/28 冬の健康管理ブレンド・エキナセアのあんみつの試食
1/ 9
春の健康管理ブレンド・エルダーフラワーミルクレープの試食
筆
 記用具
各
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
 回お料理の試食がございます。食物アレルギーなどの除去食には対応
全1回
（木曜）
しておりませんのでご了承ください。
水澤 博子

アーティチョーク活用法
１日体験コース

飯能校（薬香草園）

アロマストーンフラワーガーデン
ルームフレグランス
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

│62519－831－01 │ 10/21 │ 11：00～12：30
コード│62519－831－02 │ 12/9 │ 15：30～17：00 石こうと精油で作るおしゃれな芳香剤をガラスの容器に入れて周りにお花を飾り完
│62519－831－03 │ 2/10 │ 15：30～17：00 成です。
（花材．型．色．精油．選択可）
ルームフレグランスは、フラワー シトラ
ス ハーバル ウッディーの 4 タイプから選べます。
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥2,000

宮本 千佳

町田校
たまプラ丨ザ校

静岡校

全1回
（月曜）
│62519－832－01 │ 12/9 │ 11：00～12：30
コード
│62519－832－02 │ 2/10 │ 11：00～12：30 バラをテーマに作成します。
アロマテラピーで癒しの時間
12/9 Rose ストーン＆ルームフレグランス
〜優雅なバラの１日〜
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,500
石こうと精油で作るバラの芳香剤と甘く優しい花々の香りのフレグランス
2/10 バラ石けん＆ボタニカルロールオンコロン
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
MP ソープ
（色・精油選択可）
、ロールオンは、乾燥に手や爪周りに塗ります。
宮本 千佳
全1回
（月曜）
62519－844－01 │10/24 │ 10：30～12：30
│
コード
│62519－844－02 │ 12/19 │ 10：30～12：30 スパイスの特性を知ってスパイス活用術！お持ち帰り実習とお料理の試食。
家庭で気軽にスパイス活用術
10/24 カレーブレンド作り・キーマカレーの試食
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,500
12/19 ジンジャーシロップ作り・ジンジャーアップルパイの試食
筆
 記用具・エプロン
各
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
 回お料理の試食がございます。食物アレルギーなどの除去食には対応
全1回
（木曜）
しておりませんのでご了承ください。
水澤 博子

緑の魔女のハーブ利用法
星とハーブが導く体質別のケア

コード
│62520－827－00│
2/24 │ 3/23 │

緑の魔女は、魔女の中でもナチュラルでシンプル 自然を愛する人たちです。
①星が伝えるハーブの知恵 実習 ハーブブレンド
②魔女のハーブボックス
実習 マジカルポーチ作成
筆
 記用具
全2回 14：00～16：00
（月曜）
│62520－828－01│ 1/21 │ 10：30～12：00
コード
│62520－828－02│ 1/21 │ 13：00～14：30 つらい春先に向けてハーブとアロマのケアで本気で体を備えましょう。春先ケアに
おすすめのハーブと精油を学びます。体調に合わせ有用なハーブブレンドを摂り、
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥2,498
毎日の積み重ねで少しずつ快適に。便利なケアスプレーも作ります。お家で続けら
れるお持ち帰りのキットもあります。
筆
 記用具、お持ち帰り用の袋
全1回
（火曜）
受講料 ￥7,000－ 教材費別 ￥2,000

名古屋校

（社）
自然療法機構認定自然療法士

長谷川 弘江

ハーブとアロマで本気で備える
春先のムズムズ対策

大阪校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

平林 由美子

トリートメント・マッサージ講座
神戸校

耳つぼジュエリー講座
1日体験コース

広島校

EJA耳つぼジュエリー協会認定講師

角田 美知子

福岡校

フェイシャルリフレクソロジー
1日体験コース

JHRS認定リフレクソロジープロライセンス実技士

大分校

角田 美知子

│62519－833－01 │ 11/27 │ 10：30～12：30
コード
│62519－833－02 │ 1/15 │ 13：30～15：30 耳には、様々なつぼが集約されていると言われています。講座の前半は耳つぼの場
所を学び、後半は耳つぼジュエリーを貼ります。スワロフスキーですのでキラキラ
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥660
していて綺麗です。貼り方にはコツがあり、覚えれば簡単ですのでお気軽にご参加
ください。

筆
（スタンド型）
、髪をとめるクリップ
 記用具、鏡
ご
 自分の耳に耳つぼジュエリーを貼りますので、耳が出るようにしてく
ださい。

全1回
（水曜）
│62519－834－01 │ 11/27 │ 16：00～18：00
コード
│62519－834－02 │ 1/15 │ 10：30～12：30 リフレクソロジーの反射区は手、足、耳、顔に存在します。フェイシャルリフレク
ソロジーは全身に働きかけ、お顔の手入れと共に刺激することで相乗効果が期待で
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥880
きます。前半は反射区について学び、後半は実技です。トリートメントオイルを作
成し実技に使います。

全1回
（水曜）

受講申込み
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筆
（スタンド型）
、前髪をとめるクリップ
 記用具、鏡
ノ
 ーメイクで実技を行いますので、講座が始まる前までにメイクを落と
してください。講座終了後、メイクをする方はご自分で化粧品をご持参
ください。

＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

AEAJ認定アロマセラピスト

坂倉 香依

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

介護・人のために役立つ講座

AEAJ認定アロマハンドセラピスト

平林 由美子

│62520－837－01│ 2/25 │ 10：30～12：00
コード
│62520－837－02│ 3/17 │ 13：00～14：30 トリートメントは、安心や癒しをもたらす一番のリラックス法です。介護ケアにお
すすめの精油や注意点を学び、お好きな香りでトリートメントオイルを作り実技を
受講料 ￥3,500－ 教材費別 ￥1,000
します。
前半 45 分：介護ケア・精油について、ブレンドオイル作成 /
後半 45 分：ハンドトリートメント実技
筆
 記用具、フェイスタオル1枚、バスタオル1枚
全1回
（火曜）
肘
 まで出せる服装。爪は、短く整えてご参加ください。
コード
│62519－838－00│
10/17 │ 11/21 │ 12/12 │

10/17 秋の乾燥対策薬膳レシピ
（香り七味唐辛子作り）
11/21 冬の寒さ対策薬膳レシピ
（体ポカポカ簡単参鶏湯キット）
12/12 お正月の薬膳レシピ
（おせち料理の簡単レシピとおいしいオリジナル屠蘇散作り）
筆
 記用具
全3回 10：30～12：30
（木曜）
コード
│62519－839－00│
10/17 │ 11/21 │ 12/12 │
10/17 気・血・水の体質チェック （ナツメ、クコのおいしい食べ方、試食）
11/21 プルプルお肌の作り方 （お肌プルプル秋のおやつ、生薬パック）
受講料 ￥8,100－ 教材費別 ￥7,000
12/12 体の中からポカポカ温活 （本当に体を温める食材の選び方、温活スープ）
筆
 記用具
全3回 13：30～15：30
（木曜）
62519－845－01 │ 10/21 │ 13：30～15：00
│
コード
│62519－845－02 │ 2/10 │ 13：30～15：00 10/21 花で彩る香りのワックスバー
ワックス缶とリースの 2 タイプ作成します。色は 40 色から選び花材と香り
受講料 ￥2,000－
をデザインします。
教材費別 10/21 ￥1,500 2/10 ￥1,200
2/10 バレンタインスウィーツワックスバー
お菓子の様なワックスバー
（ラメ．ビーズ）
を使用してデザインします。
（型 色 精油選択可）
全1回
（月曜）
│62519－846－01 │ 10/21 │ 15：30～17：00
コード
│62519－846－02 │ 12/9 │ 13：30～15：00 10/21 フラワー＆ Rose キャンドル
お花を使用、コロンとしたキャンドルとエレガントなバラキャンドル
（花材・
受講料 ￥2,000－
50 色・フレグランスオイル選択可）
教材費別 10/21 ￥1,300 12/9 ￥2,000
12/ 9 クリスマスジェルキャンドル
透明感が美しいキャンドルで心地良い香りに包まれてクリスマスを過ごしま
せんか。
全1回
（月曜）
│62520－840－01│ 2/25 │ 13：00～14：30
コード
│62520－840－02│ 3/17 │ 15：00～16：30 7 種類のスパイスを学び、スパイシータイプとアロマタイプの 2 種類のガラムマサラ
を作ります。ご自身のオリジナルはお好みに合わせて自由に調整できるようになります。
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥800
60 分：スパイスについて、ガラムマサラ作り
30 分：レシピご紹介、スパイスドリンク試飲
筆
 記用具、お持ち帰り用の袋
全1回
（火曜）

柏校

シーズナル・ライフスタイル講座

季節の薬膳
秋・冬のおいしい過ごし方

宇都宮校

介護アロマケア
ハンドトリートメント

仙台校

平林 由美子

札幌校

アロマリフレクソロジー
からだポカポカ、
足すっきり

原宿表参道校

高齢者のための
アロマハンドトリートメント
１日集中コース

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│62519－835－01 │ 10/9 │ 10：30～15：30
コード
│62519－835－02 │10/30 │ 10：30～15：30 12 年以上にわたり介護施設でトリートメントを行ってきた講師の経験をもとに、安
全で心地よいトリートメントのために気をつけたいことやコミュニケーションのポ
受講料 ￥8,000－ 教材費別 ￥1,500
イントについて事前講義を 30 分行い、残りの時間全てを手技の習得にあて技術の
スキルアップを目指します。
筆
 記用具 バスタオル1枚 フェイスタオル2枚
肘
 の上まで出せる服装で爪を短く整えてご参加ください。手や腕に皮膚
トラブルがないことを確認してください。
全1回
（休憩1時間）
（水曜）
│62520－836－01│ 1/21 │ 15：00～16：30
コード│62520－836－02│ 2/25 │ 15：00～16：30 道具は使わずご自分の手だけで行うセルフリフレクソロジーです。寒い季節に有用
│62520－836－03│ 3/17 │ 10：30～12：00 なおすすめの精油を学びお好きな香りでブレンドオイルを作成して実技をします。
前半 45 分：リフレクソロジー・精油について、ブレンドオイル作り
受講料 ￥3,500－ 教材費別 ￥1,000
後半 45 分：実技
筆
 記用具、フェイスタオル2枚
腰
 回りがゆったりとした膝まで出せる服装がおすすめです。
全1回
（火曜）

スペシャルセミナー

講座名／講師

受講料 ￥8,100－ 教材費別 ￥7,000

中村 薫
漢方で体質改善
プルプル肌と温活生活

日本漢方養生学協会認定漢方上級スタイリスト

デザイン
アロマワックスバー講座

香りで生活に彩りを
キャンドル講座

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

平林 由美子

│62520－841－01 │ 2/4 │ 10：30～12：30

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

│62520－842－01│ 2/4 │ 14：00～16：00

コード
│62520－842－02│ 3/10 │ 10：30～12：30 実習は以下 4 種類。
日本のハーブで製剤三昧
1. 日本の Fire Cider づくり
（欧米に古くから伝わる伝統的な飲み物を日本のハーブで
生活に日本のハーブを取り入れてみよう！
！ 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,500

全1回
（火曜）

福岡校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラティクショナー

堀 美枝子


筆
（袖が広がったものは適しません）
、小さ
 記用具、実習をしやすい服装
めのカップ一つ

広島校

アレンジします）
2. 手足末端冷え予防軟膏づくり
3. お肌しっとりバススクラブづくり
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラティクショナー
4. ユズローションアレンジテクニック～ミルキーローションづくり
堀 美枝子
全1回
（火曜）
62520－843－01│ 3/10 │ 14：00～16：00
│
コード
│62520－843－02│ 3/24 │ 10：30～12：30 1. 冷え、肩こりケア：バスバブルづくりと肩こり予防バームづくり＆簡単ストレッチ
悩む女性のおうちケア
2. 睡眠ケア：ハーブと精油を使った睡眠環境づくりと呼吸法の紹介
アロマとハーブで女性の体調不良を 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,700
3. 肌荒れケア：飲んでケアするお肌のためのブレドティーづくり
予防する
4. 気分のケア：ロールオンアロマを作成します

神戸校

堀 美枝子

③ボディスクラブ
筆
 記用具、芳香蒸留水、製剤をお持ち帰り頂きますので紙袋など小さめ
の手さげ。
全1回
（火曜）
実
（袖が広がったものは適しません）
でお越しください。
 習をしやすい服装

大阪校

コード
│62520－841－02 │ 3/24 │ 14：00～16：00 ガラス蒸留器によるドライハーブラベンダーの蒸留会。蒸留中、持ち帰っていただ
いろんな製剤にチャレンジ
く蒸留水の使い方の説明と、3 種類の製剤に取り組みます。製剤は次の 3 種類です。
ハーブ蒸留中に3つの製剤に挑戦！！ 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,600
①ネイルケアオイル ②植物色素を使ったクリアージェルパック

名古屋校

もっと身近にスパイスレッスン
ガラムマサラ作り

静岡校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

宮本 千佳

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

宮本 千佳

町田校

中村 薫

飯能校（薬香草園）

日本漢方養生学協会認定漢方上級スタイリスト

ク
 ラスでは試飲をします。小さめのカップをご持参ください。

大分校

ƒ受講申し込みはP141へ
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

スペシャルセミナー

公益社団法人日本アロマ環境協会資格認定校 アロマセラピスト アロマテラピーインストラクター アロマテラピーアドバイザー アロマブレンドデザイナー アロマハンドセラピスト
ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト
メディカルハーブコーディネーター
NPO法人日本メディカルハーブ協会認定校
日本のハーブセラピスト

原宿表参道校

生活の木 ハンドメイドギルド認定校

シニアハーバルセラピスト

ハーブ＆ライフコーディネーター

手作り石けん講座 応用科／基礎科

飯能校 生活の木薬香草園
042-972-1787

札幌校

埼玉県飯能市美杉台1-1

042-972-1806（受付時間10：00〜18：30）

講座の前にハーブガーデンを散策したり、講座が終わったらレストランでランチをしたり…飯能校には学びだけで
はない楽しさがいっぱいです！自然に囲まれたアットホームな雰囲気の中で、あなたも共に学びませんか？
講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

仙台校

薬香草園スペシャルレッスン
〜アロマとハーブを楽しむ1日〜
薬香草園 1Dayワークショップ

宇都宮校
柏校

薬香草園 スタッフ
蒸留体験講座
（ドライハーブの蒸留）

飯能校（薬香草園）

薬香草園 スタッフ

町田校

蒸留体験講座
（フレッシュハーブの蒸留）

たまプラ丨ザ校

薬香草園 スタッフ
グリーンが主役
「クリスマスドアリースレッスン」

静岡校

生活の木 薬香草園

城内 聡子

玄関やリビングの卓上に飾る
「クリスマスミニツリー」
作り

名古屋校

生活の木 薬香草園

城内 聡子

クリスマスからお正月まで楽しめる
スワッグ
（壁飾り）
レッスン

大阪校

生活の木 薬香草園

城内 聡子

神戸校

フレッシュハーブを使った
クリスマスリースレッスン
生活の木 薬香草園

城内 聡子

広島校

暮らしを彩る
季節のリースレッスン
生活の木 薬香草園

福岡校

城内 聡子

生物のHarmonizaition
薬香草園BeeFarmの
養蜂作業体験講座

大分校

生活の木 薬香草園

石川 陽一

講座内容

コード│61219－199－00 │10/27 │ 10：00～15：00

薬香草園に初めていらっしゃる方にもおすすめの 1Day ワークショップです。
10：00 ～ メディカルハーブガーデンツアー
11：30 ～ レストランヤハラテナのランチビュッフェ
13：00 ～ フレッシュローズマリーの蒸留見学
13：30 ～ 「ハンガリアンウォーター」
「ケルンの水」作り
14：50 ～ フレッシュハーブティータイム
※「ハンガリアンウォーター」
「ケルンの水」の実習では蒸留で抽出された精油と
芳香蒸留水を使用します。
筆
 記用具、帽子、日傘
小
 雨決行
全1回
（日曜）
│61219－200－01 │10/6㈰│ 10：00～12：00
コード│61219－200－02 │11/22㈮│ 10：00～12：00 10/6 ラベンダー 「秋の夜長に リラックスボディーローション＆練り香水」
│61219－200－03 │3/1㈰ │ 10：00～12：00 11/22 ローズマリー「始めましょうハーバルライフ リフレッシュルームスプレー
＆ MP ソープ」
受講料 ￥6,000－ 教材費なし
3/1 ローズマリー「季節の変わり目のハーブケア 化粧水＆乳液」
実習では、抽出した芳香蒸留水と精油を使用します。
筆
 記用具
全1回
ハ
 ーブの種類によって芳香蒸留水と精油の採取量が異なります。
│61219－201－01 │ 11/3 │ 10：00～12：00
コード│61219－201－02 │12/22 │ 10：00～12：00 11/3 ゼラニウム 「早めの乾燥ケア ボディークリーム」
│61219－201－03 │ 3/29 │ 10：00～12：00 12/22 ユズ
「ユズ香る冬至のハーブケア シトラスルームスプレー＆バーム」
3/29 ローズマリー「ハーバルノートでリフレッシュ ボディークリーム＆オー・
受講料 ￥6,000－ 教材費なし
デ・コロン」
実習では、抽出した芳香蒸留水と精油を使用します
筆
 記用具
ハ
 ーブの種類によって芳香蒸留水と精油の採取量が異なります。
全1回
（日曜）
受講料 ￥10,000－ 教材費なし

│61219－202－01 │11/24㈰│ 14：00～16：00
コード
│61219－202－02 │12/6㈮│ 14：00～16：00 土台にワイヤーで、モミやヒバなど常緑針葉樹を巻きつけた後、松かさや木の実、
リボン等をアレンジして、オリジナルリースに仕上げます。毎年恒例の人気レッス
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥2,000
（税抜） ン。昨年とは違った雰囲気でリピーターの方もお楽しみいただけます。もちろん初
心者の方も大歓迎です。※直径約 30cm、生葉やプリザーブドの素材などを使用し
ます。保水はしませんのでご了承ください。
エ
 プロン、軍手
全1回
│61219－203－01 │12/1㈰│ 10：00～12：00
コード
│61219－203－02 │12/6㈮│ 10：00～12：00 おおきなモミの木は置けないけれど、ツリーをお部屋に飾ってクリスマス気分を楽
しみたい。そんな方におすすめのスペシャルレッスン。小さな鉢と吸水性スポンジ
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,500
（税抜） で土台を作って、高さ約 20cm のツリーをアレンジメントします。フレッシュやプ
リザーブドグリーンでツリー型にしたら、オーナメントを飾って、オリジナルミニ
ツリーの完成！
エ
（お持ちでしたら）
 プロン、花ばさみ
全1回
│61219－204－01 │12/8㈰│ 10：30～12：00
コード
│61219－204－02 │12/11㈬│ 10：30～12：00 フレッシュハーブやドライハーブ、実物などをナチュラルに束ねて、壁に飾る事が出来
る花束
（スワッグ）
を作ります。クリスマスが終わったら、お正月用にアレンジして、長い
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,500
（税抜） 間楽しめるスワッグに仕上げます。毎年恒例の人気レッスン。昨年とは違った雰囲気で
リピーターの方もお楽しみいただけます。もちろん初心者の方も大歓迎。
※ 30 ～ 40cm の長さで作ります
・クリスマスのスワッグ作り
・お正月のスワッグへのアレンジの仕方
エ
 プロン
全1回
│61219－205－01 │12/8㈰│ 14：00～15：30
コード
│61219－205－02 │12/11㈬│ 14：00～15：30 メディカルハーブガーデンで育ったハーブや草花に、実物やオーナメントをアレン
ジして、クリスマスリースを作ります。フラワーアレンジメント初心者の方もお気
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,000
（税抜） 軽にご参加いただけます。
※直径 15cm のドーナツ型の吸水性スポンジを土台に使用します。
エ
 プロン
全1回
│61219－206－01 │12/21㈯│ 13：30～15：30
コード
│61219－206－02 │2/9㈰ │ 13：30～15：30 ガーデンのハーブや草花、ドライフラワーやプリザーブドフラワーなどを使用して、
季節感あふれるリースを作るレッスンです。
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,000
（税抜） 12/22 新年を祝う和のリース
2/9
ネストリース
（巣篭もりのリース）
※直径 15 ㎝のドーナツ型の吸水性スポンジを土台に使用します。
エ
（お持ちでしたら）
 プロン、花ばさみ
全1回
│61219－207－01 │ 10/12 │ 13：00～15：30
│61219－207－02 │ 11/9 │ 13：00～15：30 ミツバチの健康チェックやシーズン毎のお手入れなど、薬香草園 BeeFarm で行って
コード│61219－207－03 │ 12/7 │ 13：00～15：30 いる実際の養蜂作業をスタッフと一緒に体験する講座です。
│61219－207－04 │ 2/8 │ 13：00～15：30 10月 冬越し対策①
11月 冬越し対策②
12月 冬越し態勢の完成
│61219－207－05 │ 3/7 │ 13：00～15：30 2月 春の建勢①
3月 春の建勢②
12/7・2/8 回は13：00～15：00
※ミツバチの状態により、内容が予告なく変更になることがございます。※本講座
受講料 ￥4,500－ 教材費なし
内で蜂蜜の収穫作業は予定しておりません。
長
 靴、麦わら帽子、長袖長ズボン、皮軍手、飲み物
黒
 っぽい服装、香りの強い化粧品・整髪料、腕時計は身につけないで下さい。
セイヨウミツバチでの実習です。
全1回
（土曜）
※講習費に保険料540円が含まれています。

受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ

西武池袋線・飯能駅南口より美杉台ニュータウン行き
またはユーエイキャスター前行き
（バス）
美杉台小学校下車
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

ローズヒップレッスン

カラダ整える太極拳講座

生活の木 薬香草園

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／講座説明会・入門講座・認定講習会
アロマテラピー資格対応コース
講座説明会

受講料 無料 教材費なし

スタッフ

アロマテラピー入門講座

【アロマテラピー検定対策】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーアドバイザー養成講座

大阪校
神戸校
広島校
福岡校

9月期
コード
│
│ 61219－101－00
9/3 │ 9/17 │ 10/1 │
暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザ
8/2まで
ーを目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
3月期
コード
│
│ 61220－214－00 活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
3/17 │ 3/31 │ 4/7
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
2/16まで
（1）
アロマテラピーとは
実習：スキンローション
受講料 ￥18,000－
AEAJ認定アロマセラピスト
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
アロマテラピーインストラクター
（3）
基材とホームケア（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
全3回 13：00～17：30
（休憩30分）
（火曜）
波間 治子
（4）
アロマテラピーが心と身体に働くメカニズム 実習：ミツロウクリーム
（5）
健康学
（栄養・運動・睡眠・生活習慣病） 実習：クレイパック
コード
│61219－102－00│
（6）
アロマテラピー関連法規・環境
実習：フレグランス
9/24 │ 10/8 │
アロマテラピー検定対策
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
定1、2級の合格を目指す方など、どなたでもご受講いただけます。
火曜特別集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
筆
（￥2,400/
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
AEAJ認定アロマセラピスト
税抜）
、生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,000・￥2,000/税抜）
をご
8/23まで
アロマテラピーインストラクター
用意下さい。
（各スクールで購入可）
2コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚。
（休憩1時間）
（火曜）
全2回 10：30～17：30
波間 治子
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
9月期
コード
│
│ 61219－103－00
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
9/11 │ 9/25 │ 10/9 │
アロマテラピー検定対策
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
8/10まで
アロマテラピーアドバイザー養成講座
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
3月期
コード
│
│ 61220－215－00
水曜集中コース
装で、爪は短く切りご参加されることをお勧めします。
3/11 │ 3/25 │ 4/8 │
2/10まで
AEAJ認定アロマセラピスト
受講料 ￥18,000－
アロマテラピーインストラクター
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
市丸 数馬
全3回 13：00～17：30
（水曜）

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座
火曜集中コース

名古屋校

城内 聡子

静岡校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
JAMHA認定ハーバルセラピスト

たまプラ丨ザ校

AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会

全1回
│61219－099－02 │8/10㈯│ 10：00～11：30
│61219－099－03 │9/3㈫ │ 10：00～11：30 アロマテラピーってなんだろう、精油ってどうやって使うのだろう…そんな皆さん
│61219－212－01 │10/23㈬│ 10：00～11：30 に「アロマテラピー」を感じて、体験していただく講座です。 自然の香りを楽しみ
コード
│61219－212－02 │11/23㈯│ 10：00～11：30 ながら、心地よい時間を一緒に過ごしましょう。AEAJ の資格対応コースについても
│61219－212－03 │12/15㈰│ 10：00～11：30 併せてご説明いたします。
│61219－212－04 │2/2㈰ │ 10：00～11：30 ○アロマテラピーとは ○ルームフレッシュナー作り ○ AEAJ 資格対応コース説明
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、アロマを日常生活に役立てたい方、知
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500（税抜）
識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなたで
もご受講いただけます。
筆
 記用具
全1回
│61219－213－01 │12/22㈰│ 13：00～17：00
コード│61219－213－02 │12/24㈫│ 13：00～17：00 アロマテラピー検定 1 級合格後に、アロマテラピーアドバイザー認定に必要な知識
│61219－213－03 │3/28㈯│ 13：00～17：00 を学びます。
○ AEAJ アロマテラピーアドバイザー認定講習会
受講料 ￥4,759－ 教材費なし
・アロマテラピーアドバイザーについて
・アロマテラピー関連法規
・
（公社）
日本アロマ環境協会
（AEAJ）
について
○ AEAJ 資格対応コース講座説明会
（※ 説明会の参加は任意です）
・
 アロマテラピー検定試験1級合格の方。
筆
お持ちの方は「資格マニュアル」
（最新版）
、
機関誌「AEAJ」
（最新号）
 記用具、
履
 修証明書発行には本講習会カリキュラムを、同一日に全ての履修が必
全1回
（休憩30分）
要となります。

町田校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。

飯能校（薬香草園）

生活の木Herbal Life College

ハーバルライフカレッジ各校におけるアロマテラピーアドバイザー、アロマブレンド
デザイナー、アロマハンドセラピスト、アロマテラピーインストラクター、アロマセ
ラピストの各養成講座について詳しくご説明いたします。公益社団法人 日本アロ
マ環境協会
（AEAJ）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメリット、
講座の特徴やカリキュラムの内容等、実際のテキストをお見せしながらお話します。
○アロマテラピーとは ○協会
（AEAJ）
について ○アロマハンドバス体験
○質疑応答
こ
 れからアロマの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等どなたでもご受講いただけます。

柏校

│61219－098－04 │8/23㈮│ 10：00～11：30
│61219－098－05 │9/8㈰ │ 10：00～11：30
│61219－211－01 │10/2㈬│ 10：00～11：30
コード
│61219－211－02 │11/24㈰│ 10：00～11：30
│61219－211－03 │1/19㈰│ 10：00～11：30
│61219－211－04 │3/8㈰ │ 10：00～11：30

宇都宮校

石川 陽一

仙台校

季節のフレッシュハーブで
アランビックを使った蒸留体験

札幌校

生活の木 薬香草園

髙橋 真紀

原宿表参道校

生活の木 薬香草園

石川 陽一

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│61219－208－01 │10/13㈰│ 13：30～15：30
コード
│61219－208－02 │10/23㈬│ 13：30～15：30 薬香草園のローズをピックアップしたガーデンツアーを行いながらローズヒップを収穫
します。収穫したローズヒップを使ったジャム作りの実習付です。
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,300
（税抜） ※ローズの生育状態によってはドライのローズヒップを混ぜて実習を行います
長
 靴、麦わら帽子、長袖長ズボン、皮軍手、飲み物
全1回
│61219－210－01 │10/24 │ 10：00～11：15
│61219－210－02 │ 11/28 │ 10：00～11：15 本講座では優雅な舞の様な動きが特徴の香港呉式太極拳を学びます。ゆったりとし
61219－210－03 │12/26 │ 10：00～11：15 た動きなのではじめての方でも安心です。動きを通して自分の身体を感じ、整えて
│
コード
│61219－210－04 │ 1/30 │ 10：00～11：15 いきましょう。休憩時間には季節の摘みたてハーブで淹れたお茶をご用意します。
│61219－210－05 │ 2/27 │ 10：00～11：15
動
 きやすい服装・靴・タオル
│61219－210－06 │ 3/26 │ 10：00～11：15
※
 通常はガーデンで、荒天・高温の場合は室内で行います。
受講料 ￥1,500－ 教材費なし
全1回
（木曜）
│61220－209－01 │ 1/26 │ 13：30～15：30
コード
│61220－209－02 │ 2/16 │ 13：30～15：30 ガーデンで育った季節のハーブを蒸留しながら、香りの中で栽培方法をレクチャー。
蒸留器の「アランビック」で抽出した芳香蒸留水を使用した簡単なスプレー作りの
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,000
（税抜） 実習付き。1 月／カフィアライムリーフ 2 月／プチグレイン＆ビターオレンジ
筆
 記用具
各
 回ハーブの生育状況により、ドライハーブを混ぜて蒸留する場合があ
全1回
（日曜）
ります。

スペシャルセミナー

講座名／講師

大分校

ƒ受講申し込みはP141へ
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受講申込み

Check!

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
9月期
コード
│
│ 61219－105－00
9/8 │ 9/22 │ 10/6 │
暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザ
アロマテラピー検定対策
8/7まで
ーを目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
アロマテラピーアドバイザー養成講座
コード
│61220－217－00│
活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
日曜集中コース
3/8 │ 3/22 │ 4/5 │
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
2/7まで
（1）
アロマテラピーとは
実習：スキンローション
受講料 ￥18,000－
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
（3）
基材とホームケア（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
AEAJ認定アロマセラピスト
（4）
アロマテラピーが心と身体に働くメカニズム 実習：ミツロウクリーム
アロマテラピーインストラクター
（5）
健康学
（栄養・運動・睡眠・生活習慣病） 実習：クレイパック
市丸 数馬
（6）
アロマテラピー関連法規・環境
実習：フレグランス
全3回 13：00～17：30
（休憩30分）
（日曜）
コード
│61219－216－00│
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
11/15 │ 12/13 │ 1/17 │ 2/7 │ 3/13 │ 4/3
定1、2級の合格を目指す方など、どなたでもご受講いただけます。
アロマテラピー検定対策

仙台校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
JAMHA認定ハーバルセラピスト

原宿表参道校

札幌校

スペシャルセミナー

講座名／講師

アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
金曜午前コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

城内 聡子

10/14まで

全6回 10：00～12：00
（金曜）

筆
（￥2,400/
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
税抜）
、生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,000・￥2,000/税抜）
をご
用意下さい。
（各スクールで購入可）
2コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚。
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
装で、爪は短く切りご参加されることをお勧めします。

宇都宮校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマブレンドデザイナー養成講座
コード

│61219－218－00│

10/29 │ 11/12 │ 11/26 │ 12/10 │
精油を組み合わせてブレンドし、さまざまなシーンや目的に合ったオリジナルの香
アロマブレンドデザイナー養成講座
りを創作する能力を養いながら、AEAJ の認定する資格を目指します。講座では、54
火曜コース
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜） 種類の希釈精油を使用し、複数の演習を通して、ブレンドの知識や技術を楽しみな

柏校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

波間 治子

アロマブレンドデザイナー養成講座
土曜コース
飯能校（薬香草園）

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

岩間 裕子

町田校

アロマブレンドデザイナー養成講座
金曜コース
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

岩間 裕子

がら創作し、その魅力を伝える力を培います。
○「精油のブレンド技術」を学ぶための基礎知識 ○香りの特徴をとらえる方法
○「香りのパレット」を作る
○ブレンド実習とクリエーション
全4回 10：30～16：30
（休憩1時間）
（火曜）○創作した香りを活かす
コード
│61219－220－00│
◯実習：ハーバル・アロマティック、
フローラルブーケ、
フゼア、
4711、
望郷の香りなど、
11/2 │ 11/16 │ 11/30 │ 12/14 │
各回のテーマに応じたブレンド演習を行います。
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜）
取得予定の方
（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当
校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可
※申込時・講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
筆
『AEAJ認定アロマブレンドデザイナー公式テキスト』
（￥2,000/
 記用具、
全4回 10：00～16：00
（休憩1時間）
（土曜）
税抜）
、AEAJ会員カード 又は ハーバルライフカレッジ アロマテラピーア
コード
│61220－219－00│
ドバイザー養成講座 修了証
（申込時・講座初回に確認致します。コピー可）
2/28 │ 3/13 │ 3/27 │ 4/10 │
※
（各演習時
 各自で作成する、演習時の希釈精油代は別途徴収となります
【全9種】￥100～￥500程度）
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜）

全4回 10：00～16：00
（休憩1時間）
（金曜）

たまプラ丨ザ校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマハンドセラピスト養成講座
AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

静岡校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

狩野 恵子

名古屋校

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

苑田 晶子

│61219－108－03 │ 9/24
│61219－221－01 │ 10/15
コード
│61219－221－02 │ 1/14
│61219－221－03 │ 3/10

│ 10：00～16：00
│ 10：00～16：00 1 日完結のカリキュラムを通して、安全にアロマテラピーの知識を持ち、身の周り
│ 10：00～16：00 の方をはじめ、ボランティアや地域活動などにおいて、第三者にアロマハンドトリー
│ 10：00～16：00 トメントを提供できる技術や能力を養いながら AEAJ が認定する資格を目指します。
○アロマハンドトリートメントとは
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜） ○アロマハンドセラピストのための解剖生理学
○アロマハンドトリートメントの準備と確認事項
○アロマハンドトリートメントの手技と手順
全1回
（休憩1時間）
（火曜）○実習：トリートメントオイル作成、相モデル実習
61219－109－03
9/14
10
：
30～16
：
30
│
│
│
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

│61219－222－01 │ 10/19 │ 10：30～16：30
取得予定の方
コード
│61219－222－02 │ 1/18 │ 10：30～16：30
筆
『AEAJ認定アロマハンドセラピスト公式テキスト』
（￥1,600/税抜）
、
 記用具、
│61219－222－03 │ 3/14 │ 10：30～16：30
大判の厚手バスタオル2枚
（60×120cm程度）
、ハンドタオル1枚
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜）
※
 ハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、爪は短く
切ってご参加ください。
全1回
（休憩1時間）
（土曜）

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーインストラクター養成講座
大阪校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
水曜集中コース

神戸校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

狩野 恵子

広島校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
金曜午前コース
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

岩間 裕子

福岡校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
日曜特別集中コース
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

大分校

市丸 数馬

コード
│61219－223－00│
11/6 │ 11/20 │ 12/4 │ 12/18 │ 1/15 │ 1/29 安全で正しく豊かなアロマテラピーが実践できるよう、専門家として指導できる知
2/12 │ 2/26 │
識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマテラピーインストラクター資格コースです。
生活の木のオーガニック精油や基材を使用した実習を交え、アロマテラピーの活用
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）法や手作り化粧品について、準備、作製、使用、保管等をきめ細やかに学習します。
活用法の他にも、31 種類の精油や 12 種類の植物油について、実際に香りや使い心
地を試しながら、化学的な成分への理解も深めます。その他、解剖生理学や栄養学、
10/5まで
生活習慣病、メンタルヘルスなど総合的に学び、アロマテラピーの専門家として、
全8回 10：00～17：00
（休憩1時間）
（水曜）正しい知識や利用法を指導できるよう、体系的に学習します。
コード
│61219－224－00│
A
「アロマテラピーアドバイ
 EAJアロマテラピーアドバイザー有資格者、
10/11 │ 10/25 │ 11/1 │ 11/8 │ 11/15 │ 11/22
ザー養成講座」受講中又は修了者、受講期間中にアロマテラピー検定を
11/29 │ 12/6 │ 12/13 │ 12/20 │ 1/10 │ 1/17
受検予定の方。※アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちでない方は、
1/24 │ 1/31 │ 2/7 │ 2/14 │
受験ができないのでご注意ください。
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版・各校
 記用具、
で購入可）
『アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキ
スト
（共通カリキュラム編）
』
（￥2,500/税抜）
、
『アロマテラピーインストラ
9/10まで
全16回 10：00～13：00
（金曜）
クター公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥2,000/税抜）
、2019年改訂
版『アロマテラピー検定
公式テキスト』
（￥2,400/税抜）
をご用意下さい。
コード
│61220－225－00│
（各スクールで購入可）
1/12 │ 1/19 │ 1/26 │ 2/2 │ 2/9 │ 2/16
＜実習＞1コマ目：筆記用具のみ
2/23 │ 3/1 │
2コマ目：フェイスタオル・ビニール袋 1枚
7コマ目：バスタオル1枚・集中コース受講の方は、
初回にフェイス
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
タオル・ビニール袋1枚をお持ちください。
・
 7コマ目のフットトリートメント実習時は、爪を切って脚を出しやすい
12/11まで
服装でのご参加がお勧めです。
全8回 10：00～17：00
（休憩1時間）
（日曜）
・早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマセラピスト養成講座

アロマテラピー検定直前対策講座
（1級・2級）
市丸 数馬

インストラクター試験直前対策講座

岩間 裕子

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

岩間 裕子

9/6
9/6 出題範囲が広範なアロマテラピーインストラクター試験に向け、模擬試験形式で総
3/6 復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
3/6
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
『アロマテラピーインストラクター・
 記用具、
アロマセラピスト公式テキスト
（共通カリキュラム編）
』
、
『アロマテラピ
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
ーインストラクター公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
教材費なし
当
 校のアロマテラピーインストラクター養成講座の受講生は、受講料が
全1回 10：00～16：00
（休憩1時間30分）
（金曜）
優待価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
│ 受講生優待 │61219－231－01│ 10/23
コード
一般
│
│61219－231－02│ 10/23 出題範囲が広範なアロマセラピスト学科試験に向け、模擬試験形式で総復習しま
しょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
、
『アロマセラピスト公式テキスト
 記用具、
教材費なし
（独自カリキュラム編）
』をご用意下さい。
（各スクールで購入可）
全1回 13：00～16：30
（休憩30分）
（水曜）

当
（学科）
養成講座の受講生は、受講料が優待価格
 校のアロマセラピスト
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。

メディカルハーブ資格対応コース
講座説明会

福岡校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

広島校

メディカルハーブ入門講座

神戸校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│61219－118－05 │9/26㈭│ 10：00～11：30
│61219－118－04 │9/7㈯ │ 10：00～11：30 ハーバルライフカレッジ各校における、メディカルハーブコーディネーター、ハー
コード│61219－232－01 │10/13㈰│ 10：00～11：30 ブ＆ライフコーディネーター、ハーバルセラピスト、シニアハーバルセラピスト、
│61219－232－02 │12/8㈰│ 10：00～11：30 ハーバルプラクティショナー、ホリスティックハーバルプラクティショナーの各養
│61219－232－03 │3/5㈭ │ 10：00～11：30 成講座について詳しくご説明いたします。NPO 法人 日本メディカルハーブ協会
（JAMHA）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメリット、講座の
受講料 無料 教材費なし
特徴やカリキュラム内容等、実際のテキストをお見せしながらお話します。
こ
 れからハーブの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等 どなたでもご受講いただけます。
筆
 記用具
予
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場合
 約制
全1回
もありますがご了承下さい。
│61219－233－01 │11/2㈯│ 10：00～11：30
コード│61219－233－02 │12/5㈭│ 10：00～11：30 ハーブに興味があるけれど、何から学んだらよいのかわからない…そんな皆さんに
│61219－233－03 │3/28㈯│ 10：00～11：30「メディカルハーブの世界」を体験していただく講座です。ハーブの香りや色、風
味を楽しみながら、五感を通して心地よい時間を一緒に過ごしましょう。JAMHA 資
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500
（税抜）
格対応コースについても併せてご説明いたします。
○メディカルハーブとは ○ハーブティー試飲 ○ハーバルハンドバス
○ JAMHA プログラム説明
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、ハーブを日常生活に役立てたい方、
知識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなた
でもご受講いただけます。
全1回
筆
 記用具

大阪校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／講座説明会・入門講座

名古屋校

アロマセラピスト学科試験
直前対策講座

│ 受講生優待 │61219－116－01│
一般
│
│61219－116－02│
コード
│ 受講生優待 │61220－230－01│
一般
│
│61220－230－02│

静岡校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

アロマテラピー検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑問
や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
筆
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』をご用意
下さい。
全1回
（休憩1時間）
（日曜）
1 級の試験には、2級の内容が含まれます。

受講料 ￥5,400－ 教材費なし

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

コード│61219－229－00│10/20 │ 10：00～15：30

町田校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／検定直前対策講座・試験直前対策講座

飯能校（薬香草園）

岩間 裕子

柏校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

宇都宮校

アロマセラピスト養成講座
（実技）
水曜特別集中コース

仙台校

岩間 裕子

札幌校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

コード
│61219－226－00│
10/30 │ 11/20 │ 12/4 │ 12/18 │ 1/8 │ 1/29 トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
2/12 │ 3/4 │
より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
※3/4は10：00～15：00
（休憩1時間）
カリキュラムでは、ボディとフェイスを、骨格や筋肉などの解剖生理学や衛生学な
受講料 ￥157,500－ 教材費なし
ど、セラピストとして人の身体に触れるうえで必要な基礎知識のほか、カルテの作
成方法、コンサルテーション、ケーススタディーを通して学びます。
○コンサルテーション理論
○ボディフェイストリートメント理論
○解剖生理学
○顔面の皮膚科学
○衛生学
◯コンサルテーション実技
○カルテ指導
○ケーススタディー
○実力テスト
・
 AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者
・アロマテラピーインストラクターコース受講中、または修了者
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版）
を事
 記用具、
前に各自でご用意頂きます。各スクールでもご購入可能です。
『アロマ
セラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥3,500/税抜）
をご用意
下さい。
（各スクールで購入可）
※初回時にインストラクター必須履修科
目受講履歴を証明できる書類をお持ちください。
9/29まで
（休憩1時間15分）
（水曜）
全8回 10：00～17：15
※
 早得対象の方は講座初日にご案内いたします。
コード
│61219－227－00│
11/6 │ 11/13 │ 11/27 │ 12/11 │ 1/15 │ 1/22 トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
2/5 │ 2/19 │ 2/26 │ 3/11 │ 3/25 │ 4/1 より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
4/8 │
カリキュラムでは、
ボディとフェイストリートメントを学びます。身体の触れ方から、
※4/8は10：00～16：00
（休憩1時間30分）
圧のかけ方、手技、立ち位置等、実技を通して習得します。
（伏臥位、仰臥位） ○応用
（伏臥位、仰臥位）
○ボディトリートメント基礎
受講料 ￥262,000－
（基礎テクニック）
○フェイストリートメント手技
○クレンジング手技 肌 総合
（税抜）
教材費別 初回一括￥18,500
○カルテ指導
○実技試験
○カルテ演習
（30症例の提出）
※
 AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者、アロマテラピーイン
ストラクターコース受講中、または修了者、当校で新カリキュラム『ア
ロマセラピスト養成講座アドバンス
（学科）
』受講中、または修了者
筆
『アロマセラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥
 記用具、
3,500/税抜）
、実技に適した動きやすい服装
（ジーンズ、スカート不可）
、
室内用シューズ、ビニール袋、大判バスタオル1枚
（140×90cm）
、普通サ
イズのバスタオル2枚、フェイスタオル2枚
爪
 を切ってご参加ください。※フェイストリートメント実技は別途持ち
全13回 10：00～16：30
（休憩1時間30分）
（水曜）
物あり
（詳細は講座内でお伝えします）

原宿表参道校

アロマセラピスト養成講座
アドバンス
（学科）
水曜特別集中コース

スペシャルセミナー

講座名／講師

大分校
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ検定対策】JAMHA資格対応コース／メディカルハーブコーディネーター養成講座

原宿表参道校

メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
木曜午前コース

コード
│61219－235－00│
11/21 │ 12/5 │ 12/19 │ 1/9 │ 1/23 │ 2/6

札幌校
仙台校

暮らしに役立つ、メディカルハーブの基礎知識を学び、メディカルハーブコーディ
ネーターを目指しませんか？ご自身の美容や健康の為、家族・友人と楽しむ為など、
生活にすぐに活かせるハーブの活用術を実習も交えて楽しく学びます。メディカル
ハーブ検定の試験範囲に対応したカリキュラムです。
（1）メディカルハーブの世界
実習：ハーブティー
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
（2）メディカルハーブの歴史
実習：ペパーミントの温湿布
ハーバルプラクティショナー
10/20まで
（3）メディカルハーブの効果と仕組み 実習：セントジョンズワート浸出油作り
砂場 里香
全6回 10：00～12：00
（木曜）
（4）ハーブのプロフィール
実習：エキナセアチンキ作り
コード
│61220－234－00│
メディカルハーブ検定対応
（5）メディカルハーブの活用法
実習：セントジョンズワートの軟膏作り
1/22 │ 2/5 │
メディカルハーブコーディネーター
（6）症状別メディカルハーブ
実習：マルベリーとカモミールのゴマージュ作り
養成講座
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、メディ
受講料 ￥18,000－
水曜特別集中コース
カルハーブ検定の合格を目指す方等、どなたでもご受講いただけます。
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
筆
（￥2,800/税抜）
』
 記用具、JAMHA発行『メディカルハーブ検定テキスト
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
を事前に各自ご用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。
ハーバルプラクティショナー
12/21まで
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
水澤 博子
全2回 10：00～17：00
（休憩1時間）
（水曜）
受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルセラピスト養成講座

宇都宮校

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
木曜集中コース

コード
│61219－236－00│
11/21 │ 12/5 │ 12/19 │ 1/9 │ 1/23 │ 2/6
2/20 │ 3/5 │ 3/19 │

柏校
飯能校（薬香草園）

町田校

メディカルハーブを日常の健康維持・増進に役立てる為に必要な知識を、植物化学
や健康学・解剖生理学など、科学的・体系的な視点で広く学ぶ事ができる講座です。
資格取得だけでなく、知識に裏付けられたハーブの選択・活用法を身につけたい方
受講料 ￥120,000－
にもおすすめします。
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
（1）
メディカルハーブの歴史と今後の展望 （2）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅰ
テキスト代￥2,860
（税抜）
（3）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅱ
（4）
アロマテラピーの基礎知識
（5）
メディカルハーブと精油の安全性 （6）
メディカルハーブ製剤 Ⅰ
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
（7）
メディカルハーブ製剤
Ⅱ
（8）
代謝を助けるメディカルハーブ
ハーバルプラクティショナー
10/20まで
生活習慣病の予防に役立つメディカルハーブ
（9）
ライフスタイルの改善とQOLの向上 （10）
砂場 里香
全9回 13：00～17：30
（休憩30分）
（木曜）
（11）
外敵から身体を守るメディカルハーブ （12）
ストレス対策と心身症の予防に役立つメディカルハーブ
コード
│61219－237－00│
（13）
女性のためのメディカルハーブ
（14）
若さを保つメディカルハーブ
10/26 │ 11/9 │ 11/23 │ 12/14 │ 1/11 │ 1/25 （15）
キッチンファーマシー（わが家の台所薬局）
五感の刺激とメディカルハーブ
（16）
JAMHA認定
2/8 │ 2/29 │ 3/14 │
（17）
ハーバルライフのデザイン
（18）
自然治癒力を高めるライフスタイル及び修了式
ハーバルセラピスト養成講座
土曜集中コース
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルセラピスト資格の取得
受講料 ￥120,000－
を目指す方等、コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
講いただけます。
テキスト代￥2,860
（税抜）
筆
 記用具
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。ハーバルセラピスト養
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
成講座の修了には、各資格対応コース全18回中13回以上の出席、全9回
9/25まで
ハーバルプラクティショナー
中7回以上の出席が必須となります。※テキストは講座初回に受付カウン
（休憩30分）
（土曜）
全9回 13：00～17：30
安在 清子
ターにてご購入いただきます。

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／シニアハーバルセラピスト養成講座
コード

│61219－238－00│

たまプラ丨ザ校

11/17 │ 12/1 │ 12/22 │ 1/19 │ 2/2 │ 2/16 ハーバルセラピストで触れた 30 種類のメディカルハーブの成分、有効性や安全性
JAMHA認定
3/1 │ 3/22 │ 4/5 │
等を、植物療法による疾病の予防という観点を中心に、より深く学びます。より専
シニアハーバルセラピスト養成講座
門的な知識を身につけたい方、講師として活躍の場を広げたい方におすすめです。
日曜集中コース
受講料 ￥144,000－
安全性と薬物相互作用
（1）
植物療法概論
（2）
治癒系と老化制御
（3）
（税抜）
教材費別 初回一括テキスト代￥4,200

静岡校
名古屋校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

安在 清子

（4）
調製と植物製剤学
（5）
消化器系の植物療法Ⅰ （6）
消化器系の植物療法Ⅱ
（7）
循環器系の植物療法Ⅰ （8）
循環器系の植物療法Ⅱ （9）
呼吸器系の植物療法
（10）
代謝性疾患の植物療法 （11）
神経系の植物療法
（12）
内分泌系の植物療法
妊娠と出産、小児科領域の植物療法
（13）
免疫系の植物療法
（14）
植物美容法
（15）
（16）
生活習慣病と高齢者の植物療法 （17）
ケーススタディー
（18）
論文発表、修了式
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、シニアハーバルセラピスト資格
の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたで
もご受講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格
者 ○シニアハーバルセラピスト養成講座
（旧：ハーバルプラクティショ
ナー植物療法科）
（18単位／ 36時間）
修了
筆
 記用具、指定書籍『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年改訂新版）
』
（東京堂出版・￥3,200/税抜）
を各自ご用意ください。
※『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019年改
訂版）
は講座初回に受付カウンターで購入可能。
10/16まで
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全18
全9回 13：00～17：30
（休憩30分）
（日曜）
回中13回以上の出席、全9回中7回以上の出席、論文の提出と発表が必須。

大阪校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルプラクティショナー養成講座
コード

│61219－239－00│

11/30 │ 12/7 │ 12/21 │ 1/18 │ 2/1 │ 2/15 植物療法でよく使用される 40 種類のメディカルハーブの成分、有効性、安全性等を、
JAMHA認定
植物化学の観点から学びます。化学の知識を深化させる事により、専門的かつ論理
ハーバルプラクティショナー養成講座 3/7 │ 3/21 │ 4/4 │
的にハーブを扱えるプロフェッショナルを目指します。
土曜集中コース
受講料 ￥144,000－

神戸校
広島校
福岡校

（1）
化学の基礎Ⅰ
（2）
化学の基礎Ⅱ
（3）
序論・生合成
（4）
糖質
（5）
脂質
（6）
芳香族化合物Ⅰ
テルペノイド・ステロイドⅠ
（7）
芳香族化合物Ⅱ
（8）
芳香族化合物Ⅲ
（9）
（10）
テルペノイド・ステロイドⅡ （11）
テルペノイド・ステロイドⅢ
（12）
アルカロイドⅠ
アルカロイドⅢ、
その他の物質 （15）
機能性天然物質Ⅰ
（13）
アルカロイドⅡ
（14）
（16）
機能性天然物質Ⅱ
（17）
機能性天然物質Ⅲ
（18）
論文発表、修了式
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルプラクティショナー資
格の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなた
でもご受講いただけます。※試験受験条件：○シニアハーバルセラピスト
有資格者○ハーバルプラクティショナー養成講座
（旧：ハーバルプラクテ
ィショナー植物化学科）
（18単位／ 36時間）
修了
筆
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データー
（2016年
 記用具、
改訂新版）
（東京堂出版・￥3,200/税抜）
』
『薬学生のための天然物化学テ
キスト
（廣川書店・￥4,500/税抜）
』を各自ご用意ください。※『メディカ
ルハーブ植物化学科テキスト』は講座初回に受付カウンターで購入可能。
10/30まで
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全18回中
全9回 13：00～17：30
（休憩30分）
（土曜）
13回以上の出席、全9回中7回以上の出席、論文の提出と論文発表が必須。

教材費別 テキスト代￥1,000
（税抜）

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

砂場 里香

大分校
受講申込み
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／日本のハーブセラピスト養成講座

全7回 10：00～12：00
（木曜）

受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,200
（税抜）
全1回

福岡校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

広島校

│61219－295－05 │12/15㈰│ 10：00～12：00 3/7
│61219－295－06 │2/23㈰│ 10：00～12：00
│61219－295－07 │3/7㈯ │ 10：00～12：00

シアバターのしっとりソープ
10/13 アボカドうるおいソープ
ネロリソープ
11/30 クリスマスマーブルソープ
ニューイヤーゆずソープ
2/23
ひな祭りソープ
さくらソープ
筆
（メガネでも可）
 記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、あればゴーグル
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
加下さい。

神戸校

│61219－295－01 │10/1㈫│ 10：00～12：00

│61219－295－02 │10/13㈰│ 10：00～12：00 10/1
ハンドメイドギルド手作り石けん入門講座
│61219－295－03 │11/6㈬│ 10：00～12：00 11/6
1日体験コース
コード│61219－295－04 │11/30㈯│ 10：00～12：00 12/15

大阪校

【手作り石けん】生活の木ハンドメイドギルド認定コース／入門講座

名古屋校

生活の木 アーユシャ薬香草園セラピスト
JAPA認定アーユルヴェーダセラピスト

鈴木 ゆかり

│61219－247－01 │10/1㈫│ 10：00～12：00
コード
│61219－247－02 │1/11㈯│ 10：00～12：00 アーユルヴェーダの基礎からスカルプケアの実習を体験します。JAPA 認定コース
やスリランカのアーユルヴェーダについてご紹介します。アーユルヴェーダに興味
受講料 ￥3,000－ 教材費なし
のある方には是非オススメする講座です。
◯アーユルヴェーダとは
◯スカルプケアトリートメント実習
◯ JAPA 資格対応コース説明 ◯スリランカのアーユルヴェーダについて
筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。＊スカルプケアトリートメント実習では、
全1回
トニックローションを頭皮に使用します。

静岡校

アーユルヴェーダ入門講座

たまプラ丨ザ校

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／講座説明会・入門講座

町田校

│ 受講生優待 │61219－244－01│ 10/19
コード
一般
│
│61219－244－02│ 10/19 出題範囲が広範なシニアハーバルセラピスト試験に向け、模擬試験形式で総復習し
ましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019
 記用具、
教材費なし
年改訂版）
、
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年
改訂新版）
（東京堂出版）
』
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー
当
 校のシニアハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価
全1回
13
：
00～18
：
00
（
休憩30分）
（
土曜）
格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
安在 清子
│ 受講生優待 │61219－245－01│ 10/27
コード
一般
│
│61219－245－02│ 10/27 出題範囲が広範なハーバルプラクティショナー試験に向け、模擬試験形式で総復習
ハーバルプラクティショナー試験
しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
直前対策講座
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
『メディカルハーブ植物化学科テキスト』
、2016年改訂新版『メ
 記用具、
教材費なし
ディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（東京堂出版）
』
『薬学生
のための天然物化学テキスト
（廣川書店）
』
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー
当
 校のハーバルプラクティショナー養成講座の受講生は、受講料が優待
全1回 13：00～18：00
（休憩30分）
（日曜）
価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
砂場 里香
│ 受講生優待 │61219－246－01│ 10/12
コード
一般
│
│61219－246－02│ 10/12 広範な出題範囲を持つ、日本のハーブセラピスト試験の最終仕上げに、模擬試験形
日本のハーブセラピスト試験
式で総復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
直前対策講座
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
 記用具、日本のハーブセラピストコース・テキスト
教材費なし
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
当
 校の日本のハーブセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
ハーバルプラクティショナー
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
砂場 里香
全1回 13：00～18：00
（休憩30分）
（土曜）

シニアハーバルセラピスト試験
直前対策講座

飯能校（薬香草園）

│ 受講生優待 │61219－243－01│ 10/27
コード
一般
│
│61219－243－02│ 10/27 出題範囲が広範なハーバルセラピスト試験に向け、模擬試験形式で総復習しましょう。
試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
（2019年改訂版）
 記用具、ハーバルセラピストコース・テキスト
教材費なし
当
（￥
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
 校のハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
ハーバルプラクティショナー
15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
全1回 13：00～18：00
（休憩30分）
（日曜）
安在 清子

ハーバルセラピスト試験直前対策講座

柏校

│61219－130－00 │ 8/1 │ 13：00～16：00
コード
│61220－242－00 │ 2/13 │ 13：00～16：00 メディカルハーブ検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑
問や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 受講料 ￥3,600－ 教材費なし
筆
 記用具、メディカルハーブ検定テキスト
ハーバルプラクティショナー
全1回
（木曜）
砂場 里香

メディカルハーブ検定直前対策講座

宇都宮校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／検定直前対策講座

コ
 ース修了には、全7コマ中5コマ以上の出席が必須となります。
※『日本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に受付カウ
ンターにてご購入いただきます。

仙台校

安在 清子

12/15まで

札幌校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

原宿表参道校

コード
│61219－241－00│
12/15 │ 1/12 │ 1/26 │ 2/9 │ 2/23 │ 3/15 日本のハーブを歴史的・科学的に深く学ぶことに加えて、日本で用いられてきた30
3/29 │
種のメディカルハーブと、身近に目にすることのある16種の有毒植物についても知
識を習得できます。日本で利用されてきたハーブの特徴や有用性、さらに法制度と
受講料 ￥56,000－
安全性を理解し、正しい知識をもってご自身や家族の健康維持・増進に役立てられ
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
るようになります。
（1）
日本のメディカルハーブの歴史
（2）
くらしの中のメディカルハーブ
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
（3）
民族のハーブと地域のハーブ
（4）
法制度と安全性
ハーバルプラクティショナー
11/14まで
（5）
日本のメディカルハーブの活用（自然観・四季）
砂場 里香
（日曜）
全7回 10：00～12：00
（6）
日本のメディカルハーブの活用（不調・トラブル）
コード
│61220－240－00│
（7）
民間療法と具体的な日本のメディカルハーブの利用
1/16 │ 1/30 │ 2/13 │ 2/27 │ 3/12 │ 3/26
JAMHA認定
日
 本のハーブの知識を深めたい方、日本のハーブセラピスト資格の取得
4/9 │
日本のハーブセラピスト養成講座
を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
木曜午前コース
講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格者○日
受講料 ￥56,000－
本のハーブセラピスト養成講座7コマ中5コマ以上修了
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
筆
 記用具※『日本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に
受付カウンターで購入可能
（￥2,700
（税込）
）

JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座
日曜午前コース

スペシャルセミナー

講座名／講師

大分校
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【生活の木ハンドメイドギルド認定コース】ハンドメイドギルド手作り石けん講座 基礎科／応用科
コード

│61219－248－00│

原宿表参道校

生活の木ハンドメイドギルド認定コース 10/29 │ 11/19 │ 12/10 │ 1/21 │ 2/18 │ 3/17 「石けんをかえたら肌も変わった」毎日に使うものだから、安心･安全な石けんを自
分で手作りしましょう！ハーブ精油･植物油を使用したナチュラルでやさしい石けん
手作り石けん 基礎科
受講料 ￥18,000－
作り。毎回違ったベーシックソープを作りながら、石けん作りを楽しみます。
火曜午前コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,850

札幌校
仙台校

※講座終了後5回以上出席された方に、基礎科修了書を発行致します。
3回目の精油代 6回目の教材費は別途徴収いた（1）
石けんについて
実習：オリーブ100％石けん
します。
（2）
植物油について
実習：肌をいたわるしっとりソープ
（3）
精油について
実習：オリジナルの香りソープ
生活の木
（4）
ハーブの効果と活用 実習：カモマイル&カレンデュラハーブのはちみつソープ
城内 聡子
全6回 10：00～12：00
（火曜）
（5）
製法の種類
実習：ホットプロセスソープ
コード
│61219－250－00│
（6）
卒業制作
生活の木ハンドメイドギルド認定コース 10/19 │ 11/16 │ 12/14 │
エ
（メガネでも可）
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
手作り石けん 基礎科
薬
（長袖）
・靴でご参
受講料 ￥18,000－
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
土曜集中コース
加下さい。
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,850
3回目の精油代 6回目の教材費は別途徴収いた
します。
生活の木

城内 聡子

宇都宮校

生活の木ハンドメイドギルド認定コース
手作り石けん 基礎科
受講料 ￥18,000－
水曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,850

柏校

全3回 10：00～15：30
（休憩1時間30分）
（土曜）
コード
│61220－249－00│
1/29 │ 2/26 │ 3/18 │

城内 聡子

3回目の精油代 6回目の教材費は別途徴収いた
します。

生活の木

飯能校（薬香草園）

町田校
たまプラ丨ザ校

全3回 10：00～15：30
（休憩1時間30分）
（水曜）
コード
│61219－251－00│
生活の木ハンドメイドギルド認定コース 10/15 │ 11/26 │ 12/17 │ 1/28 │ 2/25 │ 3/24 手作り石けん講座（基礎科）を終了した方のためのレッスン。石けんに慣れ、石け
ん作りの新しい製法にチャレンジしませんか？楽しみながら石けん作りをじっくり
手作り石けん 応用科
受講料 ￥24,000－
学び、
毎回作成する度に完成度がアップする納得の講座です。石けん講座（応用科）
火曜午前コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥8,476
修了者対象。※講座終了後5回以上出席された方に、応用科修了書を発行致します。
6回目の教材費は別途徴収いたします。
（1）
石けん概要
実習：椿＆ヘナソープ
（2）
油脂総論
実習：ローズヒップソープ
（3）
油脂各論
実習：ベジタブルエキスソープ
生活の木
（4）
石けんのデザイン
実習：アートソープ
（5）
液体石けん
実習：リキッドソープ
城内 聡子
全6回 10：00～12：00
（火曜）
（6）
卒業制作
コード
│61220－252－00│
生活の木ハンドメイドギルド認定「手作り石けん基礎科」卒業生対象

生活の木ハンドメイドギルド認定コース 1/25 │ 2/22 │ 3/21 │
エ
プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
（メガネでも可）
手作り石けん 応用科

受講料 ￥24,000－
土曜集中コース
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
（税抜）
教材費別 初回一括￥8,476
加下さい。
6回目の教材費は別途徴収いたします。
生活の木

城内 聡子

クラフト/アート

静岡校

ハンドメイドギルド
アロマストーンレッスン

名古屋校

スタッフ

生活の木Herbal Life College

ハンドメイドギルド
ソープデコレッスン

大阪校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

神戸校

アロマ･ハーブ講座
初めてのドッグアロマテラピー
1日体験コース

広島校
ペットアロマセラピスト

福岡校

市丸 数馬

ウェザーアロマテラピーのすゝめ

大分校

気象予報士

市丸 数馬

全3回 10：00～15：30
（休憩1時間30分）
（土曜）

│61219－228－01 │10/14㈪│ 10：00～12：00
│61219－228－02 │11/10㈰│ 10：00～12：00 10/14
（月）フラワーガーデン
11/10
（日）
リース作り
1/19
（日）メモスタンド
コード│61219－228－03 │1/19㈰│ 10：00～12：00 2/ （
4 火） リース作り
3/ （
3 火）メモスタンド
│61219－228－04 │2/4㈫ │ 10：00～12：00
ア
 ロマクラフト作り初心者の方、アロマテラピーやハーブを勉強された
│61219－228－05 │3/3㈫ │ 10：00～12：00
方、手作りを楽しみたい方など、どなたでも
受講料 ￥3,000－
筆
 記用具
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
オリジナルブレンド精油・シリコーン型付
全1回
│61219－253－01 │10/8㈫│ 10：00～12：00
│61219－253－02 │11/12㈫│ 10：00～12：00 10/ （
8 火） 宝石ソープ
11/12
（火）クリスマスソープ
│61219－253－03 │12/3㈫│ 10：00～12：00 12/ （
3 火） New Yearソープ
1/18
（土） 季節の和菓子ソープ
コード
│61219－253－04 │1/18㈯│ 10：00～12：00 2/15
（フルーツフレーク入り） 3/14
（土） 桜ソープ
（土） チョコレートソープ
│61219－253－05 │2/15㈯│ 10：00～12：00
デ
 コレーション石けんにご興味のある方。どなたでも。
│61219－253－06 │3/14㈯│ 10：00～12：00
エ
 プロン、筆記用具
受講料 ￥3,000－
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
全1回
│61219－255－01 │ 10/6 │ 10：00～11：30
コード
│61219－255－02 │ 11/3 │ 10：00～11：30 本講座では基礎知識の習得と、ハーブガーデンにてワンちゃんへのアロマトリート
メントの実習を行います。もちろん愛犬の同伴ＯＫです！ちょっぴり贅沢な香りに
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥700～900
包まれる休日を、ワンちゃんとともに皆さんで楽しみましょう！
汚
 れてもいい大きめのバスタオル2～3枚程度、リード、ワンちゃんの飲
み水、筆記用具など※その他、小さめのレジャーシートがあると便利
天
ハーブガーデンでの実習が行えない場合もございます。
妊娠・
 候により、
授乳・生理・発情・病気・6カ月以下・ヘアレスドッグなどのワンちゃん
のご参加はできません。ご了承ください。
全1回
（日曜）
│ 10：00～12：00
│ 10：00～12：00 ＜お楽しみウェザーアロマグッズ作り＞
│ 10：00～12：00（10/9）秋台風でこわばる心と身体にルームコロン作り
│ 10：00～12：00（12/11）
冬将軍の北風攻撃で冷えた心と身体にバスソルト作り
（2/19）春雪でかじかんだ手指にハンドトリートメントオイル作り
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥700～900
（3/11）春一番で舞い上がる花粉対策にすっきりミスト作り
筆
 記用具
全1回
（水曜）

│61219－256－01 │ 10/9
│61219－256－02 │ 12/11
コード
│61219－256－03 │ 2/19
│61219－256－04 │ 3/11

受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

水澤 博子

ƒ受講申し込みはP141へ
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

大分校

全米ヨガアライアンスRYT200

桜花
（さくら）

朝の瞑想で、1 日をスッキリ START させませんか？いろいろな瞑想を体験すること
で、ご自分に合ったものを見つけることができます。
10 月→ヨガと瞑想
11 月→音
（チベット法具）
の瞑想
12 月→ヨガと音の瞑想
（瞑想は各日程 15 分程度を予定しております）
※午前・午後の同時受講もおすすめです
（土日午後「元気をチャージ！サプリヨガ」
）
動
 きやすい服装
通
 院中の方・健康に不安のあり方は、必ず担当の医師から運動の許可を
全3回 10：30～12：00
（土曜）
得てからお申し込みください。
コード
│61219－269－00│
10/24 │ 11/28 │ 12/19 │
朝の瞑想で、1 日をスッキリ START させませんか？いろいろな瞑想を体験すること
で、ご自分に合ったものを見つけることができます。
受講料 ￥7,500－ 教材費なし
10 月→ヨガと瞑想
11 月→音
（チベット法具）
の瞑想
12 月→ヨガと音の瞑想
（瞑想は各日程 15 分程度を予定しております）
※午前・午後の同時受講もおすすめです
（木曜午後「イスヨガ・りらっくす」
）
動
 きやすい服装
通
 院中の方・健康に不安のあり方は、必ず担当の医師から運動の許可を
全3回 10：30～12：00
（木曜）
得てからお申し込みください。
受講料 ￥7,500－ 教材費なし

福岡校

全米ヨガアライアンスRYT200

桜花
（さくら）
朝の瞑想
忙しいアタマを休める90分
木曜午前3回継続コース

コード
│61219－268－00│
10/12㈯│11/24㈰│12/8㈰│

広島校

ボディワーク・ヨガ講座

朝の瞑想
忙しいアタマを休める90分
土日午前3回継続コース

神戸校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

大阪校

メディカルハーブブレンド
＆スイーツレッスン

名古屋校

水澤 博子

静岡校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

たまプラ丨ザ校

メディカルハーブを知って
お料理に活かそう

町田校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

鳥海 智子

飯能校（薬香草園）

精油とハーブでボタニカルビューティー
もっと知りたい！アロマとハーブのこと

柏校

砂場 里香

自然の色と香りを楽しみながら、世界にひとつだけの色を染めてみましょう。心も
身体もポカポカに！
受講料 ￥18,000－ 教材費別 ￥3,000～5,000 12/15 枇杷 赤茶色 マフラー
1/26 梔子
（くちなし） 黄色 シルクストール
2/23 ヤシャブシ 黒色 ストライプストール
3/15 桜 ピンク色 ふんわりストール
エ
（古タオル）
 プロン、ゴム手袋、綿手袋、筆記用具、汚れてもよいバスタオル
染
 液がはねる場合がございます。作業のしやすい服装でご参加ください。
途中からの参加も可能です。スタッフにご相談ください。都合により材
全4回 13：30～16：00
（日曜）
料が変更になることがございます。ご了承ください。
│61219－263－01 │10/17㈭│ 10：00～12：00
│61219－263－02 │11/7㈭│ 10：00～12：00 10/17 髪活ハーブでヘアローション
11/7 保湿ハーブでシートパック
│61219－263－03 │12/12㈭│ 10：00～12：00 12/12 贅沢な精油で香水作り
1/11 抗菌ハーブでインフルエンザ予防スプレー
コード
│61219－263－04 │1/11㈯│ 10：00～12：00 2/8 アレルギー対策にハーブサプリ作り 3/7 美味しいハーブティーをブレンドしてみよう
│61219－263－05 │2/8㈯ │ 10：00～12：00
ア
 ロマテラピー検定１級・メディカルハーブ検定を受講している程度の
│61219－263－06 │3/7㈯ │ 10：00～12：00
知識がある方。またはこれから学んでみたいと思う方。
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,000
筆
 記用具
12月は￥1,500の材料費になります
ア
 ルコールを使ったハーブチンキを使う場合があります。アルコールに
全1回
弱い方は前もってお知らせください。アルコール抜きでお作りします。
│61219－287－01 │10/22 │ 10：00～12：00
│61219－287－02 │ 11/19 │ 10：00～12：00 テーマに合った身体への作用とメディカルハーブの紹介。お持ち帰り実習とお料理
コード
│61219－287－03 │ 12/3 │ 10：00～12：00 の提案と試食。
│61219－287－04 │ 1/21 │ 10：00～12：00 10/22 五感とメディカルハーブ・ローズコーディアルづくりとローズコーディアルパ
ンケーキの試食
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,500
11/19 腸活発酵食品活用術・ゆずみそ作りとゆずみその松風焼きの試食
12/3 動から静へリラックスタイム・ ハーブハニー作りとラベンダーラテのシフォン
ケーキの試食
1/21 メディカルハーブで花粉対策・じゃことネトルのふりかけづくりと豆苗とネト
ルふりかけの和え物試食
筆
 記用具、エプロン
各
 回お料理の試食がございます。食物アレルギーなどの除去食には対応
全1回
（火曜）
しておりませんのでご了承ください。
│61219－288－01 │ 11/19 │ 13：00～15：00
コード│61219－288－02 │ 1/21 │ 13：00～15：00 健康管理を目的に季節に合ったメディカルハーブのブレンドレッスンとスイーツの試食
│61219－288－03 │ 2/4 │ 10：00～12：00 11/19 免疫アップ・風邪予防ブレンド・エキナセアのあんみつの試食
1/21 花粉対策ブレンド・エルダーフラワーのミルクレープの試食
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,500
2/4
バレンタイン企画・フルーツティーブレンド・パイナップルとタラゴンのホ
イルケーキ
筆
 記用具
各
 回お料理の試食がございます。食物アレルギーなどの除去食には対応
全1回
（火曜）
しておりませんのでご了承ください。

宇都宮校

AEAJ認定アロマセラピスト

コード
│61219－262－00│
12/15 │ 1/26 │ 2/23 │ 3/15 │

仙台校

はじめての草木染め
五感で楽しむメディカルハーブ

札幌校

砂場 里香

原宿表参道校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│61219－257－01 │11/3㈰│ 14：00～16：00
61219－257－02 │12/11㈬│ 14：00～16：00 低気圧の簡単な構造と性質から、接近・通過時における気象要素の変化と、心身の
「低気圧」
による不調とお役立ちアロマ コード│
│61219－257－03 │3/8㈰ │ 10：00～12：00 不調を予測し、アロマテラピーによる対処法を導き出します。
「天気に合わせて香
│61219－257－04 │3/25㈬│ 10：00～12：00 りを着替えるコーディネート術」を習得してみませんか。“低気圧お守りアロマミス
ト” の作成も。
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥700～900
＜使えるプチ情報付＞
気象予報士
筆
 記用具
市丸 数馬
全1回
コード
│61219－258－00│
アロマブレンドデザイナー
10/11 │ 11/8 │ 11/29 │ 12/13 │ 1/10 │ 2/7 約 100 種類の精油を揃えて自然香水を作る講座です。毎回ノートレッスン、アコー
ブラッシュアップ講座
自然香水・専科
ドレッスン、コンポジッションレッスンを行います。ラフに発言できることを大切
受講料 ￥24,000－
二十四節気 七十二候と精油
にし、各自が作成した自然香水への感想を交換し合い、報告書にまとめ、ブレンド
教材費別 各回￥1,500～2,000
技術の向上につながるように進めています。
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー、アロマブレンドデザイナ

ー有資格者もしくは同等の知識のある方。
筆
 記用具
AEAJ認定アロマセラピスト
※
 途中からの参加も可能です。※途中からの参加をご希望の方は、詳細
全6回 14：00～16：00
（金曜）
岩間 裕子
はスクールまでお問い合わせ下さい。
│61219－260－01 │10/29 │ 13：00～16：00
│61219－260－02 │ 11/26 │ 13：00～16：00 ストレスマネジメントとは、体と心の「緊張」と「ゆるみ」に意識を向けるストレ
アロマでストレスマネジメント
61219－260－03 │ 12/10 │ 13：00～16：00 ス対処法です。前半は、脳の特性や考え方のくせの観点からストレスを探ります。
ストレス対処法の引き出しをふやそう！ コード│
│61219－260－04 │ 2/18 │ 13：00～16：00 後半は、香りを用いたマインドフルネスと、ご自身の体のこわばりやゆるみにてい
│61219－260－05 │ 3/24 │ 13：00～16：00 ねいに向き合うワークを行います。
AEAJ認定アロマセラピスト
筆
 記用具
受講料 ￥3,500－ 教材費なし
狩野 恵子
全1回
（火曜）
│61219－261－01 │ 10/17 │ 13：30～15：30
コード
│61219－261－02 │ 11/7 │ 13：30～15：30 ハーブガーデンでの収穫体験後、ひとつのハーブを掘り下げて活用法などを学びます。
ハーブガーデン巡りと季節のハーブ
10/17 身近なアジアのハーブ生姜 生姜シロップ作り、トリートメントオイル＆
レッスン
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,500～2,000
しょうが灸のご紹介
五感で楽しむメディカルハーブ
11/7 女性のためのハーブ大豆 納豆ローション作り＆黒豆染め体験 石鹸のご紹介
AEAJ認定アロマセラピスト
筆
 記用具、帽子など日よけになるもの
全1回
（木曜）

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

元気をチャージ！サプリヨガ
（土、
日曜午後・３回継続コース ）

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
コード
│61219－270－00│
10/12㈯│11/24㈰│12/8㈰│

講座内容

原宿表参道校

札幌校
仙台校
宇都宮校
柏校

【ココロ・カラダもっと自由に！】をコンセプトに、リラックス系のヨガで心身を調
整します。継続することでわかる、心と身体の変化も楽しんでください！
10/12 初めてのヨガ
11/24 カラダの土台を作るためのヨガ
12/8 心地の良い呼吸をするためのヨガ
運
 動しやすい服・タオル
全米ヨガアライアンスRYT200
通
 院中の方・健康に不安のある方は、必ず担当の医師より運動の許可を
全3回 14：00～15：30
（土曜）
桜花
（さくら）
得てからお申し込みください。
│61219－271－01 │10/24 │ 14：00～15：00
│61219－271－02 │ 11/28 │ 14：00～15：00 運動量は少なめです。ほとんどイスに座ったままの簡単なヨガのポーズを行うこと
元気を応援！イスヨガ・りらっくす
│61219－271－03 │ 12/19 │ 14：00～15：00 で、無理なくココロとカラダを整えていきます。体力に自信がない・運動が苦手・
コード
（木曜午後・1日体験コース ）
│61219－271－04 │ 1/30 │ 14：00～15：00 病気やけがのリハビリ中・介護予防に興味がある・・・などの方にお勧めです。
│61219－271－05 │ 2/27 │ 14：00～15：00

│61219－271－06 │ 3/26 │ 14：00～15：00
タ
 オル、運動しやすい服、身体が冷えやすい方は毛布やブランケット
受講料 ￥2,000－ 教材費なし
全米ヨガアライアンスRYT200
通
 院中の方・健康に不安のある方は、必ず担当の医師より運動の許可を
桜花
（さくら）
全1回
（木曜）
得てからお申し込みください。
│61219－272－01 │10/22 │ 10：30～12：00
│61219－272－02 │ 11/19 │ 10：30～12：00 ヒーリング音楽と、アロマの香りに包まれて、ポーズ・呼吸法・瞑想を行います。
やさしい花ヨガ
61219－272－03 │ 12/17 │ 10：30～12：00 固くなった体をリフレッシュし、花ヨガ独特の瞑想で脳と体を緩めてリラックス。
│
コード
女性に優しいヨガでリラックス
│61219－272－04 │ 1/28 │ 10：30～12：00 内なる美しさ・健康美を UP させましょう。ポーズは、その日の体調や体の固さに
│61219－272－05 │ 2/25 │ 10：30～12：00 沿うように無理なく行っていきます。
│61219－272－06 │ 3/17 │ 10：30～12：00

受講料 ￥2,500－ 教材費なし
動
 きやすい服装、ハンドタオル
ひらきヨガ
心
 臓疾患のある方、高血圧の方、骨粗しょう症、糖尿病、重度の腰痛、
（花ヨガインストラクター、
和ヨガインストラクター）
妊娠中、精神疾患のある方はご参加を見合わせていただくか、医師の許
平良 かおり
全1回
（火曜）
可を得てからご参加ください。
受講料 ￥7,500－ 教材費なし

トリートメント・マッサージ講座

飯能校（薬香草園）

セラピストがコツ教えます！
アロマハンドトリートメント
（1日体験コース）

AEAJ認定アロマセラピスト

町田校

市丸 数馬
セラピストブラッシュアップ講座
30分フットトリートメント

たまプラ丨ザ校

静岡校

AEAJ認定アロマセラピスト

岩間 裕子
セラピストブラッシュアップ講座
30分ハンドトリートメント

名古屋校

AEAJ認定アロマセラピスト

岩間 裕子

大阪校

フットケア講座

神戸校

AEAJ認定アロマセラピスト

狩野 恵子

ホームケアのアロマ指圧講座

広島校

あん摩マッサージ指圧師

鈴木 喜也

福岡校

アーユルヴェーダ・
ヘルス＆スキンケア講座
季節や体質に合わせて楽しくケア

生活の木 アーユシャ薬香草園セラピスト

大分校

矢口 高子

│61219－273－01 │10/14㈪│ 10：00～11：00
│61219－273－02 │10/14㈪│ 11：30～12：30
│61219－273－03 │10/14㈪│ 13：30～14：30
│61219－273－04 │10/14㈪│ 15：00～16：00
コード
│61219－273－05 │3/20㈮│ 10：00～11：00
│61219－273－06 │3/20㈮│ 11：30～12：30
│61219－273－07 │3/20㈮│ 13：30～14：30
│61219－273－08 │3/20㈮│ 15：00～16：00

受講料 ￥1,851－ 教材費なし
コード
│61219－274－00│
11/1 │ 11/15 │

全1回

スポーツボランティア、部活動後のケア、介護現場、そしてサロンメニューとして
ご提案できるアロマテラピーに経絡や反射区を取り入れた全行程 30 分のフットト
受講料 ￥12,000－ 教材費別 初回一括￥1,500 リートメント技術を挨拶からクロージングまで練習します。フロアーで行う、ベッ
ドがなくてもどこでもできる即現場で使える内容を指導します。
※AEAJ認定アドバイザー以上の資格をお持ちの方で、トリートメ

ント経験者。AEAJ認定アロマセラピスト資格取得者。または同等の知識、
ご経験のある方。
筆
（内1枚は大判）
、フェイスタオル2枚、ビニール
 記用具、バスタオル2枚
袋、施術しやすい服装かつ下腿部をトリートメントするため施術を受け
やすいパンツ
相
（水虫など）
がある場合は治療が完
 モデルで練習するため、足の感染症
全2回 14：00～17：00
（金曜）
治されてからのご参加をお願いいたします。
コード
│61220－275－00│
1/17 │ 1/24 │
スポーツケアやボランティアの現場、介護、サロンメニューなどでご提供できるア
ロマテラピーに反射区を取り入れた全行程 30 分のハンドトリートメント技術を学
受講料 ￥12,000－ 教材費別 初回一括￥1,500 びます。挨拶からクロージングまで行えるように練習します。併せて準備物やお声
かけなどについて即現場で使える内容を指導します。
※AEAJ認定アロマハンドセラピスト資格取得者、AEAJ認定アドバ

イザー以上の資格をお持ちの方でご経験のある方。同等の知識、ご経験
のある方。
筆
 記用具、薄手のバスタオル２枚、フェイスタオル１枚、ビニール袋
全2回 14：00～17：00
（金曜）
施
ネイル等はお取りになってご参加ください。
 術しやすい服装、爪は短く、
│61219－276－01 │10/29 │ 10：00～12：00
│61219－276－02 │ 11/26 │ 10：00～12：00 リフレクソロジーとアロマテラピーの基本を学んだあと、足裏のツボや反射区を確
コード│61219－276－03 │ 12/10 │ 10：00～12：00 認しながら、足のセルフケアの実習をします。冷え・むくみ・乾燥など自分の足の
│61219－276－04 │ 2/18 │ 10：00～12：00 状態に適したブレンドオイルを作り、自分の体に向き合うひと時をすごします。
│61219－276－05 │ 3/24 │ 10：00～12：00

受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥500
フ
 ェイスタオル2枚 筆記用具 膝下が出る動きやすい服装
全1回
（火曜）
│61219－277－01 │ 10/3 │ 13：00～15：00
│61219－277－02 │ 11/7 │ 13：00～15：00 10/3 肩こりのツボのアロマ指圧
11/7 腰痛のツボのアロマ指圧
│61219－277－03 │ 12/5 │ 13：00～15：00 12/5 足の冷えのツボのアロマ指圧
1/9 手の冷えのツボのアロマ指圧
コード
│61219－277－04 │ 1/9 │ 13：00～15：00 2/6 花粉症のツボのアロマ指圧
3/5 便秘のツボのアロマ指圧
│61219－277－05 │ 2/6 │ 13：00～15：00
筆
 記具、バスタオル3枚、タオル2枚、動きやすい服装
│61219－277－06 │ 3/5 │ 13：00～15：00
ア
 ロマオイルトリートメントは下腿と足、前腕と手、頸部などの露出し
受講料 ￥3,000－ 教材費なし
やすい部位で実技を行います。怪我などでオイルトリートメントを受け
全1回
（木曜）
られない方には、オイルを使わないマッサージをします。
│61219－279－01 │ 10/15 │ 10：00～12：00
コード│61219－279－02 │ 1/21 │ 10：00～12：00 アーユルヴェーダの基本的な考え方を知り、ご自身の体質
（ヴァータ・ピッタ・カパ）
│61219－279－03 │ 3/10 │ 10：00～12：00 をチェックしながら、季節や体質に合わせた、生活法やスキンケアを学びます。実
習では毎日の習慣におすすめの３点マッサージ
（頭・耳・足）
を学び、季節や体質に
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥550
合わせた精油を使用し、コスメを作成します。
（秋～冬）
１０・１月：体質別保湿クリーム作り、
（春）
３月：体質別トリートメントオイル作り
全1回
（火曜）

受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ

初めての方でも実践できるよう、アロマテラピーの基礎知識と簡単な手技、さらに
ちょっとした “コツ” もご紹介。ホームケアの他、介護、ボランティア、ワークショッ
プ、イベント、対人関係の構築などにも役立ちます。お一人様は勿論、ペア、グルー
プでのご参加も大歓迎。
ハ
 ンドタオル2枚、筆記用具
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筆
 記用具、実習に適した動きやすい服装

＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

AEAJ認定アロマセラピスト

苑田 晶子

全1回
（休憩1時間30分）
（土曜）
コード│61219－299－00│ 12/7 │ 10：30～17：00
気になる脚や二の腕の冷えとむくみを解消して、すっきり細く、お肌の状態も温か
受講料 ￥8,000－ 教材費別 ￥1,500
く、元気になります。①リンパ系のしくみの説明／腕の実習②脚のリンパ系の説明
／脚のリンパドレナージュ実習
★多めの実習時間で、しっかり練習して、テクニックを習得していただきます。

全1回
（休憩1時間30分）
（土曜）

介護・人のために役立つ講座

│61219－280－01 │ 10/17
│61219－280－02 │ 11/21
│61219－280－03 │ 12/12
コード
│61219－280－04 │ 1/16
│61219－280－05 │ 2/20
│61219－280－06 │ 3/19

│ 14：00～16：00
│ 14：00～16：00
│ 14：00～16：00
│ 14：00～16：00
│ 14：00～16：00
│ 14：00～16：00

准看護師

工藤 瞳

全1回
（木曜）

│61219－281－01 │10/18㈮│ 10：30～11：30
コード

│61219－281－02 │2/19㈬│ 10：30～11：30 人気のアロマワックスプレートを 2 個作ります。ローズのドライフラワーなどで装
はじめてのアロマワックスプレート作り
飾し、精油で香りつけ。お部屋や玄関、クローゼットに置いたり掛けたり、または
ハーブ、
スパイス、
ドライフラワーで飾付け 受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥2,000
キャンドルアーティスト

岡崎 由美子

│61219－286－01 │10/22
コード│61219－286－02 │ 12/3
│61219－286－03 │ 2/4
受講料 ￥3,000－ 教材費別

水澤 博子

大分校

受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥300
全1回
（火曜）
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

ƒ受講申し込みはP141へ

福岡校

植物画家

宮野 清美

│61219－289－01 │ 10/1
│61219－289－02 │ 10/15
│61219－289－03 │ 11/5
│61219－289－04 │ 11/19
│61219－289－05 │ 12/3
│61219－289－06 │ 12/17
コード
│61219－289－07 │ 1/7
│61219－289－08 │ 1/21
│61219－289－09 │ 2/4
│61219－289－10 │ 2/18
│61219－289－11 │ 3/3
│61219－289－12 │ 3/17

広島校

ボタニカルアート講座
（1日体験コース）

神戸校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

大阪校

家庭で気軽にスパイス活用術

名古屋校

バッチ財団登録プラクティショナー

田中 佳代

となる感情に対応したレメディを選べるよう 38 種類の指標を勉強し「うちの子用
レメディ」をブレンドしてお持ち帰り頂きます。
筆
 記用具
全1回
（金曜）
ワ
 ンちゃんの同伴はできません。
│ 13：00～15：00
│ 13：00～15：00 家庭でもっと気軽にスパイスが使えるように！スパイスのブレンドから食材との相
│ 13：00～15：00 性、お料理への活用法など試食をしながらご紹介。実習で作ったものは持ち帰り、
家庭ですぐに活用できます。
￥1,500
10/22 カレースパイスブレンドを作ろう！キーマカレーの試食
12/3 スパイシージンジャーシロップを作ろう！ジンジャーアップルパイの試食
2/4 バレンタイン企画・スパイスココアブレンドでチョコトリュフを作ろう！
スパイシーチョコトリュフの試食
筆
 記用具・エプロン
各
 回お料理の試食がございます。食物アレルギーなどの除去食には対応
全1回
（火曜）
しておりませんのでご了承ください。
│ 13：00～15：30
│ 13：00～15：30 ボタニカルアートは、花や実など植物をありのままに細密に描いていきます。鉛筆
│ 13：00～15：30 で丁寧にスケッチしたら透明水彩絵の具で色を塗ります。自分で一生懸命描いた絵
│ 13：00～15：30 はとても愛おしいものです。絵は描けないという方も是非参加してみてください。
│ 13：00～15：30 小さなモチーフを描いてポストカードに仕上げます。
│ 13：00～15：30
鉛
（HB）
、消しゴム、筆を拭く布、モチーフを持
 筆又はシャープペンシル
│ 13：00～15：30
ち帰るための紙や袋
│ 13：00～15：30
│ 13：00～15：30
│ 13：00～15：30
│ 13：00～15：30
│ 13：00～15：30

静岡校

│61219－285－01 │ 11/29 │ 13：00～14：30

コード
│61219－285－02 │ 1/31 │ 13：00～14：30 医師であるバッチ博士により考案されたバッチフラワーレメディは、安全に使用で
ワンちゃんのためのバッチフラワーレメディ
きる 38 種類の花の癒しのシステムです。雷が怖い、お留守番が苦手などストレス
ワンちゃんのこころのバランスを整える 受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥900

たまプラ丨ザ校

│61219－283－01 │ 10/5 │ 14：00～15：30
コード
│61219－283－02 │10/26 │ 14：00～15：30 ガーデンで作業をしながら、環境や社会に配慮した庭づくりの基本を学ぶ講座。
チューリップやスイセンなど早春から楽しめる球根を植えてみましょう。
受講料 ￥2,000－ 教材費なし
10 月 5 日 秋植え球根と合わせるハーブ・一年草・宿根草
10 月 26 日 秋植え球根の効果的な組合せ方
筆
（あれば）
 記用具、手袋、園芸用ハサミ
ガ
 ーデン内で作業を行いますので、動きやすく汚れてもいい服装、靴で
英国リトルカレッジ・ガーデンデザインディプロマ
お越しください。荒天の場合は室内講義になります。
高橋 三和子
全1回
（土曜）
61219－284－01 │ 11/29 │ 10：30～12：00
│
コード
│61219－284－02 │ 1/31 │ 10：30～12：00 ワンちゃんの消化器の構造を理解し、栄養素の消化吸収のメカニズムを勉強します。
ワンちゃんのためのメディカルハーブ
そしてメディカルハーブのそれぞれの特徴を知り、ケースごとの使用方法や注意点
ワンちゃんの健康維持に植物の力を 受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥800
をわかりやすく学べる講座です。ハーブでインフューズドオイルを作成します。
筆
 記用具
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ワ
 ンちゃんの同伴はできません。
田中 佳代
全1回
（金曜）

エシカルガーデンデザイン講座・
秋植え球根
〜薬香草園でガーデナー実習〜

町田校

プレゼントしてもとても喜ばれます。短い時間ではじめての方でも簡単につくるこ
とができます。
エ
 プロン/汚れてもよい服、お持ち帰り用袋
熱
 いワックスを使用するので、取扱いに問題のない方
全1回

飯能校（薬香草園）

シーズナル・ライフスタイル講座


1 0～2月はバスタオル・フェイスタオル・筆記用具 3月は筆記用具

柏校

受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,000

各回、解剖生理学も交えながら、何故痛みが発生したり障害が出るのかを考えていき、
生活の質を上げるアロマテラピーを学びます。
10/17 膝の痛みに対するアロマテラピー
（足浴・クリーム作成）
11/21 腰の痛みに対するアロマテラピー
（温罨法・クリーム作成）
12/12 肩こりに対するアロマテラピー
（手浴・クリーム作成）
1/16 腸の動きをよくするアロマテラピー
（温罨法・オイル作成）
2/20 嚥下の対処に対するアロマテラピー
（クリーム作成）
3/19 物忘れ予防のアロマテラピー
（物忘れ予防ワーク ･ スプレー作成）

宇都宮校

高齢者・介護者のQOLを向上させる
アロマテラピー

仙台校

AEAJ認定アロマセラピスト

苑田 晶子


筆
 記用具、タンクトップ、短パン
①
 午前の部は腕全体が出せるように、タンクトップをご用意下さい。
②午後の部は脚全体を出せるように、短パンをご用意下さい。

札幌校

痛くない!?リンパドレナ－ジュ講座
気になる脚や二の腕の
冷えとむくみを解消


筆
 記用具
●
 デコルテまでトリートメントを行うため、首もとの空く服装でお越し
ください。

原宿表参道校

結果が見えるフェイシャル講座
セルフ筋肉マッサージと
リンパドレナージュ

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│61219－298－01 │ 11/9 │ 10：30～17：00
コード
│61219－298－02 │ 3/7 │ 10：30～17：00 お顔の変化にワクワク嬉しくなります。
「若返りの水」で有名な香りを精油ブレン
ドで再現。レシピもご紹介。
受講料 ￥8,000－ 教材費別 ￥2,500
①精油の紹介と美容オイル作り／お顔の筋肉の説明と筋肉マッサージの実習
②お顔のリンパの説明とセルフリンパドレナージュの実習

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

原宿表参道校

札幌校
仙台校
宇都宮校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
コード
│61219－290－00│
10/1 │ 10/15 │ 11/5 │ 11/19 │ 12/3 │ 12/17 実際の植物をモチーフに光と影を意識しながら、鉛筆と透明水彩絵の具を使用して、
ボタニカルアート講座
1/7 │ 1/21 │ 2/4 │ 2/18 │ 3/3 │ 3/17 実物により近づく作品をめざします。
シ
 ャープペンシルHB又は鉛筆、消しゴム、筆を拭く布、モチーフ持ち帰
受講料 ￥28,800－ 教材費別 初回一括￥3,000
り用袋、透明水彩絵の具、筆、筆洗、スケッチブック
（極細、F4、F6）
、
コピー代300円
（新規の方）
教材セット約10,000円で購入可能
（応相談）
植物画家
※
 途中からの受講も可能です。※途中からの参加をご希望の方は、詳細
宮野 清美
全12回 13：00～15：30
（火曜）
はスクールまでお問い合わせください。
│61219－297－01 │ 12/6 │ 10：00～12：00
コード
│61219－297－02 │ 2/21 │ 10：00～12：00 12 月は、クリスマスのモイストポプリ
（ガラスの器に粗塩、生の花、ハーブ、精油
季節のポプリクラフト
などを詰めます。
）
とスパイスのスプーン 2 月は、スプリングフラワーポプリと春の
（1日体験コース）
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,500～2,000 タペストリー
（幅広のリボンにポプリ入りの蝶や花束を飾り、タペストリーに仕上げ
ます。
）
熊井明子ポプリの会 講師
木
（針、糸、ハサミ）
、お手ふきタオル
 工用ボンド、裁縫道具
飯田 淳子
全1回
（金曜）
コード│61220－282－00│ 2/19 │ 13：00～15：00
初心者の方でも簡単にキャンドルを作ることが出来ます。世界に１つだけのオリジ
癒しのキャンドル作り
ナルキャンドルをつくりませんか。しずくのようなかわいいキャンドルを作ります。
作って灯して素敵な時間を過ごしましょう 受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,500
プレゼントしても喜ばれますね。
エ
 プロン/汚れてもよい服、お持ち帰り用袋
キャンドルアーティスト
全1回
（水曜）
熱
 いワックスを使用するので、取扱いに問題のない方
岡崎 由美子

ブラッシュアップ講座

柏校
飯能校（薬香草園）

町田校

│61219－291－01 │10/8㈫│ 10：30～12：00
コード
│61219－291－02 │2/14㈮│ 10：30～12：00 フェンネルは種子ではなく果実、ローズヒップは果実でなく偽果、何が違うのか疑
問に感じたことはありますか？植物の芽生えから花芽形成、受粉・受精までの仕組
受講料 ￥2,500－ 教材費なし
みを理解し、植物のからだの成り立ちを知ることで疑問を解決します。また植物ど
うしの競争や動物との相互作用にも触れます。
メディカルハーブ・アロマテラピー関連講座受講者、または関連

資格取得者
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
全1回
筆
 記用具
田中 佳代
│61219－292－01 │10/8㈫│ 13：00～14：30
コード
│61219－292－02 │2/14㈮│ 13：00～14：30 植物の一次代謝産物から二次代謝産物への代謝の仕組みを学びます。環境への対
植物の科学2
応として二次代謝産物を産生すると言われますが、目的や有機化合物の種類を具体
植物が作る植物化学成分を知る
受講料 ￥2,500－ 教材費なし
的に理解していきます。また、ポリフェノールなどの抗酸化物質のメカニズムを電
子の動きから化学的に読み解きます。
メディカルハーブ・アロマテラピー関連講座受講者、または関連

資格取得者
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
筆
 記用具
田中 佳代
全1回

植物の科学1
植物の世界を理解する

│61219－293－01 │10/25㈮│ 10：30～12：00

コード│61219－293－02 │1/14㈫│ 10：30～12：00 38 種類のバッチフラワーレメディの指標を、ひとつづつわかりやすく解説します。
バッチフラワーレメディ入門講座
│61219－293－03 │3/6㈮ │ 10：30～12：00 人間の感情は一言で表現するのは難しいですが、具体例を取り入れながら説明して
フラワーレメディで心のバランスを整える
いく講座内容です。そしてご自身に必要なレメディをミキシングボトルにブレンド
してお持ち帰りいただきます。

受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥900
たまプラ丨ザ校

英国バッチ財団登録プラクティショナー

田中 佳代

静岡校

分子模型を組み立てる
化学の立体構造を理解する
1日体験コース


筆
 記用具

全1回
コード│61219－294－00│ 10/18 │ 13：00～15：00
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥2,000

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

岡崎 由美子

イソプレン等の分子模型を組み立てることで分子の立体構造が見えてきます。化学
が苦手な方、初心者の方、アロマ・ハーブの試験合格を目指している方にはおすす
めです。分子模型はお持ち帰り頂けます。
筆
 記用具

全1回
（金曜）

名古屋校

公益社団法人日本アロマ環境協会資格認定校 アロマセラピスト アロマテラピーインストラクター アロマテラピーアドバイザー アロマブレンドデザイナー アロマハンドセラピスト
ハーバルセラピスト
ハーバルプラクティショナー
メディカルハーブコーディネーター
NPO法人日本メディカルハーブ協会認定校
日本のハーブセラピスト

生活の木 ハンドメイドギルド認定校

シニアハーバルセラピスト

手作り石けん講座 応用科／基礎科

町田校 生活の木町田modi店

大阪校

&

042-812-2793（受付時間10：30〜21：00）

東京都町田市原町田6-2-6 B1F

神戸校

町田校は駅からも近く、お子様が学校へ行っている午前中や、お仕事帰りの夜の時間帯がとても人気で空いた時間にも
お気軽にお勉強して頂けます。明るく元気なスタッフが、
お客様のご相談にお答え致します。お気軽にお声掛け下さい。
講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

小田急線・町田駅西口より徒歩1分
JR横浜線・町田駅北口より徒歩3分
町田modi B1

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／講座説明会・入門講座・認定講習会

広島校

アロマテラピー資格対応コース
講座説明会

福岡校
大分校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│62419－862－09 │8/12㈪│ 17：30～19：00
│62419－862－10 │9/1㈰ │ 17：00～18：30
│62419－862－11 │9/9㈪ │ 17：00～18：30
│62419－273－01 │10/3㈭│ 17：45～19：15
│62419－273－02 │10/6㈰│ 16：45～18：15
│62419－273－03 │11/16㈯│ 18：45～20：15
│62419－273－04 │11/25㈪│ 18：45～20：15
コード
│62419－273－05 │12/21㈯│ 18：45～20：15
│62419－273－06 │1/11㈯│ 17：45～19：15
│62419－273－07 │1/22㈬│ 18：00～19：30
│62419－273－08 │2/3㈪ │ 17：45～19：15
│62419－273－09 │2/27㈭│ 17：45～19：15
│62419－273－10 │3/15㈰│ 18：30～20：00
│62419－273－11 │3/30㈪│ 17：45～19：15

受講料 無料 教材費なし

全1回

受講申込み
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ハーバルライフカレッジ各校におけるアロマテラピーアドバイザー、アロマブレン
ドデザイナー、アロマハンドセラピスト、アロマテラピーインストラクター、アロ
マセラピストの各養成講座について詳しくご説明いたします。公益社団法人 日本
アロマ環境協会
（AEAJ）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメ
リット、講座の特徴やカリキュラムの内容等、実際のテキストをお見せしながらお
話します。
○アロマテラピーとは ○協会
（AEAJ）
について ○アロマハンドバス体験
○質疑応答
こ
 れからアロマの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等どなたでもご受講いただけます。
筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。

＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

アロマテラピー入門講座

酒井 めぐみ

生活の木

根岸 美奈

宇都宮校

AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会

受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500
（税抜）
全1回
│62419－865－02 │9/28㈯│ 14：00～18：00
コード│62420－276－01│2/19㈬│ 14：00～18：00 アロマテラピー検定 1 級合格後に、アロマテラピーアドバイザー認定に必要な知識
│62420－276－02│3/1㈰ │ 14：00～18：00 を学びます。
○ AEAJ アロマテラピーアドバイザー認定講習会
受講料 ￥4,759－ 教材費なし
・アロマテラピーアドバイザーについて
・アロマテラピー関連法規
全1回・
（公社）
日本アロマ環境協会
（AEAJ）
について
（※ 説明会の参加は任意です）
│62419－275－01 │12/26㈭│ 14：45～18：45 ○ AEAJ 資格対応コース講座説明会
コード│62419－275－02 │2/20㈭│ 14：45～18：45
・
 アロマテラピー検定試験1級合格の方。
│62419－275－03 │3/29㈰│ 13：45～17：45
筆
お持ちの方は「資格マニュアル」
（最新版）
、
機関誌「AEAJ」
（最新号）
 記用具、
受講料 ￥4,759－ 教材費なし
履
 修証明書発行には本講習会カリキュラムを、同一日に全ての履修が必
要となります。
全1回

仙台校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
アロマブレンドデザイナー

アロマテラピーってなんだろう、精油ってどうやって使うのだろう…そんな皆さん
に「アロマテラピー」を感じて、体験していただく講座です。 自然の香りを楽しみ
ながら、心地よい時間を一緒に過ごしましょう。AEAJ の資格対応コースについても
併せてご説明いたします。
○アロマテラピーとは ○ルームフレッシュナー作り ○ AEAJ 資格対応コース説明
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、アロマを日常生活に役立てたい方、知
識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなたで
もご受講いただけます。
筆
 記用具

札幌校

AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会

講座内容

原宿表参道校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
│62419－863－04 │9/11㈬│ 17：30～19：00
│62419－274－01 │10/16㈬│ 17：45～19：15
│62419－274－02 │10/20㈰│ 17：15～18：45
│62419－274－03 │11/28㈭│ 18：00～19：30
│62419－274－04 │12/16㈪│ 18：45～20：15
コード│62419－274－05 │1/8㈬ │ 18：00～19：30
│62419－274－06 │1/27㈪│ 18：45～20：15
│62419－274－07 │2/13㈭│ 17：45～19：15
│62419－274－08 │2/24㈪│ 17：45～19：15
│62419－274－09 │3/11㈬│ 17：45～19：15
│62419－274－10 │3/26㈭│ 17：45～19：15

スペシャルセミナー

講座名／講師

【アロマテラピー検定対策】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーアドバイザー養成講座

コード

│62419－279－00│

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

くまざわ 聡子

9/8まで

静岡校

10/9 │ 10/30 │ 11/6 │ 11/20 │ 12/4 │ 12/18
アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
水曜夜コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
全6回 18：15～20：15
（水曜）

名古屋校

コード
│62419－282－00│
12/15 │ 1/19 │ 2/16 │

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
日曜午後集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
アロマブレンドデザイナー

11/14まで
全3回 13：30～18：00
（休憩30分）
（日曜）
コード

│62420－278－00│

2/17 │ 3/9 │ 3/23 │
アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
月曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

大分校

12/11まで
全3回 10：45～15：45
（休憩1時間）
（日曜）
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福岡校

酒井 めぐみ

広島校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
アロマブレンドデザイナー

神戸校

暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザ
ーを目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
（1）
アロマテラピーとは
実習：スキンローション
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
（3）
基材とホームケア
（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
1/16まで
（4）
アロマテラピーが心と身体に働くメカニズム 実習：ミツロウクリーム
くまざわ 聡子
全3回 10：45～15：45
（休憩1時間）
（月曜）
健康学
（栄養・運動・睡眠・生活習慣病） 実習：クレイパック
（5）
コード
│62420－281－00│
（6）
アロマテラピー関連法規・環境
実習：フレグランス
2/29 │ 3/28 │ 4/4 │
アロマテラピー検定対策
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
定1、2級の合格を目指す方など、どなたでもご受講いただけます。
土曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
筆
（￥2,400/
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
税抜）
、生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,000・￥2,000/税抜）
をご
用意下さい。
（各スクールで購入可）
2コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚。
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
アロマブレンドデザイナー
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
1/30まで
酒井 めぐみ
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
全3回 10：45～15：45
（休憩1時間）
（土曜）
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
コード
│62420－283－00│
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
1/12 │ 2/2 │ 3/15 │
アロマテラピー検定対策
装で、爪は短く切りご参加されることをお勧めします。
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
日曜午前集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

大阪校

酒井 めぐみ

たまプラ丨ザ校

7/31まで
全3回 10：45～15：45
（休憩1時間）
（日曜）

町田校

酒井 めぐみ

飯能校（薬香草園）

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
アロマブレンドデザイナー

柏校

9月期
コード
│
│ 62419－867－00
9/4 │ 9/18 │ 9/25 │
暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザ
8/3まで
全3回 13：45～18：00 ーを目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
1月期
コード
│
│ 62420－280－00 活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
1/29 │ 2/12 │ 3/4 │
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
12/28まで
全3回 13：45～18：00（1）
アロマテラピーとは
実習：スキンローション
受講料 ￥18,000－
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
（3）
基材とホームケア
（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
くまざわ 聡子
（休憩15分）
（水曜）
（4）
アロマテラピーが心と身体に働くメカニズム 実習：ミツロウクリーム
コード
│62419－870－00│
健康学
（栄養・運動・睡眠・生活習慣病） 実習：クレイパック
（5）
8/31 │ 9/7 │ 9/14 │
（6）
アロマテラピー関連法規・環境
実習：フレグランス
アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
土曜午後集中コース
定1、2級の合格を目指す方など、どなたでもご受講いただけます。
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
筆
（￥2,400/
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
税抜）
、生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,000・￥2,000/税抜）
をご
7/30まで
くまざわ 聡子
全3回 13：45～18：00
（休憩0.2h）
（土曜）
用意下さい。
（各スクールで購入可）
2コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚。
コード
│62419－871－00│
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
9/1 │ 9/15 │ 9/29 │
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
アロマテラピー検定対策
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
日曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
装で、爪は短く切りご参加されることをお勧めします。

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座
水曜午後集中コース

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマブレンドデザイナー養成講座

原宿表参道校

アロマブレンドデザイナー養成講座
水曜コース
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
アロマブレンドデザイナー

札幌校

酒井 めぐみ

アロマブレンドデザイナー養成講座
木曜コース

仙台校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

松田 尚子

宇都宮校

8月期
コード
│
│ 62419－873－00
8/28 │ 9/11 │ 10/2 │ 10/23 │
精油を組み合わせてブレンドし、さまざまなシーンや目的に合ったオリジナルの香
りを創作する能力を養いながら、AEAJ の認定する資格を目指します。講座では、54
2月期
コード
│
│ 62420－285－00 種類の希釈精油を使用し、複数の演習を通して、ブレンドの知識や技術を楽しみな
2/5 │ 2/26 │ 3/11 │ 4/15 │
がら創作し、その魅力を伝える力を培います。
○
「精油のブレンド技術」
を学ぶための基礎知識 ○香りの特徴をとらえる方法
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜） ○
「香りのパレット」
を作る
○ブレンド実習とクリエーション
○創作した香りを活かす
全4回 10：45～16：45
（休憩1時間）
（水曜）◯実習：ハーバル・アロマティック、
フローラルブーケ、
フゼア、
4711、
望郷の香りなど、
9月期
コード
│
│ 62419－874－00 各回のテーマに応じたブレンド演習を行います。
9/12 │ 9/19 │ 10/3 │ 10/17 │
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

取得予定の方
（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当
1月期
コード
│
│ 62420－286－00
校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可 ※申込時・
1/30 │ 2/27 │ 3/26 │ 4/2 │
講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
筆
『AEAJ認定アロマブレンドデザイナー公式テキスト』
（￥2,000/
 記用具、
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜）
税抜）
、AEAJ会員カード 又は ハーバルライフカレッジ アロマテラピーア
ドバイザー養成講座 修了証
（申込時・講座初回に確認致します。コピー可）
全4回 10：45～16：45
（休憩1時間）
（木曜）
※
（各演習
 各自で作成する、演習時の希釈精油代は別途徴収となります
時【全9種】￥100～￥500程度）
コード
│62419－287－00│
10/12 │ 11/9 │ 12/14 │ 1/11 │

アロマブレンドデザイナー養成講座
土曜コース
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜）
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
アロマブレンドデザイナー

酒井 めぐみ

全4回 10：45～16：45
（休憩1時間）
（土曜）

柏校

コード
│62420－284－00│
2/3 │ 2/24 │ 3/16 │ 4/6 │

アロマブレンドデザイナー養成講座
月曜コース
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜）

飯能校（薬香草園）

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

松田 尚子

全4回 10：45～16：45
（休憩1時間）
（月曜）

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマハンドセラピスト養成講座

町田校

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

松田 尚子

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

静岡校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

松田 尚子

│62419－876－03 │9/23㈪│ 10：45～16：45
コード
│62419－876－04 │10/7㈪│ 10：45～16：45 1 日完結のカリキュラムを通して、安全にアロマテラピーの知識を持ち、身の周り
の方をはじめ、ボランティアや地域活動などにおいて、第三者にアロマハンドトリー
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜） トメントを提供できる技術や能力を養いながら AEAJ が認定する資格を目指します。
○アロマハンドトリートメントとは
○アロマハンドセラピストのための解剖生理学
○アロマハンドトリートメントの準備と確認事項 ○アロマハンドトリートメントの手技と手順
○実習：トリートメントオイル作成、相モデル実習
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

全1回
（休憩1時間）
（月曜）
取得予定の方
│62419－288－01 │11/11㈪│ 10：45～16：45
筆
『AEAJ認定アロマハンドセラピスト公式テキスト』
（￥1,600/税
 記用具、
│62419－288－02 │12/9㈪│ 10：45～16：45
コード
抜）
、大判の厚手バスタオル2枚
（60×120cm程度）
、ハンドタオル1枚
│62419－288－03 │3/12㈭│ 10：45～16：45
│62419－288－04 │4/1㈬ │ 10：45～16：45
※
 ハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、爪は短く
切ってご参加ください。
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜）
全1回
（休憩1時間）

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーインストラクター養成講座

名古屋校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
月曜集中コース
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

くまざわ 聡子

大阪校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
水曜集中コース

神戸校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

くまざわ 聡子

アロマテラピーインストラクター
養成講座
木曜午前コース

広島校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

松田 尚子

福岡校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
土曜集中コース
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
アロマブレンドデザイナー

大分校

酒井 めぐみ

コード
│62419－289－00│
10/21 │ 10/28 │ 11/18 │ 11/25 │ 12/23 │ 1/20 安全で正しく豊かなアロマテラピーが実践できるよう、専門家として指導できる知
1/27 │ 2/10 │
識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマテラピーインストラクター資格コースです。
生活の木のオーガニック精油や基材を使用した実習を交え、アロマテラピーの活用
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）法や手作り化粧品について、準備、作製、使用、保管等をきめ細やかに学習します。
活用法の他にも、31 種類の精油や 12 種類の植物油について、実際に香りや使い心
9/20まで
地を試しながら、化学的な成分への理解も深めます。その他、解剖生理学や栄養学、
全8回 10：45～17：45
（休憩1時間）
（月曜）生活習慣病、メンタルヘルスなど総合的に学び、アロマテラピーの専門家として、
コード
│62419－290－00│
正しい知識や利用法を指導できるよう、体系的に学習します。
10/9 │ 10/30 │ 11/6 │ 11/20 │ 12/4 │ 12/18
A
「アロマテラピーアドバイ
 EAJアロマテラピーアドバイザー有資格者、
1/8 │ 1/22 │
ザー養成講座」受講中又は修了者、受講期間中にアロマテラピー検定を
受検予定の方。※アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちでない方は、
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
受験ができないのでご注意ください。
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版・各校
 記用具、
9/8まで
で購入可）
『アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキ
全8回 10：45～17：45
（休憩1時間）
（水曜）
スト
（共通カリキュラム編）
』
（￥2,500/税抜）
、
『アロマテラピーインストラ
コード
│62419－291－00│
クター公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥2,000/税抜）
、2019年改訂
10/24 │ 11/7 │ 11/14 │ 11/21 │ 11/28 │ 12/5
版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
（￥2,400/税抜）
をご用意下さい。
12/12 │ 12/19 │ 12/26 │ 1/9 │ 1/16 │ 1/23
（各スクールで購入可）
2/6 │ 2/13 │ 2/20 │ 3/5 │
＜実習＞1コマ目：筆記用具のみ
2コマ目：フェイスタオル・ビニール袋 1枚
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
7コマ目：バスタオル1枚・集中コース受講の方は、初回にフェイス
タオル・ビニール袋1枚をお持ちください。
・
 7コマ目のフットトリートメント実習時は、爪を切って脚を出しやすい
服装でのご参加がお勧めです。
9/23まで
・早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
全16回 10：45～13：45
（木曜）
コード
│62419－292－00│
11/2 │ 11/16 │ 12/7 │ 12/21 │ 1/18 │ 2/1
2/15 │ 3/7 │

受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
10/1まで
全8回 10：45～17：45
（休憩1時間）
（土曜）

受講申込み
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマセラピスト養成講座

トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
カリキュラムでは、ボディとフェイストリートメントを学びます。身体の触れ方か
ら、圧のかけ方、手技、立ち位置等、実技を通して習得します。○ボディトリート
メント基礎
（伏臥位、仰臥位）○応用
（伏臥位、仰臥位）
○フェイストリートメント手
技 ○クレンジング手技 肌 総合
（基礎テクニック）
○カルテ指導 ○実技試験○カルテ
演習
（30 症例の提出）
受講料 ￥262,000－
※AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者、アロマテラピ

（税抜）
教材費別 初回一括￥18,500
ーインストラクターコース受講中、または修了者、当校で新カリキュラム
『アロマセラピスト養成講座アドバンス
（学科）
』受講中、または修了者
筆
『アロマセラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥
 記用具、
3,500/税抜）
、実技に適した動きやすい服装
（ジーンズ、スカート不可）
、
室内用シューズ、ビニール袋、大判バスタオル1枚
（140×90cm）
、普通サ
イズのバスタオル2枚、フェイスタオル2枚
爪
 を切ってご参加ください。※フェイストリートメント実技は別途持ち
全25回 14：00～16：30
（金曜）
物あり
（詳細は講座内でお伝えします

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／検定直前対策講座・試験直前対策講座

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

アロマテラピー検定直前対策講座
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
アロマブレンドデザイナー

インストラクター試験直前対策講座

インストラクター試験直前対策講座

酒井 めぐみ

アロマセラピスト学科試験
直前対策講座

松田 尚子

全1回 10：45～16：15
（休憩1時間）
（木曜）

│ 受講生優待 │62419－298－01│ 11/4
コード
一般
│
│62419－298－02│ 11/4 出題範囲が広範なアロマセラピスト学科試験に向け、模擬試験形式で総復習しま
しょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
、
『アロマセラピスト公式テキスト
 記用具、
教材費なし
（独自カリキュラム編）
』をご用意下さい。
（各スクールで購入可）
全1回 10：45～13：45
（月曜）

当
（学科）
養成講座の受講生は、受講料が優待価格
 校のアロマセラピスト
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／講座説明会・入門講座

全1回
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

大分校

受講料 無料 教材費なし

福岡校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│62419－890－10 │8/7㈬ │ 18：00～19：00
│62419－890－11 │8/24㈯│ 16：30～17：30 ハーバルライフカレッジ各校における、メディカルハーブコーディネーター、ハー
│62419－890－12 │9/8㈰ │ 11：00～12：00 ブ＆ライフコーディネーター、ハーバルセラピスト、シニアハーバルセラピスト、
│62419－299－01 │10/12㈯│ 17：45～18：45 ハーバルプラクティショナー、ホリスティックハーバルプラクティショナーの各養
│62419－299－02 │10/31㈭│ 17：45～18：45 成講座について詳しくご説明いたします。NPO 法人 日本メディカルハーブ協会
│62419－299－03 │11/2㈯│ 18：45～19：45（JAMHA）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメリット、講座の
│62419－299－04 │11/18㈪│ 18：45～19：45 特徴やカリキュラム内容等、実際のテキストをお見せしながらお話します。
コード│62419－299－05 │12/7㈯│ 18：45～19：45
こ
 れからハーブの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
│62419－299－06 │12/23㈪│ 18：45～19：45
討中の方等 どなたでもご受講いただけます。
│62419－299－07 │1/16㈭│ 18：00～19：00
│62419－299－08 │1/20㈪│ 18：45～19：45
筆
 記用具
│62419－299－09 │2/10㈪│ 18：45～19：45
予
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場合
 約制
│62419－299－10 │2/15㈯│ 18：45～19：45
もありますがご了承下さい。
│62419－299－11 │3/7㈯ │ 18：45～19：45
│62419－299－12 │3/9㈪ │ 19：15～20：15

広島校

メディカルハーブ資格対応コース
講座説明会

神戸校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
教材費なし

大阪校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
アロマブレンドデザイナー

全1回
（休憩1時間）
│ 受講生優待 │62419－887－01│ 9/9
コード
一般
│
│62419－887－02│ 9/9 出題範囲が広範なアロマテラピーインストラクター試験に向け、模擬試験形式で総
復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
『アロマテラピーインストラクター・
 記用具、
教材費なし
アロマセラピスト公式テキスト
（共通カリキュラム編）
』
、
『アロマテラピ
ーインストラクター公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
全1回 10：45～16：15
（休憩1時間）
（月曜）
│ 受講生優待 │62419－888－01│ 9/5
当
 校のアロマテラピーインストラクター養成講座の受講生は、受講料が
コード
一般
│
│62419－888－02│ 9/5
優待価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。

名古屋校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

くまざわ 聡子

受講料 ￥5,400－ 教材費なし

静岡校

酒井 めぐみ

│62419－886－00 │10/20㈰│ 10：45～16：15
コード
│62420－297－00│4/11㈯│ 10：45～16：15

たまプラ丨ザ校

くまざわ 聡子

│62419－883－00 │10/16㈬│ 10：45～16：15
コード│62419－884－00 │10/19㈯│ 10：45～16：15 アロマテラピー検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑問
│62420－296－00│4/8㈬ │ 10：45～16：15 や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
筆
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』をご用意
受講料 ￥5,400－ 教材費なし
下さい。
全1回
（休憩1時間）
1 級の試験には、2級の内容が含まれます。

町田校

アロマテラピー検定直前対策講座

飯能校（薬香草園）

松田 尚子

12/6
1/31
3/13
4/24

柏校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

全23回 10：45～12：45
（金曜）

コード
│62419－294－00│
11/1 │ 11/8 │ 11/15 │ 11/22 │ 11/29 │
12/13 │ 12/20 │ 1/10 │ 1/17 │ 1/24 │
2/7 │ 2/14 │ 2/21 │ 2/28 │ 3/6 │
3/20 │ 3/27 │ 4/3 │ 4/10 │ 4/17 │
5/1 │
※5/1は実技試験の為14：00～18：30

宇都宮校

アロマセラピスト養成講座
（実技）

9/30まで

仙台校

松田 尚子

筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版）
を事
 記用具、
前に各自でご用意頂きます。各スクールでもご購入可能です。
『アロマ
セラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥3,500/税抜）
をご用意
下さい。
（各スクールで購入可）
※初回時にインストラクター必須履修科
目受講履歴を証明できる書類をお持ちください。
※
 早得対象の方は講座初日にご案内いたします。

札幌校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

コード
│62419－293－00│
11/1 │ 11/8 │ 11/15 │ 11/22 │ 11/29 │ 12/6 トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
12/13 │ 12/20 │ 1/10 │ 1/17 │ 1/24 │ 1/31 より専門的な知識と技術を学ぶためのAEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
2/7 │ 2/14 │ 2/21 │ 2/28 │ 3/6 │ 3/13 カリキュラムでは、ボディとフェイスを、骨格や筋肉などの解剖生理学や衛生学な
3/20 │ 3/27 │ 4/3 │ 4/10 │ 4/17 │
ど、セラピストとして人の身体に触れるうえで必要な基礎知識のほか、カルテの作
成方法、コンサルテーション、ケーススタディーを通して学びます。
受講料 ￥157,500－ 教材費なし
○コンサルテーション理論
○ボディフェイストリートメント理論
○解剖生理学
○顔面の皮膚科学
○衛生学
◯コンサルテーション実技
○カルテ指導
○ケーススタディー
○実力テスト
・
 AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者・アロマテラピーイン
ストラクターコース受講中、または修了者

原宿表参道校

アロマセラピスト養成講座
アドバンス
（学科）

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

メディカルハーブ入門講座

原宿表参道校

札幌校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│62419－891－04 │8/15㈭│ 10：45～12：15
│62419－300－01 │10/21㈪│ 18：45～19：45 ハーブに興味があるけれど、何から学んだらよいのかわからない…そんな皆さんに
│62419－300－02 │10/28㈪│ 18：45～19：45「メディカルハーブの世界」を体験していただく講座です。ハーブの香りや色、風
│62419－300－03 │11/30㈯│ 19：15～20：15 味を楽しみながら、五感を通して心地よい時間を一緒に過ごしましょう。JAMHA 資
│62419－300－04 │12/1㈰│ 19：00～20：00 格対応コースについても併せてご説明いたします。
│62419－300－05 │12/15㈰│ 19：00～20：00 ○メディカルハーブとは ○ハーブティー試飲 ○ハーバルハンドバス
コード
│62419－300－06 │1/18㈯│ 18：45～19：45 ○ JAMHA プログラム説明
│62419－300－07 │1/29㈬│ 19：00～20：00
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、ハーブを日常生活に役立てたい方、
│62419－300－08 │2/19㈬│ 10：45～11：45
知識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなた
│62419－300－09 │2/26㈬│ 17：45～18：45
でもご受講いただけます。
│62419－300－10 │3/15㈰│ 16：45～17：45
│62419－300－11 │3/25㈬│ 16：45～17：45
筆
 記用具
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500
（税抜）
全1回

仙台校

メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
水曜夜コース

宇都宮校

【メディカルハーブ検定対策】JAMHA資格対応コース／メディカルハーブコーディネーター養成講座

内山 靖子
メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
水曜午前集中コース

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

JAMHA認定シニアハーバルセラピスト
ハーブ＆ライフコーディネーター

柏校

酒井 めぐみ
メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
木曜夜コース

飯能校（薬香草園）

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

内山 靖子
メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
日曜集中コース
（10月期）

町田校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

たまプラ丨ザ校

岡崎 由美子
メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
日曜午後集中コース
JAMHA認定シニアハーバルセラピスト
ハーブ＆ライフコーディネーター

静岡校

酒井 めぐみ
メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
火曜集中コース
（1月期）
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

岡崎 由美子

コード
│62419－302－00│
10/2 │ 10/23 │ 11/13 │ 11/27 │ 12/25 │ 1/15 暮らしに役立つ、メディカルハーブの基礎知識を学び、メディカルハーブコーディ
ネーターを目指しませんか？ご自身の美容や健康の為、家族・友人と楽しむ為など、
受講料 ￥18,000－
生活にすぐに活かせるハーブの活用術を実習も交えて楽しく学びます。メディカル
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
ハーブ検定の試験範囲に対応したカリキュラムです。
9/1まで
（1）
メディカルハーブの世界
実習：ハーブティー
全6回 17：30～19：30
（水曜）
（2）
メディカルハーブの歴史
実習：ペパーミントの温湿布
コード
│62419－303－00│
（3）
メディカルハーブの効果と仕組み 実習：セントジョンズワート浸出油作り
11/27 │ 12/11 │ 1/15 │
（4）
ハーブのプロフィール
実習：エキナセアチンキ作り
（5）
メディカルハーブの活用法
実習：セントジョンズワートの軟膏作り
受講料 ￥18,000－
（6）
症状別メディカルハーブ
実習：マルベリーとカモミールのゴマージュ作り
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、メディ
カルハーブ検定の合格を目指す方等、どなたでもご受講いただけます。
10/26まで
全3回 10：45～15：45
（休憩1時間）
（水曜）
コード
│62419－304－00│
10/10 │ 10/17 │ 11/21 │ 12/12 │ 12/19 │ 1/30

筆
（￥2,800/税抜）
』
 記用具、JAMHA発行『メディカルハーブ検定テキスト
を事前に各自ご用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。

受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
9/9まで
全6回 17：30～19：30
（木曜）
コード
│62419－305－00│
10/13 │ 11/10 │
受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
9/12まで
全2回 10：45～17：45
（休憩1時間）
（日曜）
コード
│62419－306－00│
10/27 │ 12/1 │ 2/9
受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
9/26まで
全3回 13：30～18：00
（休憩30分）
（日曜）
コード
│62420－301－00│
1/7 │ 1/21
受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866

名古屋校

12/6まで
全2回 10：45～17：45
（休憩1時間）
（火曜）

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルセラピスト養成講座

大阪校
神戸校
広島校
福岡校

コード
│62419－307－00│
10/1 │ 10/15 │ 10/29 │ 11/5 │ 11/12 │ 11/19 メディカルハーブを日常の健康維持・増進に役立てる為に必要な知識を、植物化学
11/26 │ 12/3 │ 12/10 │ 12/17 │ 12/24 │ 1/14 や健康学・解剖生理学など、科学的・体系的な視点で広く学ぶ事ができる講座です。
1/28 │ 2/4 │ 2/25 │ 3/10 │ 3/24 │ 3/31 資格取得だけでなく、知識に裏付けられたハーブの選択・活用法を身につけたい方
にもおすすめします。
受講料 ￥120,000－
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 教材費別 初回一括 実習費￥2,000
（1）
メディカルハーブの歴史と今後の展望 （2）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅰ
（税抜）
ハーバルプラクティショナー
（3）
メディカルハーブの基礎知識Ⅱ
（4）
アロマテラピーの基礎知識
テキスト代￥2,860
（税抜）
岡崎 由美子
（5）
メディカルハーブと精油の安全性 （6）
メディカルハーブ製剤Ⅰ
8/31まで 全18回 10：45～12：45
（火曜）
（7）
メディカルハーブ製剤Ⅱ
（8）
代謝を助けるメディカルハーブ
コード
│62419－308－00│
生活習慣病の予防に役立つメディカルハーブ
ライフスタイルの改善とQOLの向上 （10）
10/1 │ 10/15 │ 10/29 │ 11/5 │ 11/12 │ 11/19 （9）
JAMHA認定
外敵から身体を守るメディカルハーブ（12）
ストレス対策と心身症の予防に役立つメディカルハーブ
11/26 │ 12/3 │ 12/10 │ 12/17 │ 12/24 │ 1/14 （11）
ハーバルセラピスト養成講座
女性のためのメディカルハーブ
（14）
若さを保つメディカルハーブ
1/28 │ 2/4 │ 2/25 │ 3/10 │ 3/24 │ 3/31 （13）
火曜夜コース
（15）
五感の刺激とメディカルハーブ
（16）
キッチンファーマシー
（わが家の台所薬局）
受講料 ￥120,000－
自然治癒力を高めるライフスタイル及び修了式
（17）
ハーバルライフのデザイン
（18）
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 教材費別 初回一括 実習費￥2,000
（税抜）
メ
ハーバルプラクティショナー
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルセラピスト資格の取得
テキスト代￥2,860
（税抜）
を目指す方等、コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
岡崎 由美子
8/31まで 全18回 18：15～20：15
（火曜）
講いただけます。
コード
│62419－309－00│
筆
 記用具
10/5 │ 10/26 │ 11/23 │ 11/30 │ 1/25 │ 2/8
JAMHA認定
2/22 │ 3/14 │ 3/21 │
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。ハーバルセラピスト養
ハーバルセラピスト養成講座
成講座の修了には、各資格対応コース全18回中13回以上の出席、全9回
土曜集中コース
受講料 ￥120,000－
中7回以上の出席が必須となります。※テキストは講座初回に受付カウン
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
ターにてご購入いただきます。
JAMHA認定シニアハーバルセラピスト
テキスト代￥2,860
（税抜）
ハーブ＆ライフコーディネーター
9/4まで
酒井 めぐみ
全9回 10：45～15：45
（休憩1時間）
（土曜）

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
火曜午前コース

大分校
受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ

69

＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

コード

│62419－313－00│

教材費別 テキスト代￥1,000
（税抜）

大阪校
神戸校
広島校
福岡校

コード
│62420－314－00│
1/7 │ 1/21 │ 2/11 │ 2/18 │ 3/3 │ 3/17 日本のハーブを歴史的・科学的に深く学ぶことに加えて、日本で用いられてきた30
4/7 │
種のメディカルハーブと、身近に目にすることのある16種の有毒植物についても知
識を習得できます。日本で利用されてきたハーブの特徴や有用性、さらに法制度と
受講料 ￥56,000－
安全性を理解し、正しい知識をもってご自身や家族の健康維持・増進に役立てられ
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
るようになります。
（1）
日本のメディカルハーブの歴史
（2）
くらしの中のメディカルハーブ
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
（3）
民族のハーブと地域のハーブ
（4）
法制度と安全性
ハーバルプラクティショナー
（5）
日本のメディカルハーブの活用（自然観・四季）
12/6まで 全7回 18：15～20：15
（火曜）
岡崎 由美子
（6）
日本のメディカルハーブの活用（不調・トラブル）
（7）
民間療法と具体的な日本のメディカルハーブの利用
コード
│62420－315－00│
2/18 │ 3/3 │ 3/17 │
日
 本のハーブの知識を深めたい方、日本のハーブセラピスト資格の取得
JAMHA認定
※3/17は10：45～17：45の6時間になります。
を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
日本のハーブセラピスト養成講座
講いただけます。※試験受験条件
：○ハーバルセラピスト有資格者○日
火曜午後集中コース
受講料 ￥56,000－
本のハーブセラピスト養成講座7コマ中5コマ以上修了
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
筆
 記用具※『日本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に
受付カウンターで購入可能
（￥2,500
（税抜）
）
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
コ
全 7 コマ中 5 コマ以上の出席が必須となります。※『日
 ース修了には、
ハーバルプラクティショナー
本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に受付カウンター
1/17まで
にてご購入いただきます。
岡崎 由美子
全3回 10：45～15：45
（休憩1時間）
（火曜）

JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座
火曜夜コース

名古屋校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／日本のハーブセラピスト養成講座

静岡校

岡崎 由美子

（4）
糖質
（5）
脂質
（6）
芳香族化合物Ⅰ
テルペノイド・ステロイドⅠ
（7）
芳香族化合物Ⅱ
（8）
芳香族化合物Ⅲ
（9）
（10）
テルペノイド・ステロイドⅡ（11）
テルペノイド・ステロイドⅢ（12）
アルカロイドⅠ
アルカロイドⅢ、
その他の物質（15）
機能性天然物質Ⅰ
（13）
アルカロイドⅡ
（14）
（16）
機能性天然物質Ⅱ
（17）
機能性天然物質Ⅲ
（18）
論文発表、修了式
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルプラクティショナー資
格の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなた
でもご受講いただけます。※試験受験条件：○シニアハーバルセラピスト
有資格者○ハーバルプラクティショナー養成講座
（旧：ハーバルプラクテ
ィショナー植物化学科）
（18単位／ 36時間）
修了
筆
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年
 記用具、
改訂新版）
（東京堂出版・￥3,200/税抜）
』
『薬学生のための天然物化学テ
キスト
（廣川書店・￥4,500/税抜）
』を各自ご用意ください。※『メディカ
ルハーブ植物化学科テキスト』は講座初回に受付カウンターで購入可能。
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全18回
8/31まで
中13回以上の出席、全9回中7回以上の出席、論文の提出と論文発表が必須。
全9回 13：30～17：45
（休憩15分）
（火曜）

たまプラ丨ザ校

10/1 │ 10/29 │ 11/12 │ 11/26 │ 12/10 │ 12/24 植物療法でよく使用される 40 種類のメディカルハーブの成分、有効性、安全性等を、
JAMHA認定
植物化学の観点から学びます。化学の知識を深化させる事により、専門的かつ論理
ハーバルプラクティショナー養成講座 1/28 │ 2/25 │ 3/24 │
的にハーブを扱えるプロフェッショナルを目指します。
火曜午後集中コース
受講料 ￥144,000－
（1）
化学の基礎Ⅰ
（2）
化学の基礎Ⅱ
（3）
序論・生合成

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

町田校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルプラクティショナー養成講座

飯能校（薬香草園）

（4）
調製と植物製剤学
（5）
消化器系の植物療法Ⅰ （6）
消化器系の植物療法Ⅱ
（7）
循環器系の植物療法Ⅰ （8）
循環器系の植物療法Ⅱ （9）
呼吸器系の植物療法
（10）
代謝性疾患の植物療法 （11）
神経系の植物療法
（12）
内分泌系の植物療法
9/14まで
岡崎 由美子
妊娠と出産、小児科領域の植物療法
（13）
免疫系の植物療法
（14）
植物美容法
（15）
全9回 13：30～17：45
（休憩15分）
（火曜）
（16）
生活習慣病と高齢者の植物療法
（17）
ケーススタディー
（18）
論文発表、修了式
コード
│62419－312－00│
11/17 │ 11/24 │ 12/8 │ 12/22 │ 1/26 │ 2/23
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、シニアハーバルセラピスト資格
JAMHA認定
3/8 │ 3/22 │ 4/5 │
の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたで
シニアハーバルセラピスト養成講座
もご受講いただけます。
日曜集中コース
受講料 ￥144,000－
筆
 記用具、指定書籍『メディカルハーブの事典－主要 100 種の基本データ－
（税抜）
教材費別 初回一括テキスト代￥4,200
（2016 年改訂新版）
』
（東京堂出版・￥3,200/ 税抜）
を各自ご用意ください。
※『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019 年
改訂版）
は講座初回に受付カウンターで購入可能。
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー
10/16まで
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全18
岡崎 由美子
全9回 16：00～20：15
（休憩15分）
（日曜）
回中13回以上の出席、全9回中7回以上の出席、論文の提出と発表が必須。

柏校

（税抜）
教材費別 初回一括テキスト代￥4,200

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

宇都宮校

│62419－311－00│

仙台校

コード

10/15 │ 11/5 │ 11/19 │ 12/3 │ 12/17 │ 1/14 ハーバルセラピストで触れた 30 種類のメディカルハーブの成分、有効性や安全性
JAMHA認定
2/4 │ 3/10 │ 3/31 │
等を、植物療法による疾病の予防という観点を中心に、より深く学びます。より専
シニアハーバルセラピスト養成講座
門的な知識を身につけたい方、講師として活躍の場を広げたい方におすすめです。
火曜午後集中コース
受講料 ￥144,000－
（1）
植物療法概論
（2）
治癒系と老化制御
（3）
安全性と薬物相互作用

札幌校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／シニアハーバルセラピスト養成講座

原宿表参道校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
コード
│62419－955－00│
7/14 │ 7/28 │ 8/11 │ 8/25 │ 9/8 │ 9/22 メディカルハーブを日常の健康維持・増進に役立てる為に必要な知識を、植物化学
JAMHA認定
や健康学・解剖生理学など、科学的・体系的な視点で広く学ぶ事ができる講座です。
ハーバルセラピスト養成講座
受講料 ￥120,000－
資格取得だけでなく、知識に裏付けられたハーブの選択・活用法を身につけたい方
日曜集中コース
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
（税抜）
にもおすすめします。
テキスト代￥2,860
（税抜）
（1）
メディカルハーブの歴史と今後の展望 （2）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅰ
（3）
メディカルハーブの基礎知識Ⅱ
（4）
アロマテラピーの基礎知識
（5）
メディカルハーブと精油の安全性 （6）
メディカルハーブ製剤Ⅰ
（7）
メディカルハーブ製剤Ⅱ
（8）
代謝を助けるメディカルハーブ
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
生活習慣病の予防に役立つメディカルハーブ
（9）
ライフスタイルの改善とQOLの向上 （10）
ハーバルプラクティショナー
6/13まで
（11）
外敵から身体を守るメディカルハーブ（12）
ストレス対策と心身症の予防に役立つメディカルハーブ
岡崎 由美子
全6回 10：45～18：00
（休憩1時間30分）
（日曜）
（13）
女性のためのメディカルハーブ
（14）
若さを保つメディカルハーブ
11月期
コード
│
│ 62419－310－00（15）
五感の刺激とメディカルハーブ
（16）
キッチンファーマシー
（わが家の台所薬局）
11/17 │ 11/24 │ 12/8 │ 12/22 │ 1/26 │ 2/23 （17）
自然治癒力を高めるライフスタイル及び修了式
ハーバルライフのデザイン
（18）
JAMHA認定
3/8 │ 3/22 │ 4/5 │
ハーバルセラピスト養成講座
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルセラピスト資格の取得
日曜集中コース
を目指す方等、コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
受講料 ￥120,000－
講いただけます。
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
テキスト代￥2,860
（税抜）
筆
 記用具
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。ハーバルセラピスト養
成講座の修了には、各資格対応コース全18回中13回以上の出席、全9回
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
中7回以上の出席が必須となります。※テキストは講座初回に受付カウン
ハーバルプラクティショナー
10/16まで
ターにてご購入いただきます。
岡崎 由美子
全9回 10：45～15：45
（休憩1時間）
（日曜）

スペシャルセミナー

講座名／講師

大分校
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スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／検定直前対策講座

原宿表参道校

│62419－905－00 │ 8/13 │ 13：00～16：00
コード
│62420－316－00 │ 2/11 │ 13：30～16：30 メディカルハーブ検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑
問や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 受講料 ￥3,600－ 教材費なし
筆
 記用具、メディカルハーブ検定テキスト
ハーバルプラクティショナー

メディカルハーブ検定直前対策講座
岡崎 由美子

札幌校

ハーバルセラピスト試験
直前対策講座
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

岡崎 由美子

仙台校

シニアハーバルセラピスト試験
直前対策講座

宇都宮校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

岡崎 由美子

ハーバルプラクティショナー試験
直前対策講座

柏校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

岡崎 由美子

飯能校（薬香草園）

日本のハーブセラピスト試験
直前対策講座
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

岡崎 由美子

全1回
（火曜）
│ 受講生優待 │62419－317－01│ 11/3
コード
一般
│
│62419－317－02│ 11/3 出題範囲が広範なハーバルセラピスト試験に向け、
模擬試験形式で総復習しましょう。
試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
（2019年改訂版）
 記用具、ハーバルセラピストコース・テキスト
教材費なし
当
（￥
 校のハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
全1回 14：15～18：45
（休憩1時間）
（日曜）
15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
│ 受講生優待 │62419－318－01│ 10/22
コード
一般
│
│62419－318－02│ 10/22 出題範囲が広範なシニアハーバルセラピスト試験に向け、模擬試験形式で総復習し
ましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019
 記用具、
教材費なし
年改訂版）
、
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年
改訂新版）
（東京堂出版）
』
当
 校のシニアハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価
全1回 10：45～16：15
（休憩1時間）
（火曜）
格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
│ 受講生優待 │62419－319－01│ 10/8
コード
一般
│
│62419－319－02│ 10/8 出題範囲が広範なハーバルプラクティショナー試験に向け、模擬試験形式で総復習
しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
『メディカルハーブ植物化学科テキスト』
、2016年改訂新版『メ
 記用具、
教材費なし
ディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（東京堂出版）
』
『薬学生
のための天然物化学テキスト
（廣川書店）
』
当
 校のハーバルプラクティショナー養成講座の受講生は、受講料が優待
全1回 10：45～16：15
（休憩1時間）
（火曜）
価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
│ 受講生優待 │62419－320－01│ 11/3
コード
一般
│
│62419－320－02│ 11/3 広範な出題範囲を持つ、日本のハーブセラピスト試験の最終仕上げに、模擬試験形
式で総復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
 記用具、日本のハーブセラピストコース・テキスト
教材費なし
当
 校の日本のハーブセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
全1回 10：45～13：45
（日曜）
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。

町田校

【手作り石けん】生活の木ハンドメイドギルド認定コース／入門講座
ハンドメイドギルド手作り石けん入門講座
手作り石けん
1日体験コース

たまプラ丨ザ校

生活の木Herbal Life College

静岡校

スタッフ

│62419－321－01 │10/10㈭│ 13：45～15：45
│62419－321－02 │10/24㈭│ 14：45～16：45
│62419－321－03 │11/11㈪│ 17：45～19：45
│62419－321－04 │12/11㈬│ 16：45～18：45
│62419－321－05 │1/13㈪│ 10：45～12：45
コード
│62419－321－06 │1/23㈭│ 17：30～19：30
│62419－321－07 │2/5㈬ │ 17：45～19：45
│62419－321－08 │2/17㈪│ 16：45～18：45
│62419－321－09 │3/12㈭│ 17：45～19：45
│62419－321－10 │3/16㈪│ 17：45～19：45

受講料 ￥3,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥1,200

本格的な石けんを作りたい方のための 1 日体験プログラムです。お肌にやさしい手
作り石けんの良さと作り方をまとめました。ぜひお気軽にご参加下さい。
10/10、10/24「ネロリソープ」
11/11「クリスマスマーブルソープ」
12/11「ニューイヤーゆずソープ」
1/13「バレンタインソープ」
1/23「シアバターのしっとりソープ」 2/ 5、2/17「アボカドうるおいソープ」
3/12、3/16「さくらソープ」
筆
（メガネでも可）
 記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、あればゴーグル
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
加下さい。

全1回

【生活の木ハンドメイドギルド認定コース】ハンドメイドギルド手作り石けん講座 基礎科／応用科
コード

│62419－322－00│

名古屋校

生活の木ハンドメイドギルド認定コース 10/24 │ 12/5 │ 1/9 │ 2/6 │ 3/5 │ 4/9 「石けんをかえたら肌も変わった」毎日に使うものだから、安心 ･ 安全な石けんを
自分で手作りしましょう！ハーブ精油 ･ 植物油を使用したナチュラルでやさしい石
手作り石けん 基礎科
受講料 ￥18,000－
けん作り。毎回違ったベーシックソープを作りながら、石けん作りを楽しみます。
木曜コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,850

大阪校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

※講座終了後5回以上出席された方に、基礎科修了書を発行致します。
3回目の精油代 6回目の教材費は別途徴収いた（1）
石けんについて
実習：オリーブ100％石けん
します。
（2）
植物油について
実習：肌をいたわるしっとりソープ
（3）
精油について
実習：オリジナルの香りソープ
（4）
ハーブの効果と活用 実習：カモマイル&カレンデュラハーブのはちみつソープ
（5）
製法の種類
実習：ホットプロセスソープ
（6）
卒業制作
エ
（メガネでも可）
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
全6回 17：30～19：30
（木曜）
加下さい。

【生活の木 ハンドメイドギルド認定コース】ソープデコ養成講座
神戸校

生活の木ハンドメイドギルド認定
ソープデコ講座 基礎科
土曜コース

広島校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

福岡校

クラフト/アート
ハンドメイドギルド
アロマストーンレッスン

大分校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

コード
│62419－323－00│
11/23 │ 1/25 │ 2/22 │ 3/21 │ 3/28 │ 4/4

MP ソープや、練り石けんを使用して、スイーツや宝石のように、見た目も美しい
石けんを作ります。様々な技法と共に、香りや色彩、季節を感じ、色や形、色彩を
デコレーションして作るデコレーションソープは、作って、飾って、使って楽しめる、
毎回ワクワク感満載の講座です。講座終了後 5 回以上出席された方に、基礎科修了
証を発行致します。
【デコレーションソープ実習】
●宝石ソープ
●クリスマスソープ
●New Yearソープ
（フルーツフレーク入り） ●桜ソープ
●季節の和菓子ソープ
●チョコレートソープ
デ
 コレーション石けんにご興味のある方。どなたでも。
エ
 プロン、筆記用具
全6回 16：45～18：45
（土曜）

受講料 ￥21,000－
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度

コード│62420－295－00│ 3/19 │ 14：00～16：00
受講料 ￥3,000－
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
オリジナルブレンド精油・シリコーン型付

筆
 記用具

全1回
（木曜）

受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ

メモスタンド
ア
 ロマクラフト作り初心者の方、アロマテラピーやハーブを勉強された
方、手作りを楽しみたい方など、どなたでも
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

アロマ･ハーブ講座

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

秋田 和美

講座内容

│62419－324－01 │11/7㈭│ 17：30～19：30
コード
│62419－324－02 │3/23㈪│ 16：45～18：45 トリートメントオイルやローションの他、料理、掃除、バスタイムなど毎日の生活
に使えるローズマリーの精油とハーブのさまざまな活用法を紹介していきます。疲
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,100
れを癒すバスソルトと、ハーブチンキのスプレーを作成します。
筆
 記用具、持ち帰り用の袋
全1回

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

ƒ受講申し込みはP141へ
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

大分校

内山 靖子

│62419－341－01 │10/27 │ 10：45～12：45
コード
│62419－341－02 │ 2/9 │ 10：45～12：45 椿油やオリーブ油などの植物油と薬品を使った本格的な石けん作り。泡立ちが良く、
クリームのような石鹸。初めての方にもおすすめ。石けんにレース模様、デコレー
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥2,500
ションをし、金箔をのせた豪華な石けん作り。色粉なしでもデザイン性高い石けん
に仕上げます。モールド付き。
CPソープ作り経験者

エ
 プロン、マスク、ゴム手袋、ゴーグルまたはメガネ、筆記用具
全1回
（日曜）
薬
 品を使用しますので、長袖またはアームカバーをご持参ください。

福岡校

金箔と椿のピュアホワイトソープ作り

広島校

手作り石けん・化粧品講座

神戸校

JAMHA認定シニアハーバルセラピスト

まつばら りつこ

大阪校

犬の植物療法
〜犬との暮らしを楽しむために〜

作
動きやすい服装でご参加ください。妊娠中、
 成とセルフケアを行うので、
全1回
植物アレルギーのある方はご相談ください。
│62420－336－01│1/9㈭ │ 14：30～16：30
コード
│62420－336－02│3/29㈰│ 10：45～12：45 ハーブは日常的な小さなトラブルの解消に役立てることができます。ちょっとうん
ちが緩いかな？季節の変わり目に体調を崩しがち、おしっこや皮膚のトラブルが多
受講料 ￥3,500－ 教材費別 ￥1,620
くて心配 etc・・・病院だけじゃなく「家で私がやってあげられること」はないのか
な？と思う飼い主さんに。ハーブのブレンド作り・肉球バーム作りの実習付き
筆
 記用具
全1回

名古屋校

伊東 純子

静岡校

一般社団法人ハーブボールセラピスト協会 講師

たまプラ丨ザ校

│62419－337－01 │12/14㈯│ 17：45～19：45
コード
│62419－337－02 │3/25㈬│ 13：45～15：45 香りは持続性の違いから、トップノート、ミドルノート、ベースノートの 3 段階に
分けられます。それぞれの特徴を生かしながらブレンドし、
ご希望のイメージに合っ
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,420
たアロマ香水を作り上げていく講座です。調香師気分でオリジナルの香りを作って
みましょう！
筆
 記用具
AEAJ認定アロマブレンドデザイナー
全1回
受
 講日までに、作りたい香りのイメージを考えて来てください。
村井 裕里子
コード│62419－338－00│10/26 │ 16：45～18：45
自分らしい至福の人生、ライフスタイルを送るには五感を研ぎ澄ませることにヒン
女性のためのハッピーアロマ
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,620
トがあります。特にスピリチュアルな器官といわれている嗅覚を刺激して幸運を覚
〜輝く女性になるためのヒント〜
醒していきましょう。チャクラやオーラの話を交えて、自分も周りもハッピーを引
き寄せる方法をご紹介いたします。
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
筆
 記用具
森山 翠
全1回
（土曜）
62420－325－01│2/2㈰ │ 16：15～18：15
│
コード
│62420－325－02│3/9㈪ │ 16：15～18：15 ハーブボールとは？
（歴史、特徴、効果、忌避など）/ 使い方と保存法 / 使用したハー
ハーブまるごと活用法
ブの効能 / 使用したハーブの試飲 / ハーブボールの作成とセルフケア / ハーブボー
お手軽セルフケア〜温活篇・腸活篇〜 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,100
ルを使っての腸セラピー指導 / 漢方的季節養生法もご案内
2/2
（日）
…温活篇 3/9
（月）
…腸活篇
汚
 れてもいいハンドタオル2枚、筆記用具、作成したハーブボールを持ち
帰る小袋

初めてのアロマブレンディング

町田校

│62419－335－01 │ 12/5 │ 14：30～16：30
コード
│62419－335－02 │ 2/6 │ 14：30～16：30 九星気学とは、古代中国より伝わる天体に基づく学問で、現在、経営者や事業家の
間でも人気が高く信頼されています。生年月日からあなたを一番応援してくれる香
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥2,000
りを導き出し、オリジナルの塗香を作ってお持ち帰りいただきます。
筆
 記用具
生
 年月日を事前にお知らせ下さい。
全1回
（木曜）

飯能校（薬香草園）

AEAJ認定アロマセラピスト

松田 尚子

筆
（手を拭くため）
 記用具、タオル1枚
ク
 レイを使った実習を行います。手首が出しやすい服装でお越し下さい。

柏校

九星気学と塗香
オリジナル塗香作り

全1回
（木曜）

宇都宮校

AEAJ認定アロマセラピスト

松田 尚子

仙台校

│62419－334－01 │ 11/14 │ 14：30～16：30

コード
│62419－334－02 │ 3/5 │ 14：30～16：30 クレイの種類や特徴、保存方法などの基本から、クレイペーストの作り方や使い方
はじめてのクレイテラピー
のちょっとしたコツまでわかりやすくお伝えします。5 種類のクレイや使い方につ
クレイは美容に使うだけではもったい 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,700
いて学びます。5 種類のクレイの中から自分にぴったりのクレイを見つけましょう。
ない！

札幌校

│62419－326－01 │ 10/8 │ 16：45～17：30
コード
│62419－326－02 │10/22 │ 16：45～17：30 メディカルハーブとは何なのか？ JAMHA 資格コースはどんなことを勉強するのか？
ハーブティーを試飲して頂きながらわかりやすくお話します。
実習はチンキ剤を使っ
受講料 ￥500－ 教材費別 ￥1,000
たローション剤を作ります。これからメディカルハーブを学びたいと考えている方
におすすめです。
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
筆
 記用具
岡崎 由美子
全1回
（火曜）
コード│62419－328－00│10/22 │ 18：00～20：00
メディカルハーブはハーブティーとして飲むだけではありません。検定のテキスト
きれいになる、
美味しいハーブ活用法 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,500
には活用法はたくさん載っていますがこの講座ではそれ以外の活用法をご紹介しま
1日体験コース
す。メディカルハーブをもっと活用しましょう。コーディアル、
ジャム等を作ります。
筆
 記用具
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
岡崎 由美子
全1回
（火曜）
│62419－332－01 │11/4㈪│ 18：00～19：30
コード
│62419－332－02 │1/19㈰│ 10：45～12：15 アロマコラージュ療法は、香水を用いたアートセラピーです。精油をブレンドして世界で
アロマコラージュ療法
たったひとつの香水を作り、さらにその香りをコラージュ作品で表現します。本講座はア
１日体験コース
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,000
ロマコラージュ療法をよりお気軽にお楽しみ頂ける 90 分のトライアルコースです。
（1）
香水作り （2）
コラージュ作り
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
筆
 記用具、はさみ、のり、切り抜いてもよい雑誌
ナカジマ キヨミ
全1回
│62419－333－01 │ 11/7 │ 14：30～16：30
コード
│62419－333－02 │ 1/23 │ 14：30～16：30 アロマを使ったオーラクレンジング法
（浄化）
、プロテクション法
（防御）
を学びます。
はじめてのアロマヒーリング
イメージが大事ですが、アロマをツールとして使うことでイメージしやすくなります。
アロマで自分のオーラとチャクラを整 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,000
チャクラ
（エネルギーのツボ）
に対応した精油などもご紹介します。
える
筆
 記用具
AEAJ認定アロマセラピスト
オ
 ーラが見えるようになるというような講座ではありません。
松田 尚子
全1回
（木曜）

はじめてのメディカルハーブ
1日体験コース

原宿表参道校

ローズマリーをフル活用
〜精油もハーブも〜

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

原宿表参道校

パティシエ気分の
苺ケーキ風ソープ作り

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

内山 靖子

札幌校

親子でハッピーアロマテラピー
ラベンダーのかおり！
カラフルな石けん作り

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│62419－342－01 │12/12㈭│ 14：45～16：45
コード
│62419－342－02 │3/18㈬│ 14：00～16：00 オリーブ油やシアバターなどの植物油と薬品を使った本格的な石けん作り。乾燥対
策の冬向きの石けん。色付け、グラデーションデザインの後、苺の形の MP ソープ
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥3,000
をのせてケーキ風。ショートケーキ風とベリー＆チョコ風の 2 パターンで作ります。
モールド付き。
CPソープ作り経験者

エ
 プロン、マスク、ゴム手袋、ゴーグルまたはメガネ、筆記用具
全1回
薬
 品を使用しますので、長袖またはアームカバーをご持参ください。
│62419－343－01 │ 10/5 │ 16：45～18：45
コード
│62419－343－02 │ 3/14 │ 16：45～18：45 親子でアロマテラピーを楽しんでいただく講座です。色付けした石けん素地にラベ
ンダーのかおりを練りこんで成形します。抜型を使って個性的な作品を！お一人そ
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,400
れぞれ一つずつ作成して頂きます。

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

仙台校

くまざわ 聡子

全1回
（土曜）

ボディワーク・ヨガ・気功


筆
 記用具 お手拭き
保
（お一人ずつ）
でご参加ください。
 護者様とお子様

コード│62419－344－00│ 11/30 │ 16：45～18：15

宇都宮校

シンギングボウルの瞑想
癒しの音で脳内に極上のリラックスを！ 受講料 ￥3,500－ 教材費なし

全米ヨガアライアンスRYT200

桜花
（さくら）

柏校

香りの瞑想
おうち瞑想用のお助けアイテム付き

飯能校（薬香草園）

全米ヨガアライアンスRYT200

桜花
（さくら）

イスに座った姿勢での瞑想実習講座です。瞑想への誘導にシンギングボウルの音を
使うので、脳をリラックスさせやすい環境になります。
《脳科学と瞑想のお話→シ
ンギングボウルのお話→シンギングボウルの瞑想》の流れで、初めての方でも気軽
に取り組めるようなプログラムです。
筆
 記用具
通
 院中の方・健康に不安のある方は、必ず担当の医師からの許可を得て
全1回
（土曜）
からお申し込みください。
コード│62420－331－00│ 3/2 │ 10：45～12：15
イスに座った姿勢での瞑想実習と、お持ち帰りできる瞑想のお助けアイテムを作り
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥500
ます。
《脳科学と瞑想のお話→ルームスプレー作り
（瞑想の香り）
→瞑想》の流れで、
初めての方でも気軽に取り組めるようなプログラムです。瞑想は 15 分～ 20 分程度
を予定しております。
筆
 記用具
通
 院中の方・健康に不安のある方は、必ず担当の医師からの許可を得て
全1回
（月曜）
からお申し込みください。

トリートメント・マッサージ講座

│62419－345－01 │ 11/13 │ 10：45～12：45

町田校

コード
│62419－345－02 │ 2/12 │ 10：45～12：45 気持ちをほぐし、ほっとする香りを選んでトリートメントオイルを作ります。相モ
アロマでリラックス
デルでハンドトリートメントを丁寧に実習しますので手技をしっかり身につけてく
ハンドトリートメントでホッとすっきり！受講料 ￥2,700－ 教材費別 ￥1,300

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

くまざわ 聡子
たまプラ丨ザ校

はじめてのハンドトリートメント
簡単！10分間のコミュニケーション

ださい。ご家族やご友人との和やかなコミュニケーションにもきっとお役に立つこ
とと思います。
フ
 ェイスタオル
相
 モデルでハンドトリートメントを実習します。爪を短くして肘まで出
全1回
（水曜）
しやすい服装でいらしてください。
│62419－346－01 │11/4㈪│ 14：45～16：45
コード
│62419－346－02 │3/19㈭│ 10：45～12：45 養護施設、介護施設、イベントなどあらゆるところで大好評だったアロマテラピー
ハンドトリートメントを学べる講座です。トリートメントを行うにあたっての注意
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,100
事項、手技の基本をご紹介します。両手で約 10 分のハンドトリートメントを学ぶ
ことが出来ます。

静岡校

AEAJ認定アロマセラピスト

松田 尚子


筆
 記用具、フェイスタオル2枚
肘
 から手の先までトリートメントしますので、肘まで出しやすい服装で
お越し下さい。爪は切りそろえてきてください。

全1回

介護・人のために役立つ講座

名古屋校

│62419－347－01 │ 11/28 │ 14：30～17：00

コード
│62419－347－02 │ 1/16 │ 14：30～17：00 自己流になっていないか心配、しばらく行っていなかったら手技を忘れてしまった、
アロマハンドトリートメント実践
受け手の要望に応えられるようにしたいなど一度習っても身につくまで時間がか
もっと上手くなりたい方の為の実践講座 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,200

大阪校

かったり、迷いが出てくるものです。実践練習しながら悩みや迷いを解決していき
ましょう。
※AEAJ認定アロマハンドセラピスト有資格者、ハンドトリ

ートメント講座に参加したことのある方
A
（お持ちの方）
、またはハンドトリ
 EAJアロマハンドセラピストテキスト
ートメントテキスト、筆記用具、バスタオル2枚

AEAJ認定アロマセラピスト

松田 尚子

全1回
（木曜）

シーズナル・ライフスタイル講座
神戸校

健康管理士が教える
サビない身体つくり

肘
 から手の先までトリートメントしますので、肘まで出しやすい服装で
お越し下さい。爪は切りそろえてきて下さい。

コード│62419－329－00│ 12/16 │ 10：45～12：15

広島校
福岡校

老化や病気の原因となる活性酸素について詳しく知り、避けるべき食べ物や食べ方
のコツ、メディカルハーブ、サプリメントなどを利用してサビない身体つくり法を
お伝えします。
JAMHA認定ハーバルセラピスト
筆
 記用具
菊地 明子
全1回
（月曜）
│62419－339－01 │10/10㈭│ 10：45～12：45
コード
│62419－339－02 │1/29㈬│ 10：45～12：45 その昔、月は地球の一部であったといわれます。月のリズムを意識して暮らすこと
月のリズムと12星座とアロマテラピー
で、物事がスムーズに流れたり、ホルモンバランスが整ったり。出生ホロスコープ
出生ホロスコープから月星座を探そう 受講料 ￥3,500－ 教材費なし
から自分の月星座を探して、精油と星のつながりや12星座の世界を知り、月とアロ
マと暮らす楽しさをお伝えします。
■月のリズム
（満ち欠け）
について
■月星座とは？
■自分の月星座を知る
■12星座のキーワード
■月星座とアロマテラピー活用法
筆
 記用具
お
 申し込み時に、必ず、生年月日・出生時間・出生地をお知らせください。
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
母子手帳などで確認された正確な時間だと助かります。時間が不明な方
山中 杏子
全1回
はご相談ください
（月星座がわかる場合もあります）
受講料 ￥2,500－ 教材費なし

大分校
受講申込み
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

山中 杏子

│62419－348－01 │11/13㈬│ 13：45～15：45
コード

ワンセルフカード認定シニアトレーナー

石井 由美

│62419－351－01 │10/8㈫│ 18：00～20：00
コード

│62419－351－02 │11/10㈰│ 18：00～20：00 初心者の方でも簡単にキャンドルを作ることが出来ます。世界に 1 つだけのオリジ
癒しのキャンドル作り
ナルキャンドルをつくりませんか。10 月はピラーキャンドルを作ります。11 月はス
作って灯して素敵な時間を過ごしましょう 受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,500
クエアキャンドルを作ります。プレゼントにも喜ばれますよ。
キャンドルアーティスト

全1回

│62419－353－01 │12/15㈰│ 10：45～12：45
コード

エ
 プロン、汚れてもよい服、お持ち帰り用袋
熱
 いワックスを使用するので、取扱いに問題のない方

│62419－353－02 │3/18㈬│ 10：45～12：45 12 月はユーカリやモミ、木の実をたっぷり使って、束ねるだけで素敵なクリスマス
ナチュラルシックなスワッグとリース作り
スワッグを作ります。3 月はチューリップやラナンキュラス！春の花をドライフラ
〜暮しを彩るハーバルドライフラワー〜 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥3,500
ワーにして、アジサイと合わせて、ナチュラルでシックなリースを作ります。

町田校
たまプラ丨ザ校

静岡校
名古屋校
大阪校
神戸校
広島校
福岡校

お
（まちのある袋が便利です）
 落ち帰り用の袋
全1回
62419－354－01 │11/9㈯│ 17：45～19：45
│
コード
│62419－354－02 │2/16㈰│ 10：45～12：45 フラワーエッセンスって聞いたことがあるけれど、どのようなもの？という初心者
『つい頑張ってしまう自分』
を優しく癒す
の方でもわかりやすく安心して参加をしていただける講座です。実習では、各自の
お花のエッセンスで自分自身を大切に 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,500
オリジナルボトルを作成します。ハーブティーを飲みながら、リラックスしてご受
しよう
講いただける講座です。
再
 受講・リピーターの方もご受講いただけます。
筆
 記用具・お持ち帰り用の袋
日本フラワーレメディセンター公認講師
講
（ブラン
 座で使用するフラワーエッセンスは、保存料としてアルコール
鷹野 恭子
全1回
デー）
を使用しております。
│62419－355－01 │10/6㈰│ 13：45～15：45
コード
│62419－355－02 │3/2㈪ │ 13：45～15：45 気軽に作って、おしゃれに並べて、おいしく食べましょう！旬と季節を大切にした、
わくわくおうちカフェ
目にも身体にもうれしいメニューです。10 月はお魚をメインに、3 月はお肉をメイ
ハーブで簡単！旬の食卓
受講料 ￥2,700－ 教材費別 ￥1,650
ンにします。
筆
 記用具、エプロン、ハンカチ
日本園芸協会認定ハーブコーディネーター
食
 物アレルギー、ベジタリアンの方はお申し込み時にお申し出ください。
中山 孝子
全1回
62419－356－01 │ 11/14 │ 17：30～19：30
│
コード
│62419－356－02 │ 2/13 │ 14：45～16：45「世界の美女に学ぶ」シリーズ。今回はオーストリアとハンガリーの悲劇の皇妃エ
世界の美女に学ぶ
リザベートの波乱万丈の生涯をとりあげます。彼女は美と健康を保つため様々に工
〜皇妃エリザベートのアンチエイジング〜 受講料 ￥2,700－ 教材費別 ￥1,650
夫を重ねました。愛用したお風呂のもと、飲み薬、お菓子などを実際に私達も体験
してみます。
筆
 記用具
日本園芸協会認定ハーブコーディネーター
特
 定の植物、食物アレルギーがありましたら、お申し込み時にお申し出
中山 孝子
全1回
（木曜）
ください。
コード│62420－330－00│3/1㈰ │ 10：45～12：15
美肌や女性のキレイ、妊娠に向けた体つくりには、女性ホルモンを整える事が大切
健康管理士が教える
ですが、ストレスや栄養の偏りによってバランスを崩しやすいものです。食生活を
栄養セラピーでホルモンバランスの 受講料 ￥2,500－ 教材費なし
中心に、ハーブやサプリメントなども取り入れた栄養セラピーを使ったホルモンバ
整え方
ランスの整え方をお伝えします。
①ホルモンと女性ホルモンについて ②栄養セラピーについて
JAMHA認定ハーバルセラピスト
筆
 記用具
菊地 明子
全1回
（日曜）
│62420－349－01│1/12㈰│ 16：45～18：45
コード
│62420－349－02│3/2㈪ │ 16：45～18：45 色彩心理についてのレクチャー、カラーとアロマふたつのセラピーが融合した「カ
カラーセラピーで心の色を見つけましょう！
ラーボトルセラピー」を使ってセルフセラピー体験、あなたの「ココロの色と香り」
カラーボトル・セルフセラピー体験
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,000
を見つけます。最後に「今必要な香り」で未来の自分を応援してくれるアロマスプ
レーを作り、お持ち帰りいただきます。
和み彩香カラーボトルカウンセラー＆インストラクター
筆
 記用具
石井 由美
全1回
62420－352－01│ 2/18 │ 16：30～17：30
│
コード
│62420－352－02│ 3/3 │ 16：30～17：30 人気のアロマワックスプレートを 2 個作ります。ドライフラワーなどで装飾し、精油
はじめてのアロマワックスプレート作り
で香りつけ。お部屋や玄関、クローゼットに置いたり掛けたり、またはプレゼントし
ハーブ、
スパイス、
ドライフラワーで飾付け 受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥2,000
てもとても喜ばれます。短い時間ではじめての方でも簡単につくることができます。
エ
 プロン/汚れてもよい服、お持ち帰り用袋
キャンドルアーティスト
熱
 いワックスを使用するので、取扱いに問題のない方
岡崎 由美子
全1回
（火曜）
コード│62420－357－00│ 3/4 │ 10：45～12：45
バッチフラワーレメディーは、心の中のマイナス感情に穏やかに働きかける「花の
お花の力でセルフヒーリング
受講料 ￥3,000－ 教材費別：￥1,500
療法」
です。英国で生まれた心の癒しのシステムを詳しく解説いたします。フラワー
バッチフラワーレメディー
レメディ－って一体何だろう？どうやって使うの？という初心者の方や興味をお持
ちの方におすすめの講座です。
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
筆
 記用具
森山 翠
全1回
（水曜）

飯能校（薬香草園）

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

鈴木 則子

柏校

岡崎 由美子

宇都宮校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

大島 とみ子

│62419－350－01 │10/6㈰│ 10：45～12：45
コード
│62419－350－02 │12/9㈪│ 17：30～19：30 記憶力を助ける成分を含む香油とパニック時のレスキュー香油をロールオンボトル
に計 2 本作ります。志望校選びの注意点、勉強量と成績の複雑な関係など、長年
受講料 ￥3,055－ 教材費別 ￥1,000
の塾講師等の経験と健康管理士としての知見を踏まえ、サポート役のお母様が力を
発揮できる情報を提供します。
中
（小３くらいから）
～大学受験生の保護者や指導者の方対象
 学受験生
筆
 記用具、ポケットティッシュ
全1回

仙台校

受験生必携！
〜お守り香油を作りましょう〜

を見つけます。後半、カードを自由にコラージュして、今の自分に必要な香りを使っ
て「アロマミスト ｣ を作成します。
筆
 記用具
全1回

札幌校

│62419－348－02 │2/29㈯│ 16：45～18：45 漢字とメッセージ、美しいイラストで作られたワンセルフカードを、見たり・目を
ワンセルフカードで心をひも解く！
閉じたりして引きます。そのカードから「今の自分に気づき」｢ 心の成長のヒント ｣
カードセラピーで本当の自分を見つけよう。受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,000

原宿表参道校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│62419－340－01 │12/2㈪│ 10：45～12：45
コード
│62419－340－02 │3/25㈬│ 10：45～12：45 脳と女性ホルモンの深い関係を学び、月経トラブル・更年期等、女性特有の症状別
脳と女性ホルモンのためのアロマテラピー
アロマテラピーからのアプローチ法もご紹介します。
脳とホルモンと香りのメカニズム
受講料 ￥3,000－ 教材費なし
■生体リズムとは
■自律神経と内分泌系
（ホルモン）
■ストレスのメカニズム
■脳とホルモン分泌の関係
■月経周期と卵巣周期
■症状別アロマレシピ
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
筆
 記用具
全1回

スペシャルセミナー

講座名／講師

大分校
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

ブラッシュアップ講座

原宿表参道校

│62419－327－01 │10/13㈰│ 18：00～20：00
コード
│62419－327－02 │2/11㈫│ 10：45～12：45 分子模型を組み立てることで分子の立体構造が見えてきます。化学が苦手な方、初
心者の方、アロマ・ハーブの試験合格を目指している方にはおすすめです。分子模
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥2,000
型はお持ち帰り頂けます。
筆
 記用具
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

分子模型を組み立てる
化学の立体構造を理解する
1日体験コース
岡崎 由美子

札幌校
仙台校
宇都宮校
柏校

全1回
│62419－358－01 │ 10/31 │ 10：45～13：15
コード
│62419－358－02 │ 10/31 │ 14：15～16：45 ラベンダーに合う精油の組み合わせはなんだろう。
「頭で悩んでいるより、とにか
香りを紡ぎ出す力を育てる〜香り塾〜
く 1 度やってみる！」を合い言葉に皆さんで検証、シェアしながら進めていきます。
ブレンド実践 ラベンダー編/乳香編 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,000
最後にオリジナルの香水を作ってお持ち帰りいただきます。
乳香
（フランキンセンス）
編は同日 14：15 ～ 16：45
AEAJ認定アロマブレンドデザイナー有資格者、アロマブレンドデ

ザイナー講座の受講を検討されている方、AEAJ認定アロマテラピーアド
バイザー有資格者
筆
（お持ちの方）
、また
 記用具、AEAJ アロマブレンドデザイナーテキスト
は AEAJ1 級テキスト
AEAJ認定アロマセラピスト
妊
 娠されている方は受講をご遠慮ください。ラベンダー編 / 乳香編は回
が違うためそれぞれお申込み下さい。
松田 尚子
全1回
（木曜）
│62420－359－01│ 3/30 │ 10：45～13：15
コード
│62420－359－02│ 3/30 │ 14：15～16：45 ローズに合う精油の組み合わせはなんだろう。
「頭で悩んでいるより、とにかく 1
香りを紡ぎ出す力を育てる〜香り塾〜
度やってみる！」を合い言葉に皆さんで検証、シェアしながら進めていきます。最
ブレンド実践 ローズ編/ネロリ編 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,500
後にオリジナルの香水を作ってお持ち帰りいただきます。
ネロリ編は同日 14：15 ～ 16：45
AEAJ認定アロマブレンドデザイナー有資格者、アロマブレンドデ

ザイナー講座の受講を検討されている方、AEAJ認定アロマテラピーアド
バイザー有資格者
筆
（お持ちの方）
、また
 記用具、AEAJアロマブレンドデザイナーテキスト
はAEAJ １級テキスト
AEAJ認定アロマセラピスト

松田 尚子

全1回
（月曜）

妊
 娠されている方は受講をご遠慮ください。ローズ編/ネロリ編は回が違
うためそれぞれお申込み下さい。

飯能校（薬香草園）

公益社団法人日本アロマ環境協会資格認定校 アロマセラピスト アロマテラピーインストラクター アロマテラピーアドバイザー アロマブレンドデザイナー アロマハンドセラピスト
ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト
メディカルハーブコーディネーター
NPO法人日本メディカルハーブ協会認定校
生活の木 ハンドメイドギルド認定校

日本のハーブセラピスト

シニアハーバルセラピスト

手作り石けん講座 応用科／基礎科

町田校

たまプラーザ校 生活の木たまプラーザテラス店
045-904-3879（受付時間10：00〜21：00）

神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-1-2

たまプラーザ テラスゲートプラザ 2F

たまプラ丨ザ校

田園都市線たまプラーザ駅直結で通学にも便利！ 1日体験からプロフェッショナルな資格取得を目指す講座ま
で幅広いニーズに対応できるAEAJ総合認定校です。ハーブやアロマのある豊かな生活をしてみませんか。
講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

東急田園都市線
「たまプラーザ駅」
直結
たまプラーザ テラス ゲートプラザ2F

講座内容

静岡校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／講座説明会・入門講座・認定講習会
アロマテラピー資格対応コース
講座説明会

名古屋校
生活の木Herbal Life College

大阪校

スタッフ

アロマテラピー入門講座

神戸校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

広島校

AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会

福岡校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

風間 満美

│62719－851－07 │8/4㈰ │ 11：00～12：30
│62719－851－08 │9/11㈬│ 11：00～12：30
│62719－851－09 │9/28㈯│ 14：00～15：30
│62719－962－01 │10/10㈭│ 14：00～15：30
│62719－962－02 │10/27㈰│ 11：00～12：30
コード│62719－962－03 │11/8㈮│ 11：00～12：30
│62719－962－04 │12/12㈭│ 14：00～15：30
│62719－962－05 │1/27㈪│ 14：00～15：30
│62719－962－06 │2/14㈮│ 11：00～12：30
│62719－962－07 │3/8㈰ │ 11：00～12：30
│62719－962－08 │3/25㈬│ 14：00～15：30

ハーバルライフカレッジ各校におけるアロマテラピーアドバイザー、アロマブレンドデ
ザイナー、アロマハンドセラピスト、アロマテラピーインストラクター、アロマセラピ
ストの各養成講座について詳しくご説明いたします。公益社団法人 日本アロマ環
境協会
（AEAJ）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメリット、講
座の特徴やカリキュラムの内容等、実際のテキストをお見せしながらお話します。
○アロマテラピーとは ○協会
（AEAJ）
について ○アロマハンドバス体験
○質疑応答
こ
 れからアロマの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等どなたでもご受講いただけます。
筆
 記用具
受講料 無料 教材費なし
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
全1回
合もありますがご了承下さい。
│62719－852－03 │8/16㈮│ 14：00～15：30
│62719－852－04 │9/5㈭ │ 14：00～15：30 アロマテラピーってなんだろう、精油ってどうやって使うのだろう…そんな皆さん
│62719－963－01 │10/15㈫│ 14：00～15：30 に「アロマテラピー」を感じて、体験していただく講座です。 自然の香りを楽しみ
コード
│62719－963－02 │11/22㈮│ 14：00～15：30 ながら、心地よい時間を一緒に過ごしましょう。AEAJ の資格対応コースについても
│62719－963－03 │12/20㈮│ 14：00～15：30 併せてご説明いたします。
│62719－963－04 │2/12㈬│ 14：00～15：30 ○アロマテラピーとは ○ルームフレッシュナー作り ○ AEAJ 資格対応コース説明
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、アロマを日常生活に役立てたい方、知
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500（税抜）
識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなたで
もご受講いただけます。
筆
 記用具
全1回
│62719－853－03 │9/21㈯│ 13：30～17：30
│62719－853－04 │9/26㈭│ 13：30～17：30 アロマテラピー検定 1 級合格後に、アロマテラピーアドバイザー認定に必要な知識
コード│62719－964－01 │12/25㈬│ 13：30～17：30 を学びます。
│62719－964－02 │12/28㈯│ 13：30～17：30 ○ AEAJ アロマテラピーアドバイザー認定講習会
│62719－964－03 │3/18㈬│ 13：30～17：30 ・アロマテラピーアドバイザーについて
・アロマテラピー関連法規
受講料 ￥4,759－ 教材費なし
・
（公社）
日本アロマ環境協会
（AEAJ）
について
○ AEAJ 資格対応コース講座説明会
（※ 説明会の参加は任意です）
・
 アロマテラピー検定試験1級合格の方。
筆
お持ちの方は「資格マニュアル」
（最新版）
、
機関誌「AEAJ」
（最新号）
 記用具、
履
 修証明書発行には本講習会カリキュラムを、同一日に全ての履修が必
全1回
要となります。

大分校
受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー検定対策】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーアドバイザー養成講座

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

10/12まで 全6回 10：30～12：30
（水曜）
コード
│62719－967－00│
10/24 │ 11/21 │ 12/19 │ 1/23 │ 2/27 │ 3/19

飯能校（薬香草園）

金嶋 典子

柏校

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
水曜午前コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
木曜午前コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
石川 佳子

町田校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

9/23まで 全6回 10：30～12：30
（木曜）
コード
│62720－968－00│
2/29 │ 3/14 │ 4/4 │

石川 佳子

たまプラ丨ザ校

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
土曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

1/30まで
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（土曜）

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマブレンドデザイナー養成講座
│62719－970－00│

11/20 │ 12/11 │ 1/15 │ 2/12 │
精油を組み合わせてブレンドし、さまざまなシーンや目的に合ったオリジナルの香
アロマブレンドデザイナー養成講座
りを創作する能力を養いながら、AEAJ の認定する資格を目指します。講座では、54
水曜コース
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜） 種類の希釈精油を使用し、複数の演習を通して、ブレンドの知識や技術を楽しみな

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

古屋 清美

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

※
 ハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、爪は短く
切ってご参加ください。

全1回
（休憩1時間）

大分校

松田 尚子

受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜）
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受講申込み

Check!

ƒ受講申し込みはP141へ

福岡校

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

広島校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

│62719－860－02 │8/31㈯│ 10：30～16：30
コード│62719－946－02 │9/4㈬ │ 10：30～16：30 1 日完結のカリキュラムを通して、安全にアロマテラピーの知識を持ち、身の周り
│62720－048－00│3/21㈯│ 10：30～16：30 の方をはじめ、ボランティアや地域活動などにおいて、第三者にアロマハンドトリー
トメントを提供できる技術や能力を養いながら AEAJ が認定する資格を目指します。
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜） ○アロマハンドトリートメントとは
○アロマハンドセラピストのための解剖生理学
○アロマハンドトリートメントの準備と確認事項 ○アロマハンドトリートメントの手技と手順
○実習：トリートメントオイル作成、相モデル実習
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

全1回
（休憩1時間）
取得予定の方
（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当
│62719－861－03 │9/17㈫│ 10：30～16：30
校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可 ※申込時・
│62719－948－02 │8/3㈯ │ 10：30～16：30
講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
コード│62719－971－01 │11/23㈯│ 10：30～16：30
筆
『AEAJ認定アロマハンドセラピスト公式テキスト』
（￥1,600/税
 記用具、
│62719－971－02 │12/27㈮│ 10：30～16：30
抜）
、大判の厚手バスタオル2枚
（60×120cm程度）
、ハンドタオル1枚
│62719－971－03 │2/25㈫│ 10：30～16：30

神戸校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマハンドセラピスト養成講座

大阪校

金嶋 典子

名古屋校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
アロマブレンドデザイナー

がら創作し、その魅力を伝える力を培います。
○「精油のブレンド技術」を学ぶための基礎知識 ○香りの特徴をとらえる方法
○
「香りのパレット」
を作る
○ブレンド実習とクリエーション
○創作した香りを活かす
◯実習：ハーバル・アロマティック、
フローラルブーケ、
フゼア、
4711、
望郷の香りなど、
各回のテーマに応じたブレンド演習を行います。
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

取得予定の方
（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当
校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可 ※申込時・
講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
筆
『AEAJ認定アロマブレンドデザイナー公式テキスト』
（￥2,000/
 記用具、
税抜）
、AEAJ会員カード 又は ハーバルライフカレッジ アロマテラピーア
ドバイザー養成講座 修了証
（申込時・講座初回に確認致します。コピー可）
※
（各演習時
 各自で作成する、演習時の希釈精油代は別途徴収となります
【全9種】￥100～￥500程度）
全4回 10：30～16：30
（休憩1時間）
（水曜）

静岡校

コード

宇都宮校

8/6まで
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（土曜）
コード
│62719－965－00│
11/13 │ 12/4 │ 1/8 │ 2/5 │ 3/4 │ 3/25

仙台校

松田 尚子

札幌校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

原宿表参道校

9月期
コード
│
│ 62719－858－00
9/8 │ 9/29 │ 10/6 │
暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザー
8/7まで
を目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
3月期
コード
│
│ 62720－969－00 活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
3/15 │ 3/29 │ 4/12 │
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
2/14まで
（1）
アロマテラピーとは
実習：スキンローション
受講料 ￥18,000－
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
（3）
基材とホームケア（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
金嶋 典子
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（日曜）
（4）
アロマテラピーが心と身体に働くメカニズム 実習：ミツロウクリーム
コード
│62719－945－00│
（5）
健康学（栄養・運動・睡眠・生活習慣病） 実習：クレイパック
9/11 │ 9/25 │ 10/2 │
（6）
アロマテラピー関連法規・環境
実習：フレグランス
アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
水曜集中コース
定1、2級の合格を目指す方など、どなたでもご受講いただけます。
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
筆
（￥2,400/
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
AEAJ認定アロマセラピスト
税抜）
、生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,000・￥2,000/税抜）
をご
8/10まで
アロマテラピーインストラクター
用意下さい。
（各スクールで購入可）
3コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚。
全3回
10
：
30～15
：
30
（
休憩1時間）
（
水曜）
古屋 清美
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
コード
│62719－949－00│
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
9/7 │ 9/15 │ 9/22
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
アロマテラピー検定対策
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
装で、爪は短く切りご参加されることをお勧めします。
土日集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座
日曜集中コース

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーインストラクター養成講座

原宿表参道校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
木曜午前コース
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋 典子

札幌校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
土曜集中コース

仙台校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

古屋 清美

宇都宮校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
日曜集中コース
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋 典子

コード
│62719－972－00│
10/3 │ 10/10 │ 10/17 │ 10/31 │ 11/7 │ 11/14 安全で正しく豊かなアロマテラピーが実践できるよう、専門家として指導できる知
11/28 │ 12/5 │ 12/12 │ 12/26 │ 1/9 │ 1/16 識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマテラピーインストラクター資格コースです。
1/30 │ 2/6 │ 2/13 │ 3/5 │
生活の木のオーガニック精油や基材を使用した実習を交え、アロマテラピーの活用
法や手作り化粧品について、準備、作製、使用、保管等をきめ細やかに学習します。
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）活用法の他にも、31 種類の精油や 12 種類の植物油について、実際に香りや使い心
地を試しながら、化学的な成分への理解も深めます。その他、解剖生理学や栄養学、
9/2まで
全16回 10：30～13：30
（木曜）生活習慣病、メンタルヘルスなど総合的に学び、アロマテラピーの専門家として、
正しい知識や利用法を指導できるよう、体系的に学習します。
コード
│62719－973－00│
11/2 │ 11/16 │ 12/7 │ 12/21 │ 1/11 │ 1/25
A
「アロマテラピーアドバイ
 EAJアロマテラピーアドバイザー有資格者、
2/8 │ 2/22 │
ザー養成講座」受講中又は修了者、受講期間中にアロマテラピー検定を
受検予定の方。※アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちでない方は、
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
受験ができないのでご注意ください。
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版・各校で
 記用具、
購入可）
『アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキスト
（共
10/1まで
通カリキュラム編）
』
（￥2,500/税抜）
、
『アロマテラピーインストラクター公式テ
全8回 10：30～17：30
（休憩1時間）
（土曜）
キスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥2,000/税抜）
、2019年改訂版
『アロマテラピー
検定 公式テキスト』
（￥2,400/税抜）
をご用意下さい。
（各スクールで購入可）
コード
│62719－974－00│
＜実習＞1コマ目：筆記用具のみ
11/10 │ 11/24 │ 12/1 │ 12/15 │ 1/12 │ 1/19
2コマ目：フェイスタオル・ビニール袋 1枚
2/2 │ 2/16 │
初回にフェイス
7コマ目：バスタオル1枚・集中コース受講の方は、
タオル・ビニール袋1枚をお持ちください。
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
・
 7 コマ目のフットトリートメント実習時は、爪を切って脚を出しやすい
服装でのご参加がお勧めです。
10/9まで
・早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
全8回 10：30～17：30
（休憩1時間）
（日曜）

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマセラピスト養成講座

柏校

アロマセラピスト養成講座
アドバンス
（学科）
火曜コース

飯能校（薬香草園）

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

古屋 清美

アロマセラピスト養成講座
アドバンス
（学科）
日曜集中コース

町田校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

たまプラ丨ザ校

松田 尚子

アロマセラピスト養成講座
（実技）
火曜コース

静岡校
名古屋校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

古屋 清美

コード
│62719－975－00│
10/1 │ 10/22 │ 10/29 │ 11/5 │ 11/12 │ 11/19
11/26 │ 12/3 │ 12/10 │ 12/17 │ 12/24 │ 1/7
1/14 │ 1/21 │ 1/28 │ 2/4 │ 2/18 │ 3/3
3/10 │ 3/17 │ 3/24 │ 3/31 │ 4/7 │

トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
カリキュラムでは、ボディとフェイスを、骨格や筋肉などの解剖生理学や衛生学な
ど、セラピストとして人の身体に触れるうえで必要な基礎知識のほか、カルテの作
成方法、コンサルテーション、ケーススタディーを通して学びます。
受講料 ￥157,500－ 教材費なし
○コンサルテーション理論
○ボディフェイストリートメント理論
8/31まで
○解剖生理学
○顔面の皮膚科学
全23回 10：30～12：30
（火曜）○衛生学
◯コンサルテーション実技
○カルテ指導
○ケーススタディー
コード
│62719－976－00│
11/17 │ 12/8 │ 12/22 │ 1/26 │ 2/9 │ 3/1 ○実力テスト
3/22 │ 4/5 │
・AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者・アロマテラピー

※4/5は時間が異なります
（10：30～15：30）
インストラクターコース受講中、または修了者
受講料 ￥157,500－ 教材費なし
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版）
を事
 記用具、
前に各自でご用意頂きます。各スクールでもご購入可能です。
『アロマ
セラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥3,500/税抜）
をご用意
下さい。
（各スクールで購入可）
※初回時にインストラクター必須履修科
目受講履歴を証明できる書類をお持ちください。
10/16まで
全8回 10：30～17：30
（休憩1時間）
（日曜）
※
 早得対象の方は講座初日にご案内いたします。
コード
│62719－977－00│
10/1 │ 10/22 │ 10/29 │ 11/5 │ 11/12 │ 11/19 トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
11/26 │ 12/3 │ 12/10 │ 12/17 │ 12/24 │ 1/7 より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
1/14 │ 1/21 │ 1/28 │ 2/4 │ 2/18 │ 3/3 カリキュラムでは、
ボディとフェイストリートメントを学びます。身体の触れ方から、
3/10 │ 3/17 │ 3/24 │ 3/31 │ 4/7 │ 4/14 圧のかけ方、手技、立ち位置等、実技を通して習得します。
4/21 │
（伏臥位、仰臥位）○応用
（伏臥位、仰臥位）
○ボディトリートメント基礎
※4/21のみ13：30～18：00
（基礎テクニック）
○フェイストリートメント手技
○クレンジング手技 肌 総合
○カルテ指導
○実技試験
受講料 ￥262,000－
○カルテ演習
（30症例の提出）
（税抜）
教材費別 初回一括￥18,500
※AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者、アロマテ

ラピーインストラクターコース受講中、または修了者、当校で新カリキュラ
ム『アロマセラピスト養成講座アドバンス
（学科）
』受講中、または修了者
筆
『アロマセラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥
 記用具、
3,500/税抜）
、実技に適した動きやすい服装
（ジーンズ、スカート不可）
、
室内用シューズ、ビニール袋、大判バスタオル1枚
（140×90cm）
、普通サ
イズのバスタオル2枚、フェイスタオル2枚
爪
 を切ってご参加ください。※フェイストリートメント実技は別途持ち
全25回 13：30～16：00
（火曜）
物あり
（詳細は講座内でお伝えします）

大阪校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／検定直前対策講座・試験直前対策講座
アロマテラピー検定直前対策講座
（1級・2級）

神戸校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋 典子

インストラクター試験直前対策講座

広島校
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

福岡校

金嶋 典子

インストラクター試験直前対策講座

大分校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

古屋 清美

│62719－978－00 │10/18㈮│ 10：30～16：00
コード
│62719－979－00 │10/20㈰│ 10：30～16：00 アロマテラピー検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑問
や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
受講料 ￥5,400－ 教材費なし
筆
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』をご用意
下さい。
全1回
（休憩1時間）
1 級の試験には、2級の内容が含まれます。
│
│
│
│
コード
│
│
│
│

│62719－871－01│9/10㈫
│62719－871－02│9/10㈫ 出題範囲が広範なアロマテラピーインストラクター試験に向け、模擬試験形式で総
│62719－872－01│9/12㈭ 復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
│62719－872－02│9/12㈭
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
『アロマテラピーインストラクター・
 記用具、
│62720－982－01│ 3/8㈰
アロマセラピスト公式テキスト
（共通カリキュラム編）
』
、
『アロマテラピ
│62720－982－02│ 3/8㈰
ーインストラクター公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
│62720－980－01│3/12㈭
│62720－980－02│3/12㈭
当
 校のアロマテラピーインストラクター養成講座の受講生は、受講料が
優待価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
教材費なし
全1回 10：30～16：00
（休憩1時間）
│ 受講生優待 │62719－873－01│ 9/14
一般
│
│62719－873－02│ 9/14
コード
│ 受講生優待 │62720－981－01│ 3/7
一般
│
│62720－981－02│ 3/7
受講生優待
一般
受講生優待
一般
受講生優待
一般
受講生優待
一般

受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
教材費なし
全1回 10：30～16：00
（休憩1時間）
（土曜）
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

当
（学科）
養成講座の受講生は、受講料が優待価格
 校のアロマセラピスト
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

全1回 10：30～13：30
（水曜）

古屋 清美

11/5まで

早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。

大阪校
神戸校
広島校
福岡校

コード
│62719－988－00│
11/11 │ 11/18 │ 11/25 │ 12/2 │ 12/9 │ 12/16 メディカルハーブを日常の健康維持・増進に役立てる為に必要な知識を、植物化学
12/23 │ 1/6 │ 1/20 │ 1/27 │ 2/3 │ 2/10 や健康学・解剖生理学など、科学的・体系的な視点で広く学ぶ事ができる講座です。
2/17 │ 3/2 │ 3/9 │ 3/16 │ 3/23 │ 3/30 資格取得だけでなく、知識に裏付けられたハーブの選択・活用法を身につけたい方
にもおすすめします。
受講料 ￥120,000－
メディカルハーブの歴史と今後の展望
（2）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅰ
（1）
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
（3）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅱ
（4）
アロマテラピーの基礎知識
テキスト代￥2,860
（税抜）
（5）
メディカルハーブと精油の安全性 （6）
メディカルハーブ製剤 Ⅰ
（7）
メディカルハーブ製剤 Ⅱ
（8）
代謝を助けるメディカルハーブ
生活習慣病の予防に役立つメディカルハーブ
（9）
ライフスタイルの改善とQOLの向上 （10）
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
（11）
外敵から身体を守るメディカルハーブ （12）
ストレス対策と心身症の予防に役立つメディカルハーブ
ハーバルプラクティショナー
10/10まで
（13）
女性のためのメディカルハーブ
（14）
若さを保つメディカルハーブ
岡崎 由美子
全18回 13：00～15：00
（月曜）
キッチンファーマシー（わが家の台所薬局）
（15）
五感の刺激とメディカルハーブ
（16）
コード
62719－989－00
│
│
（17）
ハーバルライフのデザイン
（18）
自然治癒力を高めるライフスタイル及び修了式
11/1 │ 11/15 │ 11/29 │ 12/13 │ 1/10 │ 1/24
JAMHA認定
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルセラピスト資格の取得
2/21 │ 3/6 │ 3/27 │
ハーバルセラピスト養成講座
を目指す方等、コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
金曜午後集中コース
講いただけます。
受講料 ￥120,000－
筆
 記用具
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
テキスト代￥2,860
（税抜）
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。ハーバルセラピスト養
成講座の修了には、各資格対応コース全18回中13回以上の出席、全9回
中7回以上の出席が必須となります。
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
※テキストは講座初回に受付カウンターにてご購入いただきます。
ハーバルプラクティショナー
9/30まで
岡崎 由美子
全9回 13：00～17：15
（休憩15分）
（金曜）

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
月曜午後コース

名古屋校

全6回 10：30～12：30
（金曜）

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルセラピスト養成講座

静岡校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

岡崎 由美子

たまプラ丨ザ校

JAMHA認定ハーバルセラピスト

石川 佳子
メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
金曜午前コース

コード
│62719－986－00│
10/24 │ 11/21 │ 12/19 │ 1/23 │ 2/27 │ 3/19 暮らしに役立つ、メディカルハーブの基礎知識を学び、メディカルハーブコーディ
ネーターを目指しませんか？ご自身の美容や健康の為、家族・友人と楽しむ為など、
受講料 ￥18,000－
生活にすぐに活かせるハーブの活用術を実習も交えて楽しく学びます。メディカル
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
ハーブ検定の試験範囲に対応したカリキュラムです。
（1）
メディカルハーブの世界
実習：ハーブティー
（2）
メディカルハーブの歴史
実習：ペパーミントの温湿布
メディカルハーブの効果と仕組み 実習：セントジョンズワート浸出油作り
（3）
9/23まで
（4）
ハーブのプロフィール
実習：エキナセアチンキ作り
全6回 13：30～15：30
（木曜）
（5）
メディカルハーブの活用法 実習：セントジョンズワートの軟膏作り
コード
│62719－987－00│
（6）
症状別メディカルハーブ
実習：マルベリーとカモミールのゴマージュ作り
12/6 │ 12/13 │ 12/20 │ 1/10 │ 1/17 │ 1/24
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、メディ
カルハーブ検定の合格を目指す方等、どなたでもご受講いただけます。
受講料 ￥18,000－
筆
（￥2,800/税抜）
』
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
 記用具、JAMHA発行『メディカルハーブ検定テキスト
を事前に各自ご用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。

町田校

メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
木曜午後コース

飯能校（薬香草園）

全1回

【メディカルハーブ検定対策】JAMHA資格対応コース／メディカルハーブコーディネーター養成講座

柏校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

宇都宮校

メディカルハーブ入門講座

全1回
│62719－877－04 │8/26㈪│ 14：00～15：30
│62719－985－01 │11/14㈭│ 14：00～15：30 ハーブに興味があるけれど、何から学んだらよいのかわからない…そんな皆さんに
コード
│62719－985－02 │1/24㈮│ 11：00～12：30「メディカルハーブの世界」を体験していただく講座です。ハーブの香りや色、風
│62719－985－03 │3/23㈪│ 14：00～15：30 味を楽しみながら、五感を通して心地よい時間を一緒に過ごしましょう。JAMHA 資
格対応コースについても併せてご説明いたします。
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500（税抜） ○メディカルハーブとは ○ハーブティー試飲 ○ハーバルハンドバス
○ JAMHA プログラム説明
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、ハーブを日常生活に役立てたい方、
知識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなた
でもご受講いただけます。
筆
 記用具

仙台校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│62719－876－06 │8/28㈬│ 11：00～12：00
│62719－876－07 │9/20㈮│ 14：00～15：00 ハーバルライフカレッジ各校における、メディカルハーブコーディネーター、ハー
│62719－984－01 │10/7㈪│ 11：00～12：00 ブ＆ライフコーディネーター、ハーバルセラピスト、シニアハーバルセラピスト、
│62719－984－02 │10/18㈮│ 14：00～15：00 ハーバルプラクティショナー、ホリスティックハーバルプラクティショナーの各養
コード
│62719－984－03 │11/16㈯│ 14：00～15：00 成講座について詳しくご説明いたします。NPO 法人 日本メディカルハーブ協会
│62719－984－04 │1/17㈮│ 11：00～12：00（JAMHA）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメリット、講座の
│62719－984－05 │2/17㈪│ 14：00～15：00 特徴やカリキュラム内容等、実際のテキストをお見せしながらお話します。
│62719－984－06 │3/16㈪│ 11：00～12：00
こ
 れからハーブの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等 どなたでもご受講いただけます。
受講料 無料 教材費なし
筆
 記用具
予
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場合
 約制
もありますがご了承下さい。

札幌校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／講座説明会・入門講座
メディカルハーブ資格対応コース
講座説明会

原宿表参道校

アロマセラピスト学科試験
直前対策講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│ 受講生優待 │62719－983－01│ 11/6
コード
一般
│
│62719－983－02│ 11/6 出題範囲が広範なアロマセラピスト学科試験に向け、模擬試験形式で総復習しま
しょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
、
『アロマセラピスト公式テキスト
 記用具、
教材費なし
（独自カリキュラム編）
』をご用意下さい。
（各スクールで購入可）

スペシャルセミナー

講座名／講師

大分校
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／シニアハーバルセラピスト養成講座

原宿表参道校

札幌校
仙台校
宇都宮校

コード
│62719－990－00│
11/11 │ 11/18 │ 11/25 │ 12/2 │ 12/9 │ 12/16 ハーバルセラピストで触れた 30 種類のメディカルハーブの成分、有効性や安全性
12/23 │ 1/6 │ 1/20 │ 1/27 │ 2/3 │ 2/10 等を、植物療法による疾病の予防という観点を中心に、より深く学びます。より専
2/17 │ 3/2 │ 3/9 │ 3/16 │ 3/23 │ 3/30 門的な知識を身につけたい方、講師として活躍の場を広げたい方におすすめです。
（1）
植物療法概論
（2）
治癒系と老化制御
（3）
安全性と薬物相互作用
受講料 ￥144,000－
（4）
調製と植物製剤学
（5）
消化器系の植物療法Ⅰ （6）
消化器系の植物療法Ⅱ
（税抜） （7）
教材費別 初回一括テキスト代￥4,200
循環器系の植物療法Ⅰ （8）
循環器系の植物療法Ⅱ （9）
呼吸器系の植物療法
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
（10）
代謝性疾患の植物療法 （11）
神経系の植物療法
（12）
内分泌系の植物療法
ハーバルプラクティショナー
妊娠と出産、小児科領域の植物療法
（13）
免疫系の植物療法
（14）
植物美容法
（15）
10/10まで
岡崎 由美子
（16）
生活習慣病と高齢者の植物療法 （17）
ケーススタディー
（18）
論文発表、修了式
全18回 15：30～17：30
（月曜）
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、シニアハーバルセラピスト資格
コード
│62719－991－00│
の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたで
11/8 │ 11/22 │ 12/6 │ 12/20 │ 1/17 │ 2/7
JAMHA認定
もご受講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格
2/28 │ 3/13 │ 4/3 │
シニアハーバルセラピスト養成講座
者 ○シニアハーバルセラピスト養成講座
（旧：ハーバルプラクティショ
金曜午後集中コース
ナー植物療法科）
（18単位／ 36時間）
修了
受講料 ￥144,000－
筆
記用具、指定書籍『メディ
カルハーブの事典－主要
100 種の基本データ－

（税抜）
教材費別 初回一括テキスト代￥4,200
（2016年改訂新版）
』
（東京堂出版・￥3,200/ 税抜）
を各自ご用意ください。
※『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019年改
訂版）
は講座初回に受付カウンターで購入可能。
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー
10/7まで
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全18
岡崎 由美子
全9回 13：00～17：15
（休憩15分）
（金曜）
回中13回以上の出席、全9回中7回以上の出席、論文の提出と発表が必須。

JAMHA認定
シニアハーバルセラピスト養成講座
月曜午後コース

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／日本のハーブセラピスト養成講座
JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座
水曜集中コース

コード
│62719－947－00│
8/7 │ 8/28 │ 9/18 │ 10/9
※10/9のみ時間が異なります
（13：30～15：30）

柏校
飯能校（薬香草園）

町田校
たまプラ丨ザ校

日本のハーブを歴史的・科学的に深く学ぶことに加えて、日本で用いられてきた30
種のメディカルハーブと、身近に目にすることのある16種の有毒植物についても知
識を習得できます。日本で利用されてきたハーブの特徴や有用性、さらに法制度と
受講料 ￥56,000－
安全性を理解し、正しい知識をもってご自身や家族の健康維持・増進に役立てられ
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
るようになります。
ハーバルプラクティショナー
（1）
日本のメディカルハーブの歴史
（2）
くらしの中のメディカルハーブ
全4回
13
：
30～17
：
45
（休憩15分）
（水曜）
岡崎 由美子
（3）
民族のハーブと地域のハーブ
（4）
法制度と安全性
コード
│62720－993－00│
日本のメディカルハーブの活用（自然観・四季）（6）
日本のメディカルハーブの活用（不調・トラブル）
（5）
1/13㈪│2/24㈪│3/20㈮│
（7）
民間療法と具体的な日本のメディカルハーブの利用
JAMHA認定
※3/20のみ時間が異なります
（10：30～17：45 休憩
日本のハーブセラピスト養成講座
日
 本のハーブの知識を深めたい方、日本のハーブセラピスト資格の取得
1時間15分）
祝日集中コース
を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
受講料 ￥56,000－
講いただけます。※試験受験条件
：○ハーバルセラピスト有資格者○日
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
ハーバルプラクティショナー
本のハーブセラピスト養成講座7コマ中5コマ以上修了
12/12まで
岡崎 由美子
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
筆
 記用具※『日本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に
受付カウンターで購入可能
（￥2,500
（税抜）
）
コード
│62720－994－00│
2/7 │ 2/14 │ 2/21 │ 2/28 │ 3/6 │ 3/13
コ
 ース修了には、全7コマ中5コマ以上の出席が必須となります。※『日
JAMHA認定
3/27 │
本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に受付カウンター
日本のハーブセラピスト養成講座
にてご購入いただきます。
金曜午前コース
受講料 ￥56,000－
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
ハーバルプラクティショナー
1/6まで
岡崎 由美子
全7回 10：30～12：30
（金曜）
コード
│62720－995－00│
2/7 │ 2/14 │ 2/21 │ 2/28 │ 3/6 │ 3/13
JAMHA認定
3/27 │

日本のハーブセラピスト養成講座
金曜夜コース

受講料 ￥56,000－

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
ハーバルプラクティショナー
1/6まで

静岡校

岡崎 由美子

全7回 18：30～20：30
（金曜）

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルプラクティショナー養成講座
コード

│62719－992－00│

名古屋校

11/11 │ 11/18 │ 11/25 │ 12/2 │ 12/9 │ 12/16 植物療法でよく使用される 40 種類のメディカルハーブの成分、有効性、安全性等を、
JAMHA認定
│ 1/6 │ 1/20 │ 1/27 │ 2/3 │ 2/10 植物化学の観点から学びます。化学の知識を深化させる事により、専門的かつ論理
ハーバルプラクティショナー養成講座 12/23
2/17 │ 3/2 │ 3/9 │ 3/16 │ 3/23 │ 3/30 的にハーブを扱えるプロフェッショナルを目指します。
月曜午前コース

大阪校
神戸校

（1）化学の基礎Ⅰ
（2）
化学の基礎Ⅱ
（3）
序論・生合成
（4）
糖質
（5）
脂質
（6）
芳香族化合物Ⅰ
テルペノイド・ステロイドⅠ
（7）
芳香族化合物Ⅱ
（8）
芳香族化合物Ⅲ
（9）
（10）
テルペノイド・ステロイドⅡ （11）
テルペノイド・ステロイドⅢ
（12）
アルカロイドⅠ
アルカロイドⅢ、その他の物質 （15）
機能性天然物質Ⅰ
（13）
アルカロイドⅡ
（14）
（16）
機能性天然物質Ⅱ
（17）
機能性天然物質Ⅲ
（18）
論文発表、修了式
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルプラクティショナー資
格の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなた
でもご受講いただけます。※試験受験条件：○シニアハーバルセラピスト
有資格者○ハーバルプラクティショナー養成講座
（旧：ハーバルプラクテ
ィショナー植物化学科）
（18単位／ 36時間）
修了
筆
『メディカルハーブの事典－主要 100 種の基本データー
（2016
 記用具、
年改訂新版）
（東京堂出版・￥3,200/ 税抜）
』
『薬学生のための天然物化学
テキスト
（廣川書店・￥4,500/ 税抜）
』を各自ご用意ください。※『メディ
カルハーブ植物化学科テキスト』
は講座初回に受付カウンターで購入可能。
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全 18 回中
10/10まで
13 回以上の出席、
全 9 回中 7 回以上の出席、
論文の提出と論文発表が必須。
全18回 10：30～12：30
（月曜）

受講料 ￥144,000－
教材費別 テキスト代￥1,000
（税抜）

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

岡崎 由美子

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／検定直前対策講座

広島校

│62719－888－00 │8/21㈬│ 14：00～17：00
コード
│62720－996－00│2/14㈮│ 14：00～17：00 メディカルハーブ検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑
問や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
受講料
￥3,600－ 教材費なし
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
筆
 記用具、メディカルハーブ検定テキスト
ハーバルプラクティショナー

メディカルハーブ検定直前対策講座
岡崎 由美子

福岡校
大分校

全1回
│ 受講生優待 │62719－997－01│ 11/4
コード
一般
│
│62719－997－02│ 11/4 出題範囲が広範なハーバルセラピスト試験に向け、
模擬試験形式で総復習しましょう。
ハーバルセラピスト試験直前対策講座
試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
（2019年改訂版）
 記用具、ハーバルセラピストコース・テキスト
教材費なし
当
（￥
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
 校のハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
ハーバルプラクティショナー
15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
全1回
10
：
30～16
：
00
（
休憩1時間）
（
月曜）
岡崎 由美子

受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ

79

＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

岡崎 由美子

日本のハーブセラピスト試験
直前対策講座

岡崎 由美子

岡崎 由美子

全1回 10：30～16：00
（休憩1時間）
（月曜）

│62719－002－01 │10/30㈬│ 10：30～12：30

62719－002－02 │11/21㈭│ 14：00～16：00 10/30 シアバターのしっとりソープ
ハンドメイドギルド手作り石けん入門講座 コード│
│62719－002－03 │1/16㈭│ 14：00～16：00 1/16 シアバターのしっとりソープ
手作り石けん
│62719－002－04 │2/8㈯ │ 10：30～12：30 3/3
さくらソープ
1日体験コース
│62719－002－05 │3/3㈫ │ 14：00～16：00

（税抜）
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,200
全1回

筆記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、あればゴーグル
（メガネでも可）
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
加下さい。

【生活の木ハンドメイドギルド認定コース】ハンドメイドギルド手作り石けん講座 基礎科／応用科
│62719－003－00│

風間 満美

クラフト/アート

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│62719－050－01 │ 10/14 │ 10：30～12：30
コード
│62719－050－02 │ 10/14 │ 14：00～16：00 リース作り
ア
 ロマクラフト作り初心者の方、アロマテラピーやハーブを勉強された
受講料 ￥3,000－
方、手作りを楽しみたい方など、どなたでも
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
オリジナルブレンド精油・シリコーン型付
筆
 記用具

福岡校

ハンドメイドギルド
アロマストーンレッスン

全6回 14：30～16：30
（木曜）

広島校

風間 満美

神戸校

生活の木

大阪校

全6回 10：30～12：30
（土曜）
コード
│62719－004－00│
生活の木ハンドメイドギルド認定コース 10/3 │ 11/7 │ 12/5 │ 1/9 │ 2/6 │ 3/26 手作り石けん講座（基礎科）を終了した方のためのレッスン。石けんに慣れ、石け
ん作りの新しい製法にチャレンジしませんか？楽しみながら石けん作りをじっくり
手作り石けん 応用科
受講料 ￥24,000－
学び、
毎回作成する度に完成度がアップする納得の講座です。石けん講座（応用科）
木曜午後コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥8,476
修了者対象。※講座終了後5回以上出席された方に、応用科修了書を発行致します。
6回目の教材費は別途徴収いたします。
（1）
石けん概要
実習：椿＆ヘナソープ
（2）
油脂総論
実習：ローズヒップソープ
（3）
油脂各論
実習：ベジタブルエキスソープ
（4）
石けんのデザイン 実習：アートソープ
（5）
液体石けん
実習：リキッドソープ
（6）
卒業制作
生活の木ハンドメイドギルド認定「手作り石けん基礎科」卒業生対象

エ
（メガネでも可）
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
加下さい。

名古屋校

生活の木

静岡校

※講座終了後5回以上出席された方に、基礎科修了書を発行致します。
3回目の精油代 6回目の教材費は別途徴収いた（1）
石けんについて
実習：オリーブ100％石けん
します。
（2）
植物油について
実習：肌をいたわるしっとりソープ
生活の木
（3）
精油について
実習：オリジナルの香りソープ
全6回 10：30～12：30
（水曜）
風間 満美
（4）
ハーブの効果と活用
実習：カモマイル&カレンデュラハーブのはちみつソープ
コード
│62719－005－00│
（5）
製法の種類
実習：ホットプロセスソープ
11/9 │ 11/30 │ 12/14 │ 1/18 │ 2/15 │ 3/28 （6）
卒業制作
生活の木ハンドメイドギルド認定コース
手作り石けん 基礎科
エ
（メガネでも可）
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
受講料 ￥18,000－
土曜午前コース
薬
（長袖）
・靴でご参
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,850
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
加下さい。
3回目の精油代 6回目の教材費は別途徴収いた
します。

たまプラ丨ザ校

コード

生活の木ハンドメイドギルド認定コース 11/27 │ 12/18 │ 1/22 │ 2/19 │ 3/11 │ 4/1 「石けんをかえたら肌も変わった」毎日に使うものだから、安心･安全な石けんを自
分で手作りしましょう！ハーブ精油･植物油を使用したナチュラルでやさしい石けん
手作り石けん 基礎科
受講料 ￥18,000－
作り。毎回違ったベーシックソープを作りながら、石けん作りを楽しみます。
水曜午前コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,850

町田校

生活の木Herbal Life College

11/21 クリスマスマーブルソープ
2/8
ひな祭りソープ

飯能校（薬香草園）

【手作り石けん】生活の木ハンドメイドギルド認定コース／入門講座

スタッフ

柏校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

宇都宮校

ハーバルプラクティショナー試験
直前対策講座

全1回 10：30～13：30
（金曜）
│ 受講生優待 │62719－999－01│ 10/21
コード
一般
│
│62719－999－02│ 10/21 出題範囲が広範なハーバルプラクティショナー試験に向け、模擬試験形式で総復習
しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
『メディカルハーブ植物化学科テキスト』
、2016年改訂新版『メ
 記用具、
教材費なし
ディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（東京堂出版）
』
『薬学生
のための天然物化学テキスト
（廣川書店）
』
当
 校のハーバルプラクティショナー養成講座の受講生は、受講料が優待
価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。

仙台校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

全1回 10：30～16：00
（休憩1時間）
（月曜）

│ 受講生優待 │62719－938－01│ 10/25
コード
一般
│
│62719－938－02│ 10/25 広範な出題範囲を持つ、日本のハーブセラピスト試験の最終仕上げに、模擬試験形式
で総復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
 記用具、日本のハーブセラピストコース・テキスト
教材費なし
当
 校の日本のハーブセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。

札幌校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

原宿表参道校

シニアハーバルセラピスト試験
直前対策講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│ 受講生優待 │62719－998－01│ 10/28
コード
一般
│
│62719－998－02│ 10/28 出題範囲が広範なシニアハーバルセラピスト試験に向け、模擬試験形式で総復習し
ましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019
 記用具、
教材費なし
年改訂版）
、
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年
改訂新版）
（東京堂出版）
』
当
 校のシニアハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価
格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。

スペシャルセミナー

講座名／講師

全1回
（月曜）

大分校
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

スペシャルセミナー

講座名／講師

原宿表参道校

ハンドメイドギルド
ソープデコレッスン
水曜午後コース

生活の木

風間 満美

札幌校

アロマ･ハーブ講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│62719－006－01 │ 11/27 │ 14：30～16：30
│62719－006－02 │ 12/18 │ 14：30～16：30 11/27
（水）クリスマスソープ
12/18
（水）New Yearソープ
│62719－006－03 │ 1/22 │ 14：30～16：30 1/22
（フルーツフレーク入り） 2/19
（水） 宝石ソープ
（水） チョコレートソープ
コード
│62719－006－04 │ 2/19 │ 14：30～16：30 3/11
（水） 桜ソープ
4/ （
1 水） 季節の和菓子ソープ
│62719－006－05 │ 3/11 │ 14：30～16：30
デ
 コレーション石けんにご興味のある方。どなたでも。
│62719－006－06 │ 4/1 │ 14：30～16：30
エ
 プロン、筆記用具
受講料 ￥3,000－
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
全1回
（水曜）

│62719－007－01 │11/1㈮│ 10：30～12：30
コード

│62719－007－02 │2/24㈪│ 16：00～18：00 メディカルハーブはハーブティーとして飲むだけではありません。検定のテキスト
きれいになる、
美味しいハーブ活用法
には活用法はたくさん載っていますが この講座ではそれ以外の活用法をご紹介しま
1日体験コース
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,500
す。メディカルハーブをもっと活用しましょう。コーディアル、
ジャム等を作ります。

仙台校

筆
 記用具

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

岡崎 由美子

宇都宮校
柏校
飯能校（薬香草園）

町田校
たまプラ丨ザ校

静岡校
名古屋校

全1回
│62719－008－01 │10/9㈬│ 11：00～13：30
│62719－008－02 │11/7㈭│ 11：00～13：30 ホロスコープは人生、性格、学び等沢山のことを表しています。惑星の意味や星座
ホロスコープとアロマ
62719－008－03 │12/19㈭│ 11：00～13：30 の意味をお伝えして、皆様違う惑星の香りのブレンドオイルを作ってお持ち帰り頂
〜惑星の香りと癒しのリーディング〜 コード│
│62719－008－04 │2/18㈫│ 11：00～13：30 きます。各々のプチリーディングもさせて頂く濃い内容ですのでご自身を深い意識
│62719－008－05 │3/5㈭ │ 11：00～13：30 で理解し、癒して頂けます。
筆
 記用具
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,100
AEAJ認定アロマセラピスト
全1回
お
 申し込み時に、生年月日、出生場所、出生時間をお知らせください。
折橋 明美
│62719－009－01 │10/24㈭│ 11：00～13：00
│62719－009－02 │11/20㈬│ 11：00～13：00 お花の力で心を癒すバッチフラワー。安心して活用して頂けるよう使い方や選び方
コード
お花や音の波動でヒーリング
│62719－009－03 │2/25㈫│ 11：00～13：00 をご紹介します。実際にバッチフラワーもお試し頂き、チベットやネパールで伝わ
バッチフラワー＆シンギングボウル
│62719－009－04 │3/26㈭│ 11：00～13：00 るシンギングボウルを使って瞑想ヒーリングも。ストレスから解放され心から安ら
ぐように、心身の波動を整えるワークです。
バッチ財団登録プラクティショナー
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,100
筆
 記用具
折橋 明美
全1回
│62719－010－01 │10/13㈰│ 11：00～12：30
│62719－010－02 │11/18㈪│ 11：00～12：30 月別のテーマでブレンドしていきます。オリジナルの季節の香りで、おもてなしし
季節の香りでおもてなし
│62719－010－03 │12/6㈮│ 11：00～12：30 ましょう。
（アロマブレンドデザイナー資格お持ちの方のブラッシュアップにもおす
コード
暮らしを彩るブレンドレッスン
│62719－010－04 │12/16㈪│ 11：00～12：30 すめです。
）
│62719－010－05 │2/27㈭│ 11：00～12：30 10月：森林浴
11月：晩秋
12月：クリスマス
│62719－010－06 │3/13㈮│ 11：00～12：30 12月：お正月
2月：雪うさぎ
3月オリンピック
筆
 記用具
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,800
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
全1回
ご
 妊娠中の方は受講をご遠慮ください。
金嶋 典子
│62719－011－01 │10/19㈯│ 11：00～12：30
│62719－011－02 │11/5㈫│ 11：00～12：30 日本にも古くから香りの歴史があります。和の香りの歴史にふれながら季節の香り
和の精油入門講座
62719－011－03 │12/9㈪│ 11：00～12：30 をつくっていきます。おつくりになった和精油のブレンドでルームフレグランスを
和の香りをとりいれた生活を楽しみま コード│
│62719－011－04 │1/23㈭│ 11：00～12：30 つくります。
（ご希望で香油に変更も可能です）
アロマテラピー初めての方でもぜひ
しょう
│62719－011－05 │2/10㈪│ 14：00～15：30 ご参加ください。
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
筆
 記用具
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,800
金嶋 典子
全1回
（土曜）
ご
 妊娠中の方は受講をご遠慮ください
│62719－012－01 │11/18㈪│ 14：00～15：30
コード│62719－012－02 │12/3㈫│ 11：00～12：30 自然や私にやさしい、ナチュラルクリーニング。精油と自然由来の
（重曹、セスキ
精油の香りでラクラクおそうじ！
│62719－012－03 │12/16㈪│ 13：30～15：00 炭酸、クエン酸、アルコールなど）
基材を知りながら、お掃除グッズを作成します。
〜新しい年を迎える準備〜
アロマテラピーや基材の特徴をいかしてキッチン、バスルームまわりなどをキレイ
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,800
にしていきましょう。
筆
 記用具
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
ご
 妊娠中の方は受講をご遠慮ください。
金嶋 典子
全1回
│62719－013－01 │ 12/4 │ 13：30～15：30
コード│62719－013－02 │ 2/5 │ 10：30～12：30 講座内では、テキストに添いながら、こころとカラダのバランスをチェック！実習は、
今日から
│62719－013－03 │ 3/4 │ 13：30～15：30 ハーブティーを淹れたり、スキンローションを手作りしたり、また「禅」のこころ
ナチュラルビューティースタイリスト！
の整え方や呼吸法にチャレンジしましょう。ご自身の生活をスタイリッシュにアロ
植物からの恵みで
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,650
マとハーブを取り入れましょう。
こころとカラダをキレイに
筆
 記用具・AEAJナチュラルビューティースタイリスト検定公式テキスト
AEAJ認定アロマセラピスト

古屋 清美

大阪校
神戸校
広島校
福岡校
大分校

全1回
（水曜）
│62719－014－01 │ 12/4 │ 10：30～12：30
コード
│62719－014－02 │ 2/5 │ 13：30～15：30 12 色のカラーボトルを並べて簡単なリーディングをします。更に自分が持ち合わせ
ヒーリングアロマ＆カラー①
た個性を知りましょう。
「ワクワク・楽しい・チャレンジ」などキーワードの香りと
ワクワクする目標との出会い
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,650
色の御提案をします。今、必要な香りでルームスプレー作成します。可能であれば、
この回からの受講を奨励致します。
筆
 記用具
植
 物スピーカーコラボの「オリジナル・ヒーリングアロマ＆カラー」を
AEAJ認定アロマセラピスト
もっと詳しく、深く2回に分けてカラーと精油の説明をします。毎回、カ
古屋 清美
全1回
（水曜）
ラーリーディング、ハーブブレンドティーを楽しみます。
コード│62720－015－00│ 3/4 │ 10：30～12：30
12 色のカラーボトルを並べて簡単なリーディングをします。更に自分のバイオリズ
ヒーリングアロマ＆カラー②
ムを知りましょう。
「太陽のような自分・希望」などキーワードの香りと色の御提案
新たな自己能力を引き出しましょう 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,650
をします。今、必要な香りでトリートメントオイルを作成します。1 回目からの受
講を奨励致します。
筆
（ある方）
 記用具・他回のレジュメ
植
 物スピーカーコラボの「オリジナル・ヒーリングアロマ＆カラー」を
AEAJ認定アロマセラピスト
もっと詳しく、深く2回に分けてカラーと精油の説明をします。毎回、カ
古屋 清美
全1回
（水曜）
ラーリーディング、ハーブブレンドティーを楽しみます。
│62719－044－01 │10/23 │ 10：30～12：00
コード│62719－044－02 │ 12/11 │ 10：30～12：00 色彩は、人によって見え方や感じ方が異なる「心の表象」です。講座では色の基礎
色彩心理学から導くメディカルハーブ
│62719－044－03 │ 2/26 │ 10：30～12：00 知識
（配色理論や色彩心理）
を学びながら実際に「いまの私」や「なりたい私」を知
覚してみましょう。導かれたハーブは各回ごとに取り入れ方が異なります。
受講料 ￥2,700－ 教材費別 ￥1,100
JAMHA認定ハーバルセラピスト
筆
 記用具
山田 留美子
全1回
（水曜）
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

JAMHA認定シニアハーバルセラピスト

宮澤 景子

AEAJ認定アロマセラピスト

松田 尚子

AEAJ認定アロマセラピスト

全1回

トリートメント・マッサージ講座
受験生のためのトリートメント

楽しく幸せな一年にしましょう！
筆
 記用具

│62719－017－01 │10/31㈭│ 11：00～12：30
コード
│62719－017－02 │12/21㈯│ 11：00～12：30 親子で迎える受験が実りあるものになるよう、前向きな気持ちで脳に働きかける精
油を使い、ハンドトリートメントします。精油の効能や手の反射区を学び、個人の
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥500
体験談も交えながら、ひとりひとりの受験に役立つアプローチをしていきます。

静岡校
名古屋校


筆
 記用具、フェイスタオル3枚、鏡、髪の毛がとめられるターバンやヘア
全1回
（火曜）
バンドなど、講座終了後メイクされる方はメイク道具
│62719－022－01 │10/12㈯│ 11：00～13：00
62719－022－02 │11/10㈰│ 11：00～13：00 とっても” 優しい” ハンドトリートメントを行うレッスンです。トリートメント用の
心と身体がほどけるハンドトリートメント コード│
│62719－022－03 │12/14㈯│ 11：00～13：00 オイルを作り、二人一組となって実習を行います。自分自身のメンテナンスのため
〜ゆるふわタッチでほんわかリラックス〜
│62719－022－04 │2/15㈯│ 11：00～13：00 に、そして自分にとって大切な人のために、心と身体に寄り添うハンドトリートメ
│62719－022－05 │3/22㈰│ 11：00～13：00 ントを体感してください。
AEAJ認定アロマセラピスト

たまプラ丨ザ校

全1回
│62719－020－01 │10/8㈫│ 11：00～12：30
62719－020－02 │1/29㈬│ 11：00～12：30 足の指の五行を基に自分の体調を知る方法をレクチャーします。また、五行に対応
足の指から自分の体調を知って整える！ コード│
│62719－020－03 │2/11㈫│ 11：00～12：30 する精油で作ったボディオイルで不調のサインが出ている足指を回したり、刺激し
簡単足指トリートメント
たりしながら手軽に体調を整えるトリートメント法もお伝えします。作ったオイル
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,500
はお持ち帰り頂けます。
筆
 記用具、フェイスタオル、スリッパ
AEAJ認定アロマセラピスト
足
 首から先をトリートメント・刺激しますので、手足の爪を短く切り、
戸川 裕理佳
全1回
足先を出しやすい服装・靴でお越し下さい。
│62719－021－01 │ 11/12 │ 10：30～12：30
コード│62719－021－02 │ 1/28 │ 10：30～12：30 毎日のスキンケアにプラスする簡単バージョンとスペシャルケアのトリートメント
〜5分でリフトアップ！〜
│62719－021－03 │ 3/17 │ 10：30～12：30 2 種類学びます。アロマセラピストがサロンで行っているリンパの流れを意識した
かんたんフェイシャルトリートメント
トリートメントやツボ押しなどの技術をセルフトリートメントに取り入れてみませ
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,080
んか。肌タイプ別おすすめケアもご紹介。

町田校

髙岡 悦子

飯能校（薬香草園）


バ
 スタオル１枚、フェイスタイル１枚、スリッパ、汚れの気になる方は
エプロン※膝下までめくれるズボンを持参または着用でご参加下さい。

AEAJ認定アロマセラピスト

柏校


フ
 ェイスタオル1枚、筆記用具
全1回
│62719－018－01 │10/21㈪│ 10：30～12：30
│62719－018－02 │11/22㈮│ 10：30～12：30 アロマハンドトリートメント初心者がその日から無理なく実践でき、またスキルアッ
すぐに役立つ！
コード│62719－018－03 │1/22㈬│ 10：30～12：30 プを図りたい経験者にとっても現場で役立つ施術法についもて学びます。後半は施
癒しのハンドトリートメント
│62719－018－04 │2/10㈪│ 10：30～12：30 術実習と併せてアロマハンドトリートメントによるボランティア活動の始め方・続
実践的な手技・手法でスキルアップ！
│62719－018－05 │3/11㈬│ 10：30～12：30 け方もご案内します。
AEAJ認定アロマセラピスト
筆
（1枚）
、フェイスタオル
（1～2枚）
、エプロン
 記用具、バスタオル
受講料 ￥3,700－ 教材費別 ￥1,000
田浦 裕子
全1回
│62719－019－01 │10/15㈫│ 10：30～13：00
コード│62719－019－02 │1/31㈮│ 10：30～13：00 リフレクソロジーのさまざまな手技を各回内容を変えてご紹介。実際にセラピスト
英国式リフレクソロジー
│62719－019－03 │2/13㈭│ 14：30～17：00 ベッドも使用し、実践的にトリートメントを覚えましょう。
簡単フットトリートメント
10/15 「リフレクソロジーの基礎＆パウダー手技」
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,100
1/31 「足の解剖生理＆オイルトリートメント」
2/13 「リフレクソロジーの基礎＆パウダー手技」
AEAJ認定アロマセラピスト

石川 佳子

宇都宮校

折橋 明美

仙台校

│62720－031－01 │1/21㈫│ 11：00～13：00
コード

│62720－031－02 │1/29㈬│ 11：00～13：00 星のめぐりは毎年変わり、また出生のホロスコープに与える影響も変わってきます。
2020年の星を味方につける！
2020 年の星廻りを読んで皆様のラッキーな時期や特徴、それをつかむコツやちょっ
〜ホロスコープで幸運を引き寄せまし 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,000
と気を付ける時期などもお伝えします。惑星の香りのバスソルトの実習付きです。
ょう〜

札幌校

九星気学と塗香
オリジナル塗香作り

原宿表参道校

〜おとぎ話のハーブと植物たち〜
ハーブでめぐる物語の世界

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│62719－052－01 │10/8㈫│ 11：00～12：30
│62719－052－02 │11/14㈭│ 11：00～12：30 作品の逸話を聞きながら、物語に登場するハーブや植物を用いてドリンクやクラフ
コード
│62719－052－03 │2/12㈬│ 11：00～12：30 トづくりを楽しみましょう。
│62719－052－04 │3/9㈪ │ 11：00～12：30 10/8（火） ピーターラビットと星の王子さま
（バオバブの木のドリンク）
11/14
（木） シンデレラとラプンツェル
（ヘーゼルナッツのネイルオイル）
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥500
2/12
（水）ハリーポッター
（エルダーフラワーのコーディアル）
3/9（月） シェイクスピア
（ローズマリーの若返りの水）
エ
 プロン
全1回
│62720－016－01 │ 2/4 │ 10：30～12：30
コード
│62720－016－02 │ 3/24 │ 10：30～12：30 九星気学とは、古代中国より伝わる天体に基づく学問で、現在、経営者や事業家の
間でも人気が高く信頼されています。生年月日からあなたを一番応援してくれる香
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,500
りを導き出し、オリジナルの塗香を作ってお持ち帰りいただきます。
筆
 記用具
お
 申し込み時に、生年月日を事前にお知らせください。
全1回
（火曜）

スペシャルセミナー

講座名／講師

松田 尚子

和草で作る、
ゆるぽかハーブボールレッスン

神山 聖子

│62719－046－01 │11/22㈮│ 10：15～12：15

神山 聖子

受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,300

11 月 日本の行事に根付いているクリスマスハーブボール作り
12 月 新年の健康と幸福を祈るお飾りハーブボール作り
2 月 女児の健やかな成長を願うお雛様飾りハーブボール作り
ハ
 サミ、筆記用具、持ち帰り用の袋
全1回

福岡校

62719－046－02 │12/12㈭│ 14：30～16：30 和草を使い、日本の行事をハーブボールで表し、飾った後は体の温めセルフケアに
季節を彩るハーブボール作成レッスン コード│
│62719－046－03 │2/26㈬│ 11：00～13：00 ご利用できます。
一般社団法人ハーブボールセラピスト協会
インストラクター

広島校

一般社団法人ハーブボールセラピスト協会
インストラクター

全1回
│62719－045－01 │10/1㈫│ 11：00～13：00
62719－045－02 │1/18㈯│ 11：00～13：00 10 月 北海道ハーブ使用のハーブボール作成＆セルフケア
│
コード
│62719－045－03 │2/3㈪ │ 11：00～13：00 1 月 巡りを良くする自家栽培生姜使用のハーブボール作成＆セルフケア
│62719－045－04 │3/30㈪│ 11：00～13：00 2 月 マイナス 5 歳フェイシャルハーブボール作成＆セルフケア
3 月 心が安らぐ香りが選べるハーブボール作成＆セルフケア
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,300
ハ
 サミ、筆記用具、持ち帰り用の袋
全1回

神戸校

八嶋 ゆり恵

大阪校


バ
 スタオル1枚
腕
 を出しやすい服装でお越しください。爪は短く切ってご参加ください。

受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,000
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

大分校
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

マタニティ・ベビー・キッズ講座

講座内容

│62719－023－01 │10/26 │ 10：30～12：00

原宿表参道校

コード│62719－023－02 │ 12/14 │ 13：30～15：00 赤ちゃんと手遊びとベビーマッサージ、ママの肩こりや骨盤のゆがみを取る骨盤
あったかベビーマッサージ！
│62719－023－03 │ 3/28 │ 13：30～15：00 ビューティー親子体操を学びます。
ママの骨盤ビューティー親子体操付き
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,100

なんざき ゆか

全1回
（土曜）

札幌校

介護・人のために役立つ講座
介護に役立つ
ハンドトリートメント 基礎編

仙台校

AEAJ認定アロマセラピスト

│62719－024－01 │10/22㈫│ 11：00～12：30
│62719－024－02 │10/26㈯│ 11：00～12：30
│62719－024－03 │11/28㈭│ 11：00～12：30
│62719－024－04 │12/15㈰│ 11：00～12：30
コード
│62719－024－05 │1/15㈬│ 11：00～12：30
│62719－024－06 │2/6㈭ │ 11：00～12：30
│62719－024－07 │3/12㈭│ 11：00～12：30
│62719－024－08 │3/28㈯│ 11：00～12：30

子供の対象年齢： 生後2 ヶ月～10 ヶ月くらいまで

バ
（水分補給）
・ママは動きやすい洋
 スタオル・オムツ・赤ちゃんの飲物
服で。

精油をブレンドしてハンドトリートメントします。脳の活性化にもなり、香りが届
きやすいハンドトリートメント。精油の効能や手の反射区を学び、身体の各部位に
届くようアプローチしていきます。アロマハンドセラピストを目指している方にも
おすすめの講座です。

フ
 ェイスタオル１枚、筆記用具

受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥500

宇都宮校

石川 佳子
10月期
│
介護に役立つ
ハンド＆フットトリートメント 応用編 10/17㈭│10/31㈭│

柏校

AEAJ認定アロマセラピスト

石川 佳子

全1回
コード
│ 62719－025－00
14：30 ～ 16：30
トリートメント基礎編を深めて、精油の効能や手足の反射区を学び、どうしたら精
油を身体の各部位に大切に届けられるかを考えていきます。第 1 回はハンドトリー
1月期
コード
│
│ 62720－026－00 トメント、第 2 回はフットトリートメントを精油を使った手浴足浴で肌を温めてか
14：30 ～ 16：30
1/18㈯│2/23㈰│
ら行います。アロマハンドセラピスト有資格者にもおすすめの、ブラッシュアップ
講座です。
3月期
コード
│
│ 62720－027－00

14：00 ～ 16：00
3/4㈬ │3/25㈬│
フ
（第2回フットトリートメント）
 ェイスタオル2枚、筆記用具、バスタオル
受講料 ￥6,000－ 教材費別 初回一括￥1,000
全2回

シーズナル・ライフスタイル講座

飯能校（薬香草園）

受験生のためのお守りアロマ
〜香りで応援！！〜
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

大島 とみ子

│62719－028－01 │10/16㈬│ 11：00～13：00
コード│62719－028－02 │11/11㈪ │ 11：00～13：00 受験をがんばるお子さまも、ご家族を見守るお母さまも、不安な気持ちや焦りに邪
│62719－028－03 │12/13㈮│ 11：00～13：00 魔されずに、元気に受験期を乗り切れるようアロマでサポート！塾講師として実体
験も交えながら、アロマテラピーの有効かつ簡単な取り入れ方をお話しします。ブ
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,000
レンドパターンの中から 1 つお選び頂き、アロマスプレーを作ります。
筆
 記用具、ポケットティッシュ
（小3くらいからの）
中学受験生～大学受験生の保護者や指導者の方対象

全1回

町田校

│62719－029－01 │ 10/4 │ 10：30～12：30
コード

│62719－029－02 │ 11/29 │ 10：30～12：30 初心者の方でも簡単にキャンドルを作ることが出来ます。世界に 1 つだけのオリジ
寒い夜キャンドルの灯りに癒される
ナルキャンドルをつくりませんか。10 月はランタンキャンドルを作ります。11 月は
作って灯して素敵な時間を過ごしましょう 受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,500

たまプラ丨ザ校

静岡校
名古屋校

クリスマスキャンドルを作ります。プレゼントにも喜ばれますよ。
エ
 プロン/汚れてもよい服、お持ち帰り用袋
熱
 いワックスを使用するので、取扱いに問題のない方
岡崎 由美子
全1回
（金曜）
│62719－030－01 │10/25㈮│ 15：00～16：00
コード
│62719－030－02 │1/13㈪│ 16：00～17：00 プレゼントにも喜ばれる人気のアロマワックスプレート。吊るせるタイプと置き型
冬季の心あたたまるワックスプレート作り
タイプの 2 個を作ります。ドライフラワーなどで装飾し、精油で香りつけ。お部屋
ハーブ、
アロマで寒い季節を彩りましょう 受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥2,000
や玄関、クローゼットに置いたり吊るすことが出来ます。はじめての方でも簡単に
つくることができます。
エ
 プロン、汚れてもよい服、お持ち帰り用袋
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
全1回
熱
 いワックスを使用します。
岡崎 由美子
│62719－032－01 │10/5㈯│ 11：00～13：00
│62719－032－02 │11/24㈰│ 11：00～13：00 植物の繊細な波動によって心身を癒すフラワーエッセンス。講座前半は、エッセン
コード
はじめてのフラワーエッセンス
│62719－032－03 │1/25㈯│ 11：00～13：00 スの基礎知識と活用法をご紹介します。後半は今の自分にぴったりのエッセンスを
本当の自分を知る
│62719－032－04 │3/1㈰ │ 11：00～13：00 選び、トリートメントボトルを作ってお持ち帰りいただきます。
筆
 記用具
受講料 ￥2,500－ 教材費別 1,000
IFECJ認定フラワーエッセンスセラピスト
キャンドルアーティスト

佐伯 奈々

全1回
│62719－033－01 │12/2㈪│ 11：00～13：00
コード
│62719－033－02 │12/20㈮│ 11：00～13：00

大阪校

アーティフィシャルフラワーアレンジメント
はじめてのお正月飾りレッスン
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥4,400
厚生労働省認定 フラワー装飾技能士1級資格

波間 智子

神戸校

デコールツァプフェンで作る
香る木の実のクリスマス飾り
木の実アレンジ・デコールツァプフェン代表

まきの ゆき

広島校

〜英国ヴィクトリア王朝の知恵〜
ハーブコーディアルを美味しく学ぶ
キッチンレッスン
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

福岡校

八嶋 ゆり恵

今年はお正月飾りを手作りしませんか？アーティフィシャルフラワーと水引・組ひ
も・松竹梅の縁起物を、ゴールドのプレートをベースにアレンジメントします。屋
内外、どちらでも飾れる華やかなフラワーアレンジメントで、2020年華やぎのある
お正月を迎えましょう。お花の経験のない方もお気軽にご参加ください。
持
（マチが15センチぐらい）
・エプロン・フラワーアレンジメン
 ち帰り袋
全1回
ト用はさみ

│62719－034－01 │ 11/6 │ 10：30～13：00
コード
│62719－034－02 │ 11/6 │ 14：00～16：30 木の実独特なワイヤリングを学びながら木の実アレンジ DekorZapfen
（ﾃﾞｺｰﾙﾂｧﾌﾟﾌｪﾝ）
で
クリスマス飾りを作ります。色々な種類の木の実やクリスマスらしい香りのスパイス
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥5,000前後
を使いナチュラルシックなインテリアにもなるアレンジメントをお楽しみ下さい。
ラ
 ジオペンチ ハサミ 木工用ボンド 持ち帰り用袋
全1回
（水曜）
│62719－035－01 │ 11/30 │ 11：00～12：00
コード
│62719－035－02 │ 3/7 │ 11：00～12：00 一緒にハーブコーディアルを作りましょう。デモンストレーションを行い、出来た
てコーディアルやアレンジドリンクも楽しんで頂きます。暮らしを彩るハーブのア
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥500
イテムを食卓にプラスして五感の癒される豊かな毎日を過ごしませんか？自宅です
ぐに作れる材料キット付き。
全1回
（土曜）

│62719－036－01 │12/22㈰│ 11：00～12：00
コード
│62719－036－02 │2/29㈯│ 11：00～12：00 シンプルなガラス瓶を使って、ボトルの装飾から香りまですべてオリジナルのアロ
素敵！
マディフューザーを作ります。ほんのりとした心地良い香りが楽しめます。実はとっ
お洒落なアロマリードディフューザー作り 受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥700
ても簡単に作れるんですよ♪暮らしを彩る香りのアイテムをプラスして五感の癒さ
〜暮らしを彩る香りのオリジナルレシピ〜
れる豊かな毎日を過ごしませんか？
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

大分校

八嶋 ゆり恵

全1回
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

イソプレン分子の形をみてみよう！
化学の立体構造を理解する
1日体験コース
岡崎 由美子

たまプラ丨ザ校

静岡校
名古屋校
大阪校
神戸校
広島校
福岡校

全1回
（金曜）
│62719－040－01 │10/13㈰│ 14：00～16：00
│62719－040－02 │11/25㈪│ 11：00～13：00 アロマブレンドデザイナー講座で学んだ基礎知識を生かして、ブレンド技術のスキ
コード
アロマブレンドデザイナー
│62719－040－03 │2/7㈮ │ 11：00～13：00 ルアップをめざしていきます。自由調香、テーマに沿った調香の 2 種を創作してい
スキルアップ講座
│62719－040－04 │3/21㈯│ 11：00～13：00 きます。創作後、香り・レシピなどをシェアしてミニコンテストなどを行います。
〜よりよい創作のための実践編〜
AEAJアロマブレンドデザイナー有資格者、講座修了者、もしくは

受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,000
ブレンドの経験がある方や、養成講座にご興味のある方も歓迎です。
筆
 記用具、AEAJアロマブレンドデザイナー公式テキスト、作成したパレ
ットシート、講座内で使用したポーチ
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
金嶋 典子
全1回
ご
 妊娠中の方は受講をご遠慮ください
62719－041－01 │11/13㈬│ 10：30～12：30
│
コード
│62719－041－02 │2/1㈯ │ 13：30～15：30 精油の安全性と危険性。精油が代謝ルートの再確認。精油成分の特徴により、求め
精油学のブラッシュアップ講座
ている精油のセレクトが出来るコツもシェアします。精油の化学を再確認したい！
精油の安全性・危険性＆
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,100
精油成分と照らし合わせてセレクトしたい！方向けです。その後に「精油各論レベ
精油選択のポイント
ルアップ講座」もあります。
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター資格取得者
（当校アロ

マテラピーインストラクター養成講座修了者）
・又は、同レベルの「精油
の化学」
「解剖生理学」の知識のある方
筆
 記用具・AEAJアロマテラピーインストラクター公式テキスト共通：独自
AEAJ認定アロマセラピスト
テキスト
（持っている方）
・御自分が持っている精油の化学・解剖生理学
古屋 清美
全1回
関係の資料
│62719－042－01 │ 11/13 │ 13：30～16：00
コード
│62719－042－02 │ 12/18 │ 10：30～13：00 資格取得後に、今一度確認したいことが出てきたのではないでしょうか？アロマ
アロマハンドセラピストの
ハンドセラピストとして自信を持って歩み出しませんか？せっかく取得した素敵な
ブラッシュアップ
ツールを生かして笑顔で歩めるお手伝いをしたいと思います。テキスト以外の手技
アロマハンドセラピスト資格取得者向け講座 受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,650
も御紹介します。
AEAJ認定アロマハンドセラピスト取得者又は、申請中の方

A
 EAJアロマハンドセラピスト公式テキスト・筆記用具・バスタオル1枚・
フェイスタオル1枚・お手拭き用ぬれタオル・飲み物
（御自分の水分補給用）
AEAJ認定アロマセラピスト
テ
 キスト参照：ハンドトリートメントをする際の手指の条件、服装などを
古屋 清美
全1回
（水曜）
確認して出席下さい。
│62719－043－01 │12/18㈬│ 14：00～16：00
コード
│62719－043－02 │2/1㈯ │ 10：30～12：30 アロマテラピー講師として歩むヒントになる講座。講座内容の組み立て、心構え、配
アロマテラピーインストラクター実践講座
慮、タイムスケジュール、到達点設定の大切さ、間の大切さ。講座を進めていくうえ
講師の心得＆検定テキストを教える 受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,100
での細かな点をシェアします。検定テキストを教える時のポイントもご紹介。自分の
ポイント
個性を生かしたアロマテラピーのプロとして！はじめの一歩をサポートします！
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター取得者 （申請中の方

も可）
・当校アロマテラピーインストラクター養成講座修了者
筆
 記用具・AEAJアロマテラピーインストラクター独自：共通テキスト・ア
AEAJ認定アロマセラピスト
ロマ検定１級テキスト・AEAJナチュラルビューティースタイリスト検定
テキスト
（持ってる人）
・ハサミ・のり
古屋 清美
全1回

町田校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

│62719－039－01 │ 10/11 │ 10：30～12：30
コード
│62719－039－02 │ 11/15 │ 10：30～12：30 分子模型を組み立てることで分子の立体構造が見えてきます。化学が苦手な方、初
心者の方、アロマ・ハーブの試験合格を目指している方にはおすすめです。分子模
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥2,000
型はお持ち帰り頂けます。
筆
 記用具

飯能校（薬香草園）

ブラッシュアップ講座

柏校

鈴木 あゆみ

宇都宮校

デコールツァプフェン認定講師

仙台校

コード│62720－047－00│2/21㈮│ 10：30～12：30
「木の実デコール」の作品は木の実を組み合わせるためのワイヤリングを学びなが
らナチュラルモダンな作品づくりをお楽しみ頂けます。木の実やビーズなどを使っ
たアレンジで、多目的に使えるコサージュを作りましょう。お出かけのお供にぜひ
付け加えてください。
ラ
 ジオペンチ、はさみ、作品お持ち帰り用袋
全1回
（金曜）

木の実で飾るコサージュ作り
クローブや小さな木の実を飾りましょう 受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥3,000

札幌校

ア
（ホワイトフッ素加工刃）
￥1,700
（税込） グル
 レンジメント用花バサミ
全1回
（火曜）
ーガン￥900
（税込）ご希望の方は事前にご注文下さい。ご用意します。
│62719－038－01 │ 12/10 │ 11：00～12：30
コード
│62719－038－02 │ 12/17 │ 11：00～12：30 西洋に古くから伝わる芳香クラフト「オレンジポマンダー」
。オレンジにクローブを
〜花とハーブを生活に〜季節を楽しむ
挿して作ります。クリスマスの時季ならではのトラディショナルな楽しいハーバル
「クリスマスに楽しむオレンジポマンダー」受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,000
クラフトです。
12/10 クリスマスに楽しむオレンジポマンダー
12/17 クリスマスに楽しむオレンジポマンダー
ア
 レンジメント用花バサミ、持ち帰り用袋、手拭きタオル
花
 バサミ、作品持ち帰り用袋ご持参ください。アレンジメント用花バサ
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ミ（ホワイト）
￥1,700
（税込）錆びにくいフッ素加工刃ご希望の方は事前
山田 ともこ
全1回
（火曜）
にご注文ください。
62719－051－01 │11/19㈫│ 11：00～13：00
│
コード
│62719－051－02 │12/5㈭│ 11：00～13：00 オレンジなどにクローブを刺してスパイスをまぶす” 香り玉”。中世欧州では魔除け
スパイス香る クリスマスオーナメント
やお守り、今では幸せを呼ぶアイテムとしてツリーや部屋に飾られます。リボンで
オレンジポマンダーづくり
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,000
華やかに仕上げて、自分へのご褒美、大切な人への贈り物として、今年のクリスマ
スはポマンダーをつくりませんか。
エ
 プロン、持ち帰り用袋
JAMHA認定シニアハーバルセラピスト
香
 りに敏感な妊婦さん、お子様はご注意下さい。
宮澤 景子
全1回

山田 ともこ

原宿表参道校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│62719－037－01 │10/29 │ 11：00～12：30
62719－037－02 │ 11/26 │ 11：00～12：30 季節の花を楽しむ講座です。はじめての方も楽しくご参加いただけます。
〜花とハーブを生活に〜季節を楽しむ コード│
│62719－037－03 │ 3/10 │ 11：00～12：30 10/29 ハロウィンアレンジ
フレッシュフラワーアレンジメント
11/26 フレッシュクリスマスリース
（生のグリーンや実を使用。クリスマスまで持ちます）
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥2,000
3/10 春の花を楽しむ－ボックスフラワーアレンジメント
ア
（マチ底広めのもの）
、リ
 レンジメント用花バサミ、作品持ち帰り用袋
ース講座→グルーガンあれば便利、なくても可。

スペシャルセミナー

講座名／講師

大分校
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

スペシャルセミナー

公益社団法人日本アロマ環境協会資格認定校 アロマセラピスト アロマテラピーインストラクター アロマテラピーアドバイザー アロマブレンドデザイナー アロマハンドセラピスト
ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト
メディカルハーブコーディネーター
NPO法人日本メディカルハーブ協会認定校
生活の木 ハンドメイドギルド認定校

日本のハーブセラピスト

シニアハーバルセラピスト

手作り石けん講座 基礎科

静岡鉄

原宿表参道校

道

静岡校 生活の木新静岡セノバ店
&

パルコ

SHIZUOKA
109
丸井

054-266-7268（受付時間10：00〜20：00）

葵
タワー

静岡県静岡市葵区鷹匠1丁目1-1 新静岡セノバ2F

札幌校

地域の暮らしをより充実させ、毎日の生活を少しステキなものにするカルチャースクールでありたいと願って
います。いつ訪れても好奇心あふれるカルチャーあるライフスタイルに…。生活の木Herbal Life College静岡
校で一緒に楽しく学びませんか。
講座名／講師

新静岡駅

新静岡セノバ2F

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

丸井

松坂屋

JR静岡駅
静岡鉄道 新静岡駅直結
JR静岡駅北口より徒歩5分

講座内容

仙台校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／講座説明会・入門講座・認定講習会
アロマテラピー資格対応コース
講座説明会

宇都宮校

│62819－297－09 │9/13㈮│ 14：00～15：30
│62819－297－08 │8/28㈬│ 10：30～12：00
│62819－297－07 │8/16㈮│ 14：00～15：30
│62819－392－01 │10/18㈮│ 10：30～12：00
コード│62819－392－02 │10/28㈪│ 13：30～15：00
│62819－392－03 │11/11㈪│ 13：30～15：00
│62819－392－04 │12/17㈫│ 13：30～15：00
│62819－392－05 │1/21㈫│ 13：30～15：00
│62819－392－06 │3/1㈰ │ 17：00～18：30

受講料 無料 教材費なし

柏校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

飯能校（薬香草園）

アロマテラピー入門講座

生活の木Herbal Life College

町田校

スタッフ

AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会

たまプラ丨ザ校
生活の木Herbal Life College

静岡校

スタッフ

ハーバルライフカレッジ各校におけるアロマテラピーアドバイザー、アロマブレン
ドデザイナー、アロマハンドセラピスト、アロマテラピーインストラクター、アロ
マセラピストの各養成講座について詳しくご説明いたします。公益社団法人 日本
アロマ環境協会
（AEAJ）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメ
リット、講座の特徴やカリキュラムの内容等、実際のテキストをお見せしながらお
話します。
○アロマテラピーとは ○協会
（AEAJ）
について ○アロマハンドバス体験
○質疑応答
こ
 れからアロマの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等どなたでもご受講いただけます。
筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。

全1回
│62819－298－05 │8/16㈮│ 10：30～12：00
│62819－298－06 │9/9㈪ │ 10：30～12：00 アロマテラピーってなんだろう、精油ってどうやって使うのだろう…そんな皆さん
コード│62819－393－01 │10/25㈮│ 14：30～16：00 に「アロマテラピー」を感じて、体験していただく講座です。 自然の香りを楽しみ
│62819－393－02 │11/11㈪│ 15：30～17：00 ながら、心地よい時間を一緒に過ごしましょう。AEAJ の資格対応コースについても
│62819－393－03 │1/21㈫│ 15：30～17：00 併せてご説明いたします。
○アロマテラピーとは ○ルームフレッシュナー作り ○ AEAJ 資格対応コース説明
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500（税抜）
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、アロマを日常生活に役立てたい方、知
識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなたで
もご受講いただけます。
筆
 記用具
全1回
│62819－394－01 │12/21㈯│ 14：00～18：00
コード│62819－394－02 │12/24㈫│ 14：00～18：00 アロマテラピー検定 1 級合格後に、アロマテラピーアドバイザー認定に必要な知識
│62819－394－03 │1/11㈯│ 10：30～15：30 を学びます。
※1/11は時間が異なります。10：30～15：30（休憩1時間）○ AEAJ アロマテラピーアドバイザー認定講習会
・アロマテラピーアドバイザーについて
受講料 ￥4,759－ 教材費なし
・アロマテラピー関連法規
・
（公社）
日本アロマ環境協会
（AEAJ）
について
○ AEAJ 資格対応コース講座説明会
（※ 説明会の参加は任意です）
・
 アロマテラピー検定試験1級合格の方。
筆
お持ちの方は「資格マニュアル」
（最新版）
、
機関誌「AEAJ」
（最新号）
 記用具、
履
 修証明書発行には本講習会カリキュラムを、同一日に全ての履修が必
全1回
要となります。

【アロマテラピー検定対策】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーアドバイザー養成講座
コード

│62819－300－00│

名古屋校

8/19 │ 8/26 │
アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
月曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

大阪校

暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザ
ーを目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
AEAJ認定アロマセラピスト
（1）
アロマテラピーとは
実習：スキンローション
7/18まで
アロマテラピーインストラクター
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
全2回
10
：
30～17
：
30
（
休憩1時間）
（
月曜）
疋田 聡子
（3）
基材とホームケア（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
（4）
アロマテラピーが心と身体に働くメカニズム 実習：ミツロウクリーム
コード
│62819－301－00│
健康学（栄養・運動・睡眠・生活習慣病）実習：クレイパック
9/11 │ 9/18 │ 9/25 │ 10/2 │ 10/9 │ 10/16 （5）
アロマテラピー検定対策
（6）
アロマテラピー関連法規・環境
実習：フレグランス
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
水曜午前コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
定1、2級の合格を目指す方など、どなたでもご受講いただけます。
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

関野 朋子

8/10まで

神戸校

コード

全6回 10：15～12：15
（水曜）

│62819－303－00│

9/20 │ 10/4 │
アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
金曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

広島校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

塩野 桂子

筆
（￥2,400/
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
税抜）
、生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,000・￥2,000/税抜）
をご
用意下さい。
（各スクールで購入可）
2コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚。
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
装で、爪は短く切りご参加されることをお勧めします。

8/19まで
全2回 10：30～17：30
（休憩1時間）
（金曜）
コード
│62819－395－00│
10/7 │ 10/21 │

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
月曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

福岡校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

塩野 桂子

9/6まで
全2回 10：30～17：30
（休憩1時間）
（月曜）
コード
│62820－396－00│
2/18 │ 3/3 │

大分校

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
火曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

疋田 聡子

1/17まで
全2回 10：30～17：30
（休憩1時間）
（火曜）

受講申込み
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

関野 朋子

2/19まで
全2回 10：30～17：30
（休憩1時間）
コード

│62820－399－00│

1/19 │ 2/16 │ 3/15 │ 4/19 │
精油を組み合わせてブレンドし、さまざまなシーンや目的に合ったオリジナルの香
アロマブレンドデザイナー養成講座
りを創作する能力を養いながら、AEAJ の認定する資格を目指します。講座では、54
日曜コース
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜） 種類の希釈精油を使用し、複数の演習を通して、ブレンドの知識や技術を楽しみな

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

金田 順華

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

アロマテラピーインストラクター
養成講座
月曜集中コース

福岡校

関野 朋子

広島校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

神戸校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
金曜のんびりコース

大阪校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

塩野 桂子

コード
│62819－402－00│
12/2 │ 12/9 │ 12/16 │ 12/23 │ 1/6 │ 1/20 安全で正しく豊かなアロマテラピーが実践できるよう、専門家として指導できる知
1/27 │ 2/3 │
識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマテラピーインストラクター資格コースです。
生活の木のオーガニック精油や基材を使用した実習を交え、アロマテラピーの活用
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）法や手作り化粧品について、準備、作製、使用、保管等をきめ細やかに学習します。
活用法の他にも、31 種類の精油や 12 種類の植物油について、実際に香りや使い心
地を試しながら、化学的な成分への理解も深めます。その他、解剖生理学や栄養学、
生活習慣病、メンタルヘルスなど総合的に学び、アロマテラピーの専門家として、
正しい知識や利用法を指導できるよう、体系的に学習します。
A
「アロマテラピーアドバイ
 EAJアロマテラピーアドバイザー有資格者、
11/1まで
ザー養成講座」受講中又は修了者、受講期間中にアロマテラピー検定を
全8回 10：30～17：30
（休憩1時間）
（月曜）
受検予定の方。※アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちでない方は、
コード
│62819－403－00│
受験ができないのでご注意ください。
10/25 │ 11/1 │ 11/8 │ 11/15 │ 11/22 │ 11/29
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版・各校で
 記用具、
12/6 │ 12/13 │ 12/20 │ 1/10 │ 1/17 │ 1/24
購入可）
『アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキスト
（共
1/31 │ 2/7 │ 2/14 │ 2/21 │
通カリキュラム編）
』
（￥2,500/税抜）
、
『アロマテラピーインストラクター公式テ
キスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥2,000/税抜）
、2019年改訂版
『アロマテラピー
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
検定 公式テキスト』
（￥2,400/税抜）
をご用意下さい。
（各スクールで購入可）
＜実習＞1コマ目：筆記用具のみ
2コマ目：フェイスタオル・ビニール袋 1枚
初回にフェイス
7コマ目：バスタオル1枚・集中コース受講の方は、
タオル・ビニール袋1枚をお持ちください。
・
7
コマ目のフットトリートメント実習時は、爪を切って脚を出しやすい

服装でのご参加がお勧めです。
9/24まで
全16回 10：15～13：15
（金曜）
・早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。

名古屋校

関野 朋子

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーインストラクター養成講座

静岡校

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

│62819－306－02 │ 9/29 │ 11：00～17：00
コード
│62819－401－00 │ 11/17 │ 11：00～17：00 1 日完結のカリキュラムを通して、安全にアロマテラピーの知識を持ち、身の周り
の方をはじめ、ボランティアや地域活動などにおいて、第三者にアロマハンドトリー
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜） トメントを提供できる技術や能力を養いながら AEAJ が認定する資格を目指します。
○アロマハンドトリートメントとは
○アロマハンドセラピストのための解剖生理学
○アロマハンドトリートメントの準備と確認事項 ○アロマハンドトリートメントの手技と手順
○実習：トリートメントオイル作成、相モデル実習
全1回
（休憩1時間）
（日曜）
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

│62819－400－01 │10/18㈮│ 13：30～18：30
取得予定の方
（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当
コード│62819－400－02 │1/14㈫│ 13：30～18：30
校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可 ※申込時・
│62819－400－03 │3/4㈬ │ 10：30～16：30
講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
※3/4は10：30～16：30
（休憩1時間）
筆
『AEAJ認定アロマハンドセラピスト公式テキスト』
（￥1,600/税
 記用具、
抜）
、大判の厚手バスタオル2枚
（60×120cm程度）
、ハンドタオル1枚
（税抜）
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
※
 ハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、爪は短く
切ってご参加ください。
全1回

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

町田校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマハンドセラピスト養成講座

飯能校（薬香草園）

金田 順華

柏校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

がら創作し、その魅力を伝える力を培います。
○「精油のブレンド技術」を学ぶための基礎知識 ○香りの特徴をとらえる方法
○
「香りのパレット」
を作る
○ブレンド実習とクリエーション
○創作した香りを活かす
◯実習：ハーバル・アロマティック、
フローラルブーケ、
フゼア、
4711、
望郷の香りなど、
各回のテーマに応じたブレンド演習を行います。
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

取得予定の方
（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当
校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可 ※申込時・
講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
筆
『AEAJ認定アロマブレンドデザイナー公式テキスト』
（￥2,000/
 記用具、
税抜）
、AEAJ会員カード 又は ハーバルライフカレッジ アロマテラピーア
ドバイザー養成講座 修了証
（申込時・講座初回に確認致します。コピー可）
※
（各演習時
 各自で作成する、演習時の希釈精油代は別途徴収となります
全4回 11：00～17：00
（休憩1時間）
（日曜）
【全9種】￥100～￥500程度）

宇都宮校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマブレンドデザイナー養成講座

仙台校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

筆
（￥2,400/
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
税抜）
、生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,000・￥2,000/税抜）
をご
用意下さい。
（各スクールで購入可）
2コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚。
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
装で、爪は短く切りご参加されることをお勧めします。

札幌校

アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
春休み短期集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

原宿表参道校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
コード
│62820－397－00│
2/28 │ 3/6 │ 3/13 │ 3/27 │ 4/3 │ 4/10 暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザ
アロマテラピー検定対策
ーを目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
金曜のんびりコース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
（1）
アロマテラピーとは
実習：スキンローション
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
（3）
基材とホームケア（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
AEAJ認定アロマセラピスト
（4）
アロマテラピーが心と身体に働くメカニズム 実習：ミツロウクリーム
1/27まで
アロマテラピーインストラクター
（5）
健康学（栄養・運動・睡眠・生活習慣病）実習：クレイパック
全6回 10：15～12：15
（金曜）
関野 朋子
（6）
アロマテラピー関連法規・環境
実習：フレグランス
コード
│62820－398－00│
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
3/20㈮│3/21㈯│
定1、2級の合格を目指す方など、どなたでもご受講いただけます。
アロマテラピー検定対策

スペシャルセミナー

講座名／講師

大分校

ƒ受講申し込みはP141へ
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受講申込み

Check!

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマセラピスト養成講座

原宿表参道校

アロマセラピスト養成講座
アドバンス
（学科）
金曜集中コース

札幌校

関野 朋子

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

アロマセラピスト養成講座
アドバンス
（学科）
日曜集中コース

仙台校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

金田 順華

宇都宮校

アロマセラピスト養成講座
（実技）
金曜集中コース

柏校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

関野 朋子

飯能校（薬香草園）

アロマセラピスト養成講座
（実技）
日曜集中コース

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

金田 順華

コード
│62819－404－00│
11/1 │ 11/8 │ 11/15 │ 11/29 │ 12/13 │ 1/10 トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
1/24 │ 2/7 │ 2/21 │ 3/6 │ 3/27 │ 4/10 より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
※11/1は時間が異なります。
（14：30～16：30）
カリキュラムでは、ボディとフェイスを、骨格や筋肉などの解剖生理学や衛生学な
ど、セラピストとして人の身体に触れるうえで必要な基礎知識のほか、カルテの作
受講料 ￥157,500－ 教材費なし
成方法、コンサルテーション、ケーススタディーを通して学びます。
○コンサルテーション理論
○ボディフェイストリートメント理論
○解剖生理学
○顔面の皮膚科学
9/30まで
○衛生学
◯コンサルテーション実技
全12回 14：30～18：30
（金曜）○カルテ指導
○ケーススタディー
コード
│62819－405－00│
○実力テスト
10/6 │ 10/13 │ 10/27 │ 11/10 │ 12/1 │ 1/26
・AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者・アロマテラピー

2/9 │ 3/1 │ 3/22 │ 4/5 │ 4/12 │ 5/3
インストラクターコース受講中、または修了者
※10/6は時間が異なります。
（11：00～13：00）
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版）
を事
 記用具、
受講料 ￥157,500－ 教材費なし
前に各自でご用意頂きます。各スクールでもご購入可能です。
『アロマ
セラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥3,500/税抜）
をご用意
下さい。
（各スクールで購入可）
※初回時にインストラクター必須履修科
目受講履歴を証明できる書類をお持ちください。
9/5まで
※
 早得対象の方は講座初日にご案内いたします。
全12回 11：00～16：00
（休憩1時間）
（日曜）
コード
│62819－406－00│
11/22 │ 12/6 │ 12/20 │ 1/17 │ 1/31 │ 2/14 トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
2/28 │ 3/13 │ 4/3 │ 4/17 │ 5/1 │ 5/29 より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
6/5 │
カリキュラムでは、
ボディとフェイストリートメントを学びます。身体の触れ方から、
※6/5は時間が異なります。
（14：30～19：00）
圧のかけ方、手技、立ち位置等、実技を通して習得します。
（伏臥位、仰臥位）○応用
（伏臥位、仰臥位）
○ボディトリートメント基礎
受講料 ￥262,000－
（基礎テクニック）
○フェイストリートメント手技
○クレンジング手技 肌 総合
（税抜）
教材費別 初回一括￥18,500
○カルテ指導
○実技試験
○カルテ演習
（30症例の提出）
全13回 14：30～19：30
（金曜）
※AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者、アロマテ

コード
│62819－407－00│
ラピーインストラクターコース受講中、または修了者、当校で新カリキュラ
11/3 │ 11/24 │ 1/12 │ 2/2 │ 2/23 │ 3/8
ム『アロマセラピスト養成講座アドバンス
（学科）
』受講中、または修了者
3/29 │ 5/17 │ 5/31 │ 6/7 │ 6/14 │ 6/21
筆
『アロマセラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥
 記用具、
6/28 │
3,500/税抜）
、実技に適した動きやすい服装
（ジーンズ、スカート不可）
、
※6/28は時間が異なります。
（11：00～16：30）
室内用シューズ、ビニール袋、大判バスタオル1枚
（140×90cm）
、普通サ
イズのバスタオル2枚、フェイスタオル2枚
受講料 ￥262,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥18,500
爪
 を切ってご参加ください。※フェイストリートメント実技は別途持ち
物あり
（詳細は講座内でお伝えします）
全13回 11：00～17：00
（休憩1時間）
（日曜）

町田校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／検定直前対策講座・試験直前対策講座
アロマテラピー検定直前対策講座
（1級・2級）

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

疋田聡子

インストラクター試験直前対策講座

静岡校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

塩野 桂子

コード│62819－313－00│9/30㈪│ 10：30～16：00

アロマテラピー検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑問
や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
筆
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』をご用意
下さい。
全1回
（休憩1時間）
（月曜）
1 級の試験には、2級の内容が含まれます。

受講料 ￥5,400－ 教材費なし

│ 受講生優待 │62819－314－01│ 8/30
コード
一般
│
│62819－314－02│ 8/30 出題範囲が広範なアロマテラピーインストラクター試験に向け、模擬試験形式で総
復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
『アロマテラピーインストラクター・
 記用具、
教材費なし
アロマセラピスト公式テキスト
（共通カリキュラム編）
』
、
『アロマテラピ
ーインストラクター公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
当
 校のアロマテラピーインストラクター養成講座の受講生は、受講料が
全1回 10：30～16：00
（休憩1時間）
（金曜）
優待価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。

名古屋校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／講座説明会・入門講座
メディカルハーブ資格対応コース
講座説明会

大阪校
生活の木Herbal Life College

神戸校

スタッフ

メディカルハーブ入門講座

広島校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│62819－315－09 │8/12㈪│ 11：00～12：00
│62819－315－10 │9/5㈭ │ 11：00～12：00 ハーバルライフカレッジ各校における、メディカルハーブコーディネーター、ハー
│62819－409－01 │10/3㈭│ 13：30～14：30 ブ＆ライフコーディネーター、ハーバルセラピスト、シニアハーバルセラピスト、
│62819－409－02 │10/5㈯│ 11：00～12：00 ハーバルプラクティショナー、ホリスティックハーバルプラクティショナーの各養
コード
│62819－409－03 │10/23㈬│ 11：30～12：30 成講座について詳しくご説明いたします。NPO 法人 日本メディカルハーブ協会
│62819－409－04 │11/20㈬│ 13：30～14：30（JAMHA）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメリット、講座の
│62819－409－05 │12/5㈭│ 11：30～12：30 特徴やカリキュラム内容等、実際のテキストをお見せしながらお話します。
│62819－409－06 │3/26㈭│ 11：30～12：30
こ
 れからハーブの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等 どなたでもご受講いただけます。
受講料 無料 教材費なし
筆
 記用具
予
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場合
 約制
全1回
もありますがご了承下さい。

│62819－316－05 │8/20㈫│ 17：00～18：30
│62819－316－06 │9/16㈪│ 10：30～12：00 ハーブに興味があるけれど、何から学んだらよいのかわからない…そんな皆さんに
コード│62819－410－01 │10/3㈭│ 15：00～16：30「メディカルハーブの世界」を体験していただく講座です。ハーブの香りや色、風
│62819－410－02 │12/18㈬│ 13：30～15：00 味を楽しみながら、五感を通して心地よい時間を一緒に過ごしましょう。JAMHA 資
│62819－410－03 │3/11㈬│ 10：30～12：00 格対応コースについても併せてご説明いたします。
○メディカルハーブとは ○ハーブティー試飲 ○ハーバルハンドバス
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500（税抜） ○ JAMHA プログラム説明
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、ハーブを日常生活に役立てたい方、
知識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなた
でもご受講いただけます。
全1回
筆
 記用具

福岡校
大分校
受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ検定対策】JAMHA資格対応コース／メディカルハーブコーディネーター養成講座
コード
│62819－411－00│
10/14 │ 11/4 │ 1/13 │

塩野 桂子

受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
10/1まで

全6回 10：30～12：30
（土曜）

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルセラピスト養成講座

コード
│62820－419－00│
1/30 │ 2/20 │ 3/12 │
※3/12は10：30～17：30
（休憩1時間）

塩野 桂子

1/7まで
全3回 14：00～18：30
（休憩30分）
（土曜）

コ
 ース修了には、全7コマ中5コマ以上の出席が必須となります。※『日
本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に受付カウンター
にてご購入いただきます。

ƒ受講申し込みはP141へ
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

大分校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

福岡校

日本のハーブを歴史的・科学的に深く学ぶことに加えて、日本で用いられてきた30
種のメディカルハーブと、身近に目にすることのある16種の有毒植物についても知
識を習得できます。日本で利用されてきたハーブの特徴や有用性、さらに法制度と
受講料 ￥56,000－
安全性を理解し、正しい知識をもってご自身や家族の健康維持・増進に役立てられ
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
るようになります。
（1）
日本のメディカルハーブの歴史
（2）
くらしの中のメディカルハーブ
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
（3）
民族のハーブと地域のハーブ
（4）
法制度と安全性
12/29まで
ハーバルプラクティショナー
日本のメディカルハーブの活用（自然観・四季）（6）
日本のメディカルハーブの活用（不調・トラブル）
（5）
全3回
14
：
00～18
：
30
（
休憩30分）
（
木曜）
塩野 桂子
（7）
民間療法と具体的な日本のメディカルハーブの利用
コード
│62820－420－00│
日
 本のハーブの知識を深めたい方、日本のハーブセラピスト資格の取得
2/8 │ 2/29 │ 3/28 │
を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
JAMHA認定
※3/28は10：30～17：30
（休憩1時間）
講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格者○日
日本のハーブセラピスト養成講座
本のハーブセラピスト養成講座7コマ中5コマ以上修了
土曜集中コース
受講料 ￥56,000－
筆
 記用具※『日本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
受付カウンターで購入可能
（￥2,500
（税抜）
）

広島校

JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座
木曜集中コース

神戸校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／日本のハーブセラピスト養成講座

大阪校

塩野 桂子

名古屋校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

（4）
調製と植物製剤学
（5）
消化器系の植物療法Ⅰ （6）
消化器系の植物療法Ⅱ
（7）
循環器系の植物療法Ⅰ （8）
循環器系の植物療法Ⅱ （9）
呼吸器系の植物療法
（10）
代謝性疾患の植物療法 （11）
神経系の植物療法
（12）
内分泌系の植物療法
妊娠と出産、小児科領域の植物療法
（13）
免疫系の植物療法
（14）
植物美容法
（15）
（16）
生活習慣病と高齢者の植物療法 （17）
ケーススタディー
（18）
論文発表、修了式
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、シニアハーバルセラピスト資格
の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたで
もご受講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格
者 ○シニアハーバルセラピスト養成講座
（旧：ハーバルプラクティショ
ナー植物療法科）
（18単位／ 36時間）
修了
筆
 記用具、指定書籍『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年改訂新版）
』
（東京堂出版・￥3,200/税抜）
を各自ご用意ください。
※『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019改訂
版）
は講座初回に受付カウンターで購入可能。
1/9まで
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全18
全9回 14：00～18：30
（休憩30分）
（月曜）
回中13回以上の出席、全9回中7回以上の出席、論文の提出と発表が必須。

静岡校

（税抜）
教材費別 初回一括テキスト代￥4,200

たまプラ丨ザ校

│62820－417－00│

町田校

コード

2/10 │ 2/17 │ 3/2 │ 3/9 │ 3/16 │ 3/23 ハーバルセラピストで触れた 30 種類のメディカルハーブの成分、有効性や安全性
JAMHA認定
3/30 │ 4/6 │ 4/13 │
等を、植物療法による疾病の予防という観点を中心に、より深く学びます。より専
シニアハーバルセラピスト養成講座
門的な知識を身につけたい方、講師として活躍の場を広げたい方におすすめです。
月曜集中コース
受講料 ￥144,000－
（1）
植物療法概論
（2）
治癒系と老化制御
（3）
安全性と薬物相互作用

飯能校（薬香草園）

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／シニアハーバルセラピスト養成講座

柏校

コード
│62819－414－00│
12/11 │ 12/25 │ 1/15 │ 1/29 │ 2/12 │ 2/26 メディカルハーブを日常の健康維持・増進に役立てる為に必要な知識を、植物化学
3/11 │ 3/25 │ 4/8 │
や健康学・解剖生理学など、科学的・体系的な視点で広く学ぶ事ができる講座です。
資格取得だけでなく、知識に裏付けられたハーブの選択・活用法を身につけたい方
受講料 ￥120,000－
にもおすすめします。
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
メディカルハーブの歴史と今後の展望
（2）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅰ
（1）
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー テキスト代￥2,860
（税抜）
（3）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅱ
（4）
アロマテラピーの基礎知識
ハーバルプラクティショナー
（5）
メディカルハーブと精油の安全性 （6）
メディカルハーブ製剤 Ⅰ
11/10まで 全9回 14：00～18：00
（水曜）
関野 朋子
（7）
メディカルハーブ製剤 Ⅱ
（8）
代謝を助けるメディカルハーブ
コード
│62819－415－00│
生活習慣病の予防に役立つメディカルハーブ
（9）
ライフスタイルの改善とQOLの向上 （10）
10/24 │ 11/7 │ 11/21 │ 12/5 │ 12/19 │ 1/16 （11）
外敵から身体を守るメディカルハーブ （12）
ストレス対策と心身症の予防に役立つメディカルハーブ
JAMHA認定
2/6 │ 2/27 │ 3/19 │
（13）
女性のためのメディカルハーブ
（14）
若さを保つメディカルハーブ
ハーバルセラピスト養成講座
キッチンファーマシー（わが家の台所薬局）
（15）
五感の刺激とメディカルハーブ
（16）
木曜集中コース
受講料 ￥120,000－
（17）
ハーバルライフのデザイン
（18）
自然治癒力を高めるライフスタイル及び修了式
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルセラピスト資格の取得
（税抜）
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー テキスト代￥2,860
を目指す方等、コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
9/23まで
ハーバルプラクティショナー
講いただけます。
全9回 14：00～18：30
（休憩30分）
（木曜）
塩野 桂子
筆
 記用具
コード
│62819－416－00│
10/19 │ 11/2 │ 11/16 │ 11/30 │ 12/14 │ 1/18
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。ハーバルセラピスト養
JAMHA認定
2/1 │ 2/15 │ 3/7 │
成講座の修了には、各資格対応コース全18回中13回以上の出席、全9回
ハーバルセラピスト養成講座
中7回以上の出席が必須となります。
土曜集中コース
受講料 ￥120,000－
※テキストは講座初回に受付カウンターにてご購入いただきます。
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー テキスト代￥2,860
（税抜）
ハーバルプラクティショナー
9/18まで
塩野 桂子
全9回 14：00～18：30
（休憩30分）
（土曜）

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
水曜午後集中コース

宇都宮校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

仙台校

養成講座
土曜午前のんびりコース

札幌校

暮らしに役立つ、メディカルハーブの基礎知識を学び、メディカルハーブコーディ
ネーターを目指しませんか？ご自身の美容や健康の為、家族・友人と楽しむ為など、
生活にすぐに活かせるハーブの活用術を実習も交えて楽しく学びます。メディカル
ハーブ検定の試験範囲に対応したカリキュラムです。
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
（1）
メディカルハーブの世界
実習：ハーブティー
ハーバルプラクティショナー
9/13まで
（2）
メディカルハーブの歴史
実習：ペパーミントの温湿布
塩野 桂子
全3回 14：00～18：30
（休憩30分）
（月曜）
メディカルハーブの効果と仕組み 実習：セントジョンズワート浸出油作り
（3）
コード
│62819－412－00│
メディカルハーブ検定対応
（4）
ハーブのプロフィール
実習：エキナセアチンキ作り
11/6 │ 11/20 │ 12/4 │ 12/18 │ 1/8 │ 1/22 （5）
メディカルハーブコーディネーター
メディカルハーブの活用法 実習：セントジョンズワートの軟膏作り
養成講座
（6）
症状別メディカルハーブ
実習：マルベリーとカモミールのゴマージュ作り
受講料 ￥18,000－
水曜午前のんびりコース
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、メディ
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
カルハーブ検定の合格を目指す方等、どなたでもご受講いただけます。
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー
10/5まで
筆
（￥2,800/税抜）
』
 記用具、JAMHA発行『メディカルハーブ検定テキスト
関野 朋子
全6回 10：15～12：15
（水曜）
を事前に各自ご用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。
コード
62819－413－00
│
│
メディカルハーブ検定対応
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
11/2 │ 11/16 │ 11/30 │ 12/14 │ 1/18 │ 2/15
メディカルハーブコーディネーター
受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866

原宿表参道校

メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
月曜祝日集中コース

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルプラクティショナー養成講座
コード

│62819－418－00│

原宿表参道校

10/31 │ 11/14 │ 11/28 │ 12/12 │ 1/9 │ 1/23 植物療法でよく使用される 40 種類のメディカルハーブの成分、有効性、安全性等を、
JAMHA認定
植物化学の観点から学びます。化学の知識を深化させる事により、専門的かつ論理
ハーバルプラクティショナー養成講座 2/13 │ 3/5 │ 3/26 │
的にハーブを扱えるプロフェッショナルを目指します。
木曜集中コース
受講料 ￥144,000－
（1）化学の基礎Ⅰ
（2）
化学の基礎Ⅱ
（3）
序論・生合成
（4）
糖質
（5）
脂質
（6）
芳香族化合物Ⅰ
テルペノイド・ステロイドⅠ
（7）
芳香族化合物Ⅱ
（8）
芳香族化合物Ⅲ
（9）
（10）
テルペノイド・ステロイドⅡ （11）
テルペノイド・ステロイドⅢ
（12）
アルカロイドⅠ
アルカロイドⅢ、その他の物質 （15）
機能性天然物質Ⅰ
（13）
アルカロイドⅡ
（14）
（16）
機能性天然物質Ⅱ
（17）
機能性天然物質Ⅲ
（18）
論文発表、修了式
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルプラクティショナー資
格の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなた
でもご受講いただけます。※試験受験条件：○シニアハーバルセラピスト
有資格者○ハーバルプラクティショナー養成講座
（旧：ハーバルプラクテ
ィショナー植物化学科）
（18単位／ 36時間）
修了
筆
記用具、
『メディカルハーブの事典－主要
100
種の基本データー
（2016

年改訂新版）
（東京堂出版・￥3,200/ 税抜）
』
『薬学生のための天然物化学
テキスト
（廣川書店・￥4,500/ 税抜）
』を各自ご用意ください。※『メディ
カルハーブ植物化学科テキスト』
は講座初回に受付カウンターで購入可能。
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全 18 回中
9/29まで
13 回以上の出席、
全 9 回中 7 回以上の出席、
論文の提出と論文発表が必須。
全9回 14：00～18：30
（休憩30分）
（木曜）

教材費別 テキスト代￥1,000
（税抜）

札幌校
仙台校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

宇都宮校

塩野 桂子

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／検定直前対策講座

柏校

│62819－326－00 │8/13㈫│ 10：30～13：30
コード│62819－328－00 │8/10㈯│ 14：00～17：00 メディカルハーブ検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑
│62820－421－00 │2/24㈪│ 14：00～17：00 問や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
筆
 記用具、メディカルハーブ検定テキスト
受講料
￥3,600－ 教材費なし
ハーバルプラクティショナー
全1回
塩野 桂子

メディカルハーブ検定直前対策講座

メディカルハーブ検定直前対策講座

│62819－327－00 │8/15㈭│ 14：00～17：00
コード
│62820－422－00│2/5㈬ │ 10：15～13：15

飯能校（薬香草園）

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 受講料
ハーバルプラクティショナー

￥3,600－ 教材費なし
全1回

関野 朋子

町田校

│ 受講生優待 │62819－331－01│ 9/26
コード
一般
│
│62819－331－02│ 9/26 出題範囲が広範なハーバルセラピスト試験に向け、
模擬試験形式で総復習しましょう。
ハーバルセラピスト試験直前対策講座
試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
（2019年改訂版）
 記用具、ハーバルセラピストコース・テキスト
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 教材費なし
ハーバルプラクティショナー
当
（￥
 校のハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
全1回 14：00～18：30
（木曜）
15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
関野 朋子
│ 受講生優待 │62819－423－01│ 10/22
コード
一般
│
│62819－423－02│ 10/22

ハーバルセラピスト試験直前対策講座

たまプラ丨ザ校

受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 教材費なし
ハーバルプラクティショナー

塩野 桂子

全1回 14：00～19：00
（休憩30分）
（火曜）

静岡校
名古屋校
大阪校

│ 受講生優待 │62819－424－01│ 10/26
コード
一般
│
│62819－424－02│ 10/26 出題範囲が広範なシニアハーバルセラピスト試験に向け、模擬試験形式で総復習し
シニアハーバルセラピスト試験
ましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
直前対策講座
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019
 記用具、
教材費なし
年改訂版）
、
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年
改訂新版）
（
東京堂出版）
』
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー
当
 校のシニアハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価
全1回 14：00～19：00
（休憩30分）
（土曜）
格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
塩野 桂子
│ 受講生優待 │62819－426－01│ 10/11
コード
一般
│
│62819－426－02│ 10/11 広範な出題範囲を持つ、日本のハーブセラピスト試験の最終仕上げに、模擬試験形式
日本のハーブセラピスト試験
で総復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
直前対策講座
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
 記用具、日本のハーブセラピストコース・テキスト
教材費なし
当
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
 校の日本のハーブセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
ハーバルプラクティショナー
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
全1回
10
：
30～13
：
30
（
金曜）
塩野 桂子

神戸校

│ 受講生優待 │62819－425－01│ 10/29
コード
一般
│
│62819－425－02│ 10/29 出題範囲が広範なハーバルプラクティショナー試験に向け、模擬試験形式で総復習
しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
『メディカルハーブ植物化学科テキスト』
、2016年改訂新版『メ
 記用具、
教材費なし
ディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（東京堂出版）
』
『薬学生
のための天然物化学テキスト
（廣川書店）
』
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー
当
 校のハーバルプラクティショナー養成講座の受講生は、受講料が優待
全1回 10：30～16：00
（休憩1時間）
（火曜）
価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
塩野 桂子

ハーバルプラクティショナー試験
直前対策講座

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／講座説明会・入門講座

広島校

アーユルヴェーダ入門講座
＆JAPA講座説明会

福岡校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│62819－427－01 │11/19㈫│ 13：30～15：30
コード
│62819－427－02 │12/8㈰│ 10：30～12：30 アーユルヴェーダの基礎からスカルプケアの実習を体験します。JAPA 認定コース
やスリランカのアーユルヴェーダについてご紹介します。アーユルヴェーダに興味
受講料 ￥3,000－ 教材費なし
のある方には是非オススメする講座です。
◯アーユルヴェーダとは
◯スカルプケアトリートメント実習
◯ JAPA 資格対応コース説明 ◯スリランカのアーユルヴェーダについて
筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。＊スカルプケアトリートメント実習では、
全1回
トニックローションを頭皮に使用します。

大分校
受講申込み
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【手作り石けん】生活の木ハンドメイドギルド認定コース／入門講座
│62819－428－01 │10/11㈮│ 14：30～16：30

【生活の木ハンドメイドギルド認定コース】ハンドメイドギルド手作り石けん講座 基礎科／応用科
コード

│62819－429－00│

アロマ･ハーブ講座

受講料 ￥3,000－
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
オリジナルブレンド精油・シリコーン型付

リース作り
ア
 ロマクラフト作り初心者の方、アロマテラピーやハーブを勉強された
方、手作りを楽しみたい方など、どなたでも

全1回
（日曜）

筆
 記用具

大阪校
神戸校
広島校

│62819－434－01 │10/14㈪│ 10：30～12：30
コード
│62819－434－02 │1/30㈭│ 10：30～12：30 日本でも愛されている絵本作品に出てくるメディカルハーブについて学びます。
やんちゃなうさぎくんが胸やけしたときに食べたハーブとは？具合を悪くしたうさ
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥500
ぎくんにお母さんが作った「かみつれのせんじぐすり」とは？うさぎたばこって何？
など、数種類のお野菜やハーブについて学びます。
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
筆
 記用具
塩野 桂子
全1回
│62819－435－01 │11/21㈭│ 10：30～12：30
コード
│62819－435－02 │2/24㈪│ 10：30～12：30 あなたに関わっている星座、実は 1 つではありません。この講座では、星座と星座
星座と精油、
ハーブのコラボレーション
にまつわる植物を学べます。ご自身でテーマを決め、あなただけのディフューザー
アロマディフューザーを作る
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,000
を作りましょう。
筆
 記用具、実習作成品お持ち帰り用の袋
妊
（どの時期か？）
、アレルギーをお持ちの方
（対象物）
は、事前に
 婦の方
お知らせください。対応いたします。クラフト作りで汚れが気になる方
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
はエプロンをお持ちください。
塩野 桂子
全1回

絵本から学ぶハーブ

名古屋校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

コード│62819－408－00│12/22 │ 10：30～12：30

静岡校

ハンドメイドギルド
アロマストーンレッスン

たまプラ丨ザ校

クラフト/アート

町田校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

コード
│62819－431－00│
11/9 │ 12/7 │ 1/25 │ 2/22 │ 3/14 │ 4/11 MP ソープや、練り石けんを使用して、スイーツや宝石のように、見た目も美しい
石けんを作ります。様々な技法と共に、香りや色彩、季節を感じ、色や形、色彩を
受講料 ￥21,000－
デコレーションして作るデコレーションソープは、作って、飾って、使って楽しめる、
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
毎回ワクワク感満載の講座です。講座終了後 5 回以上出席された方に、基礎科修了
証を発行致します。
【デコレーションソープ実習】
●宝石ソープ
●クリスマスソープ
●New Yearソープ
（フルーツフレーク入り） ●桜ソープ
●季節の和菓子ソープ
●チョコレートソープ
デ
 コレーション石けんにご興味のある方。どなたでも。
全6回 10：30～12：30
（土曜）
エ
 プロン、筆記用具

飯能校（薬香草園）

生活の木ハンドメイドギルド認定
ソープデコ講座 基礎科
土曜日コース

柏校

【生活の木 ハンドメイドギルド認定コース】ソープデコ養成講座

宇都宮校

※講座終了後5回以上出席された方に、基礎科修了書を発行致します。
3回目の精油代 6回目の教材費は別途徴収いた（1）
石けんについて
実習：オリーブ100％石けん
します。
（2）
植物油について
実習：肌をいたわるしっとりソープ
（3）
精油について
実習：オリジナルの香りソープ
（4）
ハーブの効果と活用
実習：カモマイル&カレンデュラハーブのはちみつソープ
（5）
製法の種類
実習：ホットプロセスソープ
（6）
卒業制作
エ
（メガネでも可）
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
生活の木 スタッフ
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
皆川 智香
全6回 13：30～15：30
（火曜）
加下さい。
コード
│62819－430－00│
生活の木ハンドメイドギルド認定コース 10/26 │ 11/23 │ 12/21 │ 2/1 │ 3/7 │ 4/4 手作り石けん講座（基礎科）を終了した方のためのレッスン。石けんに慣れ、石け
ん作りの新しい製法にチャレンジしませんか？楽しみながら石けん作りをじっくり
手作り石けん 応用科
受講料 ￥24,000－
学び、
毎回作成する度に完成度がアップする納得の講座です。石けん講座（応用科）
土曜コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥8,476
修了者対象。※講座終了後5回以上出席された方に、応用科修了書を発行致します。
6回目の教材費は別途徴収いたします。
（1）
石けん概要
実習：椿＆ヘナソープ
（2）
油脂総論
実習：ローズヒップソープ
（3）
油脂各論
実習：ベジタブルエキスソープ
（4）
石けんのデザイン 実習：アートソープ
（5）
液体石けん
実習：リキッドソープ
（6）
卒業制作
生活の木ハンドメイドギルド認定「手作り石けん基礎科」卒業生対象

エ
（メガネでも可）
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
生活の木 スタッフ
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
皆川 智香
全6回 10：30～12：30
（土曜）
加下さい。

仙台校

生活の木ハンドメイドギルド認定コース 10/1 │ 11/5 │ 12/3 │ 1/7 │ 2/4 │ 3/10 「石けんをかえたら肌も変わった」毎日に使うものだから、安心･安全な石けんを自
分で手作りしましょう！ハーブ精油･植物油を使用したナチュラルでやさしい石けん
手作り石けん 基礎科
受講料 ￥18,000－
作り。毎回違ったベーシックソープを作りながら、石けん作りを楽しみます。
火曜コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,850

札幌校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

10/11
（金） ネロリソープ
11/25
（月） クリスマスマーブルソープ
12/ （
4 水） ニューイヤーゆずソープ
12/15
（日） シアバターのしっとりソープ
1/ （
7 火） バレンタインソープ
2/13
（木） さくらソープ
3/17
（火） ローズヒップソープ
│62819－428－06 │2/13㈭│ 10：30～12：30
筆
（メガネでも可）
 記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、あればゴーグル
│62819－428－07 │3/17㈫│ 13：30～15：30
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,200
（税抜）
加下さい。
全1回

原宿表参道校

│62819－428－02 │11/25㈪│ 13：30～15：30
ハンドメイドギルド手作り石けん入門講座
│62819－428－03 │12/4㈬│ 13：30～15：30
手作り石けん
コード│62819－428－04 │12/15㈰│ 10：30～12：30
1日体験コース
│62819－428－05 │1/7㈫ │ 16：00～18：00

スペシャルセミナー

講座名／講師

福岡校
大分校
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

スペシャルセミナー

講座名／講師

原宿表参道校

世界のお香
①キフィ ②バフール ③文香

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
│62819－436－01 │ 11/12 │ 10：30～12：00
│62819－436－02 │ 12/10 │ 10：30～12：00
│62819－436－03 │ 1/14 │ 10：30～12：00
コード
│62819－436－04 │ 1/28 │ 13：30～15：00
│62819－436－05 │ 2/25 │ 13：30～15：00
│62819－436－06 │ 3/24 │ 13：30～15：00

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 受講料

講座内容
お香は文明とともに発展しました。
「世界のお香」では、①古代エジプト、②アラブ、
③日本の平安時代、それぞれのお香文化の歴史を紐解きながら再現します。
11/12、1/28 ①古代エジプトの香り壺「キフィ」
12/10、2/25 ②アラブの薫香「バフール」1/14、3/24 ③平安貴族の「文香」
筆
 記用具

札幌校

￥2,000－ 教材費別 ￥2,500
全1回
（火曜）
│62819－437－01 │11/14㈭│ 10：30～12：30
コード│62819－437－02 │1/22㈬│ 14：00～16：00 アラブの宝石フランキンセンスは古代より宗教儀式や天空の神に願いを届けるツー
アラブの宝石 フランキンセンス
│62819－437－03 │3/5㈭ │ 10：30～12：30 ルでもあり、樹脂の中でも最も重要で神聖な物とされてきました。願いを込めて作
樹脂とハーブで作る
るオリジナルのバフールとアラビックコーヒーで、いつもと一味違ったエキゾチッ
エキゾチックバフール
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,800
クな世界を楽しみましょう。
英国IFA認定アロマセラピスト・PEOTアロマセラピスト
筆
 記用具
全1回

関野 朋子

油井 雅美

仙台校

│62819－443－01 │10/22㈫│ 10：30～12：30
コード

│62819－443－02 │2/6㈭ │ 10：30～12：30 疲れたとき、癒されたいとき。あなた自身を応援してくれるエッセンスがあるのは
あなたの月星座とフラワーエッセンス
心強いことです。月星座のフラワーエッセンス入りハーブティーを試飲していただ
こころにエールを贈る
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,000～￥2,000 きます。フラワーエッセンスを使って、あなたにエールを送ってくれるサポートス
サポートスプレー作り

宇都宮校

プレーを作ります。
筆
 記用具、実習作成品お持ち帰り用の袋、クラフト作りで汚れが気にな
る方はエプロンをお持ちください。

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

塩野 桂子

講
 座前日までに生誕年月日時分、生誕場所をお伝えください。妊婦の方
（どの時期か？）
、アレルギーをお持ちの方
（対象物）
は、事前にお知らせ
いただければ対応いたします。

全1回

トリートメント・マッサージ講座

柏校

セルフスパでより輝く自分に！
①ヘッド ②フェイス

│62819－438－01 │10/10㈭│ 17：00～19：00
│62819－438－02 │10/29㈫│ 17：00～19：00
│62819－438－03 │11/18㈪│ 10：30～12：30
コード
│62819－438－04 │11/18㈪│ 13：30～15：30
│62819－438－05 │12/1㈰│ 17：00～19：00
│62819－438－06 │1/28㈫│ 16：00～18：00

飯能校（薬香草園）

受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥1,100
JAPA認定アーユルヴェーダセラピスト

五十嵐 智世惠

セルフスパでより輝く自分に！
①ハンド ②フット

町田校
たまプラ丨ザ校

JAPA認定アーユルヴェーダセラピスト

五十嵐 智世惠

セラピストのための経絡入門
鍼灸師

静岡校

黒山 幸男
熟女のためのアロマテラピー
更年期の不調を
アロマテラピーで穏やかに

名古屋校

全1回
│62819－439－01 │10/25㈮│ 17：00～19：00
│62819－439－02 │11/10㈰│ 17：00～19：00 ハンドスパ・フットスパには連動した良い点があります。＊血行不良・むくみ＊筋肉の
│62819－439－03 │11/23㈯│ 17：00～19：00 ほぐれ＊老廃物・水分排出＊脳の活性化＊ストレス解消の五大要素についても学びます。
コード
│62819－439－04 │12/17㈫│ 16：00～18：00 ふくらはぎは第二の心臓ともいわれています。それぞれの部分をいたわりましょう。
│62819－439－05 │3/16㈪│ 10：30～12：30 ①ハンドトリートメント 10/25
（金）
、11/23
（土）
、3/16
（月）
│62819－439－06 │3/31㈫│ 16：00～18：00 ②フットトリートメント 11/10
（日）
、12/17
（火）
、3/31
（火）
バ
 スタオル1枚・フェイスタオル1枚
受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥1,100
肘
 のあたり・膝のあたりまでオイルがつくことがあります。服装にご配
慮ください。なお膝まで出すのが大変な場合はスパッツなどのぴったり
全1回
したものや五本指ソックスをご用意ください。
│62819－440－01 │ 10/17 │ 18：00～19：30
コード
│62819－440－02 │ 3/12 │ 18：00～19：30 アロマテラピーやリンパドレナージュ、リフレクソロジーなどの施術者を対象とした経
絡入門講座です。14 の経絡とトリートメントに役立つツボを習得することができます。
受講料 ￥5,000－ 教材費なし
1. 経絡について 2. 手技 3. 症状別ツボと対処法
筆
 記用具
全1回
（木曜）
│62819－441－01 │ 10/19 │ 10：30～12：00
コード│62819－441－02 │ 11/23 │ 14：00～15：30 ①女性のこころとからだの話
│62819－441－03 │ 1/11 │ 16：30～18：00 ②こころを穏やかにする香りの紹介と自分好みの香りを探します
③好みの香りも楽しみながらのトリートメントオイル作りを行います
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥800
④手のツボの紹介とハンドトリートメント

JSAﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ認定臨床看護師

山中 亜子

全1回
（土曜）

シーズナル・ライフスタイル講座

大阪校

東洋医学入門

神戸校

鍼灸師

黒山 幸男

広島校

美味しく楽しむキッチンハーブ
ハーブソルト・ハーブバター・
ハーブチーズ

ヘッドスパではアーユルヴェーディックな手技で頭に適度な刺激を与えて頭から元気
になりましょう。フェイススパでは顔の筋肉の向きを知り、そこをご自身の身体の一部
と自覚して心のゆとりをもってアーユルヴェーディックなメンテナンスをしましょう。
①ヘッドトリートメント
10/10
（木）
、11/18
（月）10：30 ～ 12：30、12/1
（日）
②フェイストリートメント 10/29
（木）
、11/18
（月）13：30 ～ 15：30、1/28
（火）
フ
 ェイスタオル2枚
襟
 ぐり周りにオイルがつくことがあります。服装に配慮してご参加ください。

│62819－442－01 │ 11/20
│62819－442－02 │ 12/4
│62819－442－03 │ 12/18
コード
│62819－442－04 │ 1/22
│62819－442－05 │ 2/5
│62819－442－06 │ 3/18


筆
（小）
1枚
 記用具・タオル1枚・ビニール袋
肘
 までだせる服装でお越しください。

│ 18：00～19：30
│ 18：00～19：30
│ 18：00～19：30
│ 18：00～19：30
│ 18：00～19：30
│ 18：00～19：30

臨床家指導のもとで東洋医学の基礎理論が学べる講座です。自分の体質を知りセル
フケアに役立てましょう。1. 陰陽五行・気血水とは？五行体質チェックシート 2. 脈
診と体質別経絡マッサージ 3. お灸の種類と症状別のツボ、火を使わないお灸実習。
疲れの気になる方！どなたでもご参加いただけます。
筆
 記用具
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,000
1 1/20、1/22 1.陰陽五行・気血水とは？
12/18、3/18は教材費￥1,000
12/ 4、2/ 5 2.脈診と体質別経絡マッサージ
全1回
（水曜）
12/18、3/18 3.お灸の種類と症状別のツボ、火を使わないお灸実習
│62819－444－01 │10/24㈭│ 10：30～12：30
│62819－444－02 │11/7㈭│ 10：30～12：30 ① 10/24、2/10 世界のミックスハーブ＆スパイスのお話、ハーブソルトを作ります。
│62819－444－03 │1/16㈭│ 10：30～12：30 ② 11/ 7、3/ 9 ハーブ・スパイスの歴史のお話、ハーブバターを作ります。
コード
│62819－444－04 │2/10㈪│ 10：30～12：30 ③ 1/16、3/23 ハーブ・スパイスの取り入れ方について、ハーブチーズを作ります。
│62819－444－05 │3/9㈪ │ 10：30～12：30 毎回ハーブティーの試飲と安全な利用について学びます。
│62819－444－06 │3/23㈪│ 10：30～12：30
筆
（髪
 記用具、実習作成品持ち帰りの袋、ふきん、エプロン、マスク、三角巾
をとめるもの）
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥500～￥1,000
①
 ハーブソルト 10/24、2/10 ②ハーブバター 11/ 7、3/ 9
③ハーブチーズ 1/16、3/23
＊単発受講可能です。妊婦の方
（どの時期か？）
、アレルギーをお持ちの
（対象物）
は、事前にお知らせいただければ対応いたします。
方

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

福岡校

塩野 桂子

大分校

全1回
│62819－445－01 │11/4㈪│ 10：30～12：30
コード
│62819－445－02 │2/20㈭│ 10：30～12：30 ブルーな時期を快適に過ごすために、今の生活を振り返ってみませんか？この講座
女性のライフステージとハーバルライフ
では、女性ホルモンと月経、ライフステージと体の変化、衛生用品の素材など講師
受講料 ￥4,000－ 教材費なし
の体験談を交えながらハーブ、精油、フラワーエッセンスを紹介いたします。
筆
 記用具
妊
（どの時期か？）
、アレルギーをお持ちの方
（対象物）
は、事前に
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
 婦の方
お知らせいただければ対応いたします。
塩野 桂子
全1回

受講申込み
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

ブラッシュアップ講座

メディカルハーブコーディネーター

柏校

アロマテラピーアドバイザー

ハーバルセラピスト
シニアハーバルセラピスト

飯能校（薬香草園）

アーユルヴェーダアドバイザー
手作り石けん講座 応用科／基礎科

名古屋校 生活の木名古屋松坂屋店
&

052-242-2568（受付時間10：00〜20：00）
JR・名鉄・近鉄名古屋駅経由、
地下鉄・矢場町駅5番出口徒歩1分
名古屋松坂屋新南館 6F

名古屋の中心にある松坂屋南館の中にあり、環境にも恵まれた中でゆったりと通っていただけます。
ベテランの講師陣が一日講座から養成講座までサポートさせていただきます。是非、一度お越しください。
講座内容

アロマテラピー資格対応コース
講座説明会

福岡校

森田 洋子

広島校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

神戸校

AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会

アロマテラピーってなんだろう、精油ってどうやって使うのだろう…そんな皆さん
に「アロマテラピー」を感じて、体験していただく講座です。 自然の香りを楽しみ
ながら、心地よい時間を一緒に過ごしましょう。AEAJ の資格対応コースについても
併せてご説明いたします。
○アロマテラピーとは ○ルームフレッシュナー作り ○ AEAJ 資格対応コース説明
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500（税抜）
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、アロマを日常生活に役立てたい方、知
識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなたで
もご受講いただけます。
筆
 記用具
全1回
│61819－153－01 │12/27㈮│ 14：00～18：00
コード
│61819－153－02 │1/6㈪ │ 14：00～18：00 アロマテラピー検定 1 級合格後に、アロマテラピーアドバイザー認定に必要な知識
を学びます。
受講料 ￥4,759－ 教材費なし
○ AEAJ アロマテラピーアドバイザー認定講習会
・アロマテラピーアドバイザーについて
・アロマテラピー関連法規
・
（公社）
日本アロマ環境協会
（AEAJ）
について
○ AEAJ 資格対応コース講座説明会
（※ 説明会の参加は任意です）
・
 アロマテラピー検定試験1級合格の方。
筆
お持ちの方は「資格マニュアル」
（最新版）
、
機関誌「AEAJ」
（最新号）
 記用具、
履
 修証明書発行には本講習会カリキュラムを、同一日に全ての履修が必
全1回
要となります。

大阪校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│61819－026－01 │8/4㈰ │ 11：00～12：30
│61819－026－02 │8/16㈮│ 11：00～12：30
コード│61819－228－01 │10/23㈬│ 11：00～12：30
│61819－228－02 │1/14㈫│ 11：00～12：30
│61819－228－03 │2/2㈰ │ 11：00～12：30

名古屋校

アロマテラピー入門講座

静岡校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│61819－025－00 │8/20㈫│ 11：00～12：30
コード
│61820－227－00 │2/28㈮│ 11：00～12：30 ハーバルライフカレッジ各校におけるアロマテラピーアドバイザー、アロマブレンドデ
ザイナー、アロマハンドセラピスト、アロマテラピーインストラクター、アロマセラピ
受講料 無料 教材費なし
ストの各養成講座について詳しくご説明いたします。公益社団法人 日本アロマ環
境協会
（AEAJ）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメリット、講
座の特徴やカリキュラムの内容等、実際のテキストをお見せしながらお話します。
○アロマテラピーとは ○協会
（AEAJ）
について ○アロマハンドバス体験
○質疑応答
こ
 れからアロマの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等どなたでもご受講いただけます。
筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
全1回
合もありますがご了承下さい。

たまプラ丨ザ校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／講座説明会・入門講座・認定講習会

町田校

愛知県名古屋市中区栄3-16-1 名古屋松坂屋 南館6Fシスセット内

講座名／講師

宇都宮校

アロマテラピーインストラクター

仙台校

日本アーユルヴェーダ普及協会認定校
生活の木 ハンドメイドギルド認定校

アロマセラピスト
ハーバルプラクティショナー
日本のハーブセラピスト

札幌校

公益社団法人日本アロマ環境協会資格認定校
NPO法人日本メディカルハーブ協会認定校

原宿表参道校

│62819－433－01 │10/8㈫│ 10：30～12：30
コード
│62819－433－02 │2/8㈯ │ 10：30～12：30 すべての生物は、それぞれに「リズム」を持っています。この講座では、身体のリ
ズムにどんなものがあるのかについて学びます。自然のリズムの中で「月」のリズ
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,000
ムについて取り上げ、月と星座のパワーを味方につけて＊＊をするのに最適な時期
を知り、日々を豊かに過ごしましょう。
筆
 記用具、実習作成品お持ち帰り用の袋
妊
（どの時期か？）
、アレルギーをお持ちの方
（対象物）
は、事前に
 婦の方
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
お知らせいただければ対応いたします。クラフト作りで汚れが気になる
塩野 桂子
全1回
方はエプロンをお持ちください。
│62819－447－01 │12/19㈭│ 10：30～12：30
コード
│62819－447－02 │2/29㈯│ 10：30～12：30 あなた自身の現在の状態を知り、過去を振り返り、ご自身のテーマが何か気づける
セルフケアボックスを考える
ようにセルフチェックをします。評価を鑑みて、すぐ活用できるセルフケアボック
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,000～￥2,000 スをテーマに、メディカルハーブ、精油などを考えます。実習では、いざ！という
時のレメディー入スプレーを作ります。
メディカルハーブコーディネーター程度のハーブの知識、アロマ

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
テラピーアドバイザー程度の精油の知識をお持ちの方。
塩野 桂子
全1回
筆
 記用具
│62820－446－01│1/13㈪│ 10：30～12：30
コード
│62820－446－02│3/19㈭│ 10：30～12：30 小さなトラブルに対応してくれる「植物」や自然のパワーを紹介します。今回の主
知っておくと便利なキッチンファーマシー
人公は「野菜」
（メディカルハーブも使いますのでご安心ください）
実習を交えなが
自然療法こと始め
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,000
ら学びます。困った時、いざという時の使い方を知り、日常生活に役立てましょう。
筆
 記用具、タオル3、4枚
妊
（どの時期か？）
、アレルギーをお持ちの方
（対象物）
は、事前に
 婦の方
お知らせいただければ対応いたします。クラフト作りで汚れが気になる
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
方はエプロンをお持ちください。
塩野 桂子
全1回

月のリズム、
からだのリズム

スペシャルセミナー

講座名／講師

大分校
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー検定対策】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーアドバイザー養成講座

原宿表参道校

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座
土曜午前コース
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

札幌校

小板橋 里美

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座
水曜午前コース

仙台校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

小板橋 里美

宇都宮校

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座
日曜午前コース
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

松本 イズミ

柏校

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座
火曜2回コース

飯能校（薬香草園）

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

金田 順華

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座
金曜集中コース

町田校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

森田 洋子

9月期
コード
│
│ 61819－028－00
9/14 │ 9/21 │ 9/28 │ 10/5 │ 10/12 │ 10/19 暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザ
8/13まで
ーを目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
3月期
コード
│
│ 61820－157－00 活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
3/14 │ 3/21 │ 3/28 │ 4/4 │ 4/11 │ 4/18 生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
2/13まで
（1）
アロマテラピーとは
実習：スキンローション
受講料 ￥18,000－
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
（3）
基材とホームケア（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
全6回 10：30～12：30
（土曜）
（4）
アロマテラピーが心と身体に働くメカニズム 実習：ミツロウクリーム
9月期
コード
│
│ 61819－029－00（5）
健康学
（栄養・運動・睡眠・生活習慣病） 実習：クレイパック
9/11 │ 9/18 │ 9/25 │ 10/2 │ 10/9 │ 10/16 （6）
アロマテラピー関連法規・環境
実習：フレグランス
8/10まで
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
3月期
コード
│
│ 61820－155－00
定1、2級の合格を目指す方など、どなたでもご受講いただけます。
3/11 │ 3/18 │ 3/25 │ 4/1 │ 4/8 │ 4/15
2/10まで
筆
（￥2,400/
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
受講料 ￥18,000－
税抜）
、生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,000・￥2,000/税抜）
をご
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
用意下さい。
（各スクールで購入可）
2コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚。
全6回 10：30～12：30
（水曜）
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
9月期
コード
│
│ 61819－030－00
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
9/15 │ 9/22 │ 9/29 │ 10/6 │ 10/13 │ 10/20
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
8/14まで
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
3月期
コード
│
│ 61820－158－00
装で、爪は短く切りご参加されることをお勧めします。
3/15 │ 3/22 │ 3/29 │ 4/5 │ 4/12 │ 4/19
2/14まで
受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
全6回 10：30～12：30
（日曜）
9月期
コード
│
│ 61819－031－00
9/10 │ 10/1 │
8/9まで
3月期
コード
│
│ 61820－154－00
3/24 │ 4/7 │
2/23まで
受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
全2回 10：30～17：30
（休憩1時間）
（火曜）
9月期
コード
│
│ 61819－032－00
9/20 │ 10/4 │ 10/18 │
8/19まで
4月期
コード
│
│ 61820－156－00
4/3 │ 4/10 │ 4/17 │
3/2まで
受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
全3回 13：30～17：30
（金曜）

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマブレンドデザイナー養成講座

たまプラ丨ザ校

コード

│61819－232－00│

11/11 │ 11/25 │ 12/9 │ 12/23 │
精油を組み合わせてブレンドし、さまざまなシーンや目的に合ったオリジナルの香
アロマブレンドデザイナー養成講座
りを創作する能力を養いながら、AEAJ の認定する資格を目指します。講座では、54
月曜コース
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜） 種類の希釈精油を使用し、複数の演習を通して、ブレンドの知識や技術を楽しみな

静岡校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

小板橋 里美

アロマブレンドデザイナー養成講座
火曜コース

名古屋校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

松本 イズミ

がら創作し、その魅力を伝える力を培います。
○「精油のブレンド技術」を学ぶための基礎知識 ○香りの特徴をとらえる方法
○「香りのパレット」を作る
○ブレンド実習とクリエーション
○創作した香りを活かす
◯実習：ハーバル・アロマティック、
フローラルブーケ、
フゼア、
4711、
望郷の香りなど、
全4回 13：30～18：30
（月曜）各回のテーマに応じたブレンド演習を行います。
コード
│61819－233－00│
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

10/15 │ 10/29 │ 11/12 │ 11/26 │
取得予定の方
（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当
校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜）
※申込時・講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
筆
『AEAJ認定アロマブレンドデザイナー公式テキスト』
（￥2,000/
 記用具、
税抜）
、AEAJ会員カード 又は ハーバルライフカレッジ アロマテラピーア
ドバイザー養成講座 修了証
（申込時・講座初回に確認致します。コピー可）
※
（各演習時
 各自で作成する、演習時の希釈精油代は別途徴収となります
全4回 13：30～18：30
（火曜）
【全9種】￥100～￥500程度）

大阪校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマハンドセラピスト養成講座
AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座
祝日コース

神戸校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

松本 イズミ

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座
水曜コース

広島校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

小板橋 里美

福岡校

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座
月曜コース
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

松本 イズミ

大分校

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座
金曜コース
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

森田 洋子

コード│61819－035－02│9/16㈪│ 10：30～16：30
1 日完結のカリキュラムを通して、安全にアロマテラピーの知識を持ち、身の周り
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜） の方をはじめ、ボランティアや地域活動などにおいて、第三者にアロマハンドトリー
トメントを提供できる技術や能力を養いながら AEAJ が認定する資格を目指します。
○アロマハンドトリートメントとは
○アロマハンドセラピストのための解剖生理学
全1回
（休憩1時間）
（月曜）○アロマハンドトリートメントの準備と確認事項
○アロマハンドトリートメントの手技と手順
コード│61819－036－02│8/14㈬│ 10：30～16：30 ○実習：トリートメントオイル作成、相モデル実習
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜）
取得予定の方
筆
『AEAJ認定アロマハンドセラピスト公式テキスト』
（￥1,600/税抜）
、
 記用具、
大判の厚手バスタオル2枚
（60×120cm程度）
、ハンドタオル1枚
全1回
（休憩1時間）
（水曜）
コード│61819－235－00│10/21㈪│ 13：30～18：30
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜）

全1回
（月曜）
コード│61819－237－00│12/13㈮│ 13：30～18：30
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜）

全1回
（金曜）

受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ

※
 ハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、爪は短く
切ってご参加ください。
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

小板橋 里美

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

1 日完結のカリキュラムを通して、安全にアロマテラピーの知識を持ち、身の周り
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜） の方をはじめ、ボランティアや地域活動などにおいて、第三者にアロマハンドトリー
トメントを提供できる技術や能力を養いながら AEAJ が認定する資格を目指します。
○アロマハンドトリートメントとは
○アロマハンドセラピストのための解剖生理学
○アロマハンドトリートメントの準備と確認事項
全1回
（休憩1時間）
（月曜）○アロマハンドトリートメントの手技と手順
コード│61820－236－00│2/24㈪│ 13：30～18：30 ○実習：トリートメントオイル作成、相モデル実習
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜）
取得予定の方
筆
『AEAJ認定アロマハンドセラピスト公式テキスト』
（￥1,600/税抜）
、
 記用具、
大判の厚手バスタオル2枚
（60×120cm程度）
、ハンドタオル1枚

松本 イズミ

※
 ハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、爪は短く
切ってご参加ください。

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーインストラクター養成講座

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

小板橋 里美

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

小板橋 里美

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

森田 洋子

松本 イズミ

受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
10/23まで

全8回 13：30～19：30
（日曜）

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマセラピスト養成講座

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

アロマセラピスト養成講座
アドバンス
（学科）
土曜集中コース

小板橋 里美

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

小板橋 里美

小板橋 里美

福岡校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

広島校

アロマセラピスト養成講座
（実技）
土曜集中コース

神戸校

アロマセラピスト養成講座
（実技）
水曜集中コース

大阪校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

名古屋校

小板橋 里美

コード
│61819－238－00│
11/20 │ 12/11 │ 12/25 │ 1/8 │ 1/22 │ 2/5 トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
2/19 │ 3/4 │ 3/18 │ 4/1 │ 4/15 │ 4/29 より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
※11/20は14：30～16：30
（2h）
カリキュラムでは、ボディとフェイスを、骨格や筋肉などの解剖生理学や衛生学な
ど、セラピストとして人の身体に触れるうえで必要な基礎知識のほか、カルテの作
受講料 ￥157,500－ 教材費なし
成方法、コンサルテーション、ケーススタディーを通して学びます。
○コンサルテーション理論
○ボディフェイストリートメント理論
○解剖生理学
○顔面の皮膚科学
10/19まで
○衛生学
◯コンサルテーション実技
全12回 14：30～18：30
（水曜）○カルテ指導
○ケーススタディー
○実力テスト
コード
│61819－239－00│
11/23 │ 12/14 │ 12/21 │ 1/11 │ 1/25 │ 2/1
・
 AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者
2/15 │ 2/29 │ 3/14 │ 3/28 │ 4/11 │ 4/25
・アロマテラピーインストラクターコース受講中、または修了者
※11/23は14：30～16：30
（2h）
、
12/21は15：30～19：30
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版）
を事
 記用具、
前に各自でご用意頂きます。各スクールでもご購入可能です。
『アロマ
受講料 ￥157,500－ 教材費なし
セラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥3,500/税抜）
をご用意
下さい。
（各スクールで購入可）
※初回時にインストラクター必須履修科
目受講履歴を証明できる書類をお持ちください。
10/22まで
全12回 14：30～19：30
（土曜）
※
 早得対象の方は講座初日にご案内いたします。
コード
│61819－164－00│
12/18 │ 1/15 │ 1/29 │ 2/12 │ 2/26 │ 3/11 トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
3/25 │ 4/8 │ 4/22 │ 5/13 │ 5/27 │ 6/10 より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
6/24 │
カリキュラムでは、
ボディとフェイストリートメントを学びます。身体の触れ方から、
※6/24は14：30～19：00
（4.5h）
圧のかけ方、手技、立ち位置等、実技を通して習得します。
受講料 ￥262,000－
（伏臥位、仰臥位） ○応用
（伏臥位、仰臥位）
○ボディトリートメント基礎
（税抜）
教材費別 初回一括￥18,500
（基礎テクニック）
○フェイストリートメント手技
○クレンジング手技 肌 総合
○カルテ指導
○実技試験
○カルテ演習
（30症例の提出）
全13回 14：30～19：30
（水曜）
コード
│61820－163－00│
※
 AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者、アロマテラピーイン
1/18 │ 2/8 │ 3/7 │ 3/21 │ 4/4 │ 4/18
ストラクターコース受講中、または修了者、当校で新カリキュラム『ア
5/2 │ 5/16 │ 5/30 │ 6/13 │ 6/27 │ 7/11
ロマセラピスト養成講座アドバンス
（学科）
』受講中、または修了者
7/25 │
筆
記用具、
『アロマセラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥

※7/25は14：30～19：00
（4.5h）
3,500/税抜）
、実技に適した動きやすい服装
（ジーンズ、スカート不可）
、
受講料 ￥262,000－
室内用シューズ、ビニール袋、大判バスタオル1枚
（140×90cm）
、普通サ
（税抜）
教材費別 初回一括￥18,500
イズのバスタオル2枚、フェイスタオル2枚
爪
 を切ってご参加ください。※フェイストリートメント実技は別途持ち
物あり
（詳細は講座内でお伝えします）
全13回 14：30～19：30
（土曜）

静岡校

アロマセラピスト養成講座
アドバンス
（学科）
水曜集中コース

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

10/14まで
全8回 10：30～17：30
（休憩1時間）
（金曜）
コード
│61819－162－00│
11/24 │ 12/8 │ 12/22 │ 1/12 │ 1/26 │ 2/2
2/16 │ 3/1 │

＜実習＞1コマ目：筆記用具のみ
2コマ目：フェイスタオル・ビニール袋 1枚
初回にフェイス
7コマ目：バスタオル1枚・集中コース受講の方は、
タオル・ビニール袋1枚をお持ちください。
・
 7コマ目のフットトリートメント実習時は、爪を切って脚を出しやすい
服装でのご参加がお勧めです。
・早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。

町田校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
日曜集中コース

受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）

飯能校（薬香草園）

アロマテラピーインストラクター
養成講座
金曜集中コース

柏校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
土曜午前コース

コード
│61819－159－00│
11/6 │ 11/13 │ 11/20 │ 11/27 │ 12/4 │ 12/11 安全で正しく豊かなアロマテラピーが実践できるよう、専門家として指導できる知
12/18 │ 12/25 │ 1/8 │ 1/15 │ 1/22 │ 1/29 識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマテラピーインストラクター資格コースです。
2/5 │ 2/12 │ 2/19 │ 2/26 │
生活の木のオーガニック精油や基材を使用した実習を交え、アロマテラピーの活用
法や手作り化粧品について、準備、作製、使用、保管等をきめ細やかに学習します。
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）活用法の他にも、31 種類の精油や 12 種類の植物油について、実際に香りや使い心
10/5まで
地を試しながら、化学的な成分への理解も深めます。その他、解剖生理学や栄養学、
全16回 10：30～13：30
（水曜）生活習慣病、メンタルヘルスなど総合的に学び、アロマテラピーの専門家として、
正しい知識や利用法を指導できるよう、体系的に学習します。
コード
61819－160－00
│
│
11/9 │ 11/16 │ 11/23 │ 11/30 │ 12/7 │ 12/14
A
「アロマテラピーアドバイ
 EAJアロマテラピーアドバイザー有資格者、
12/21 │ 12/28 │ 1/11 │ 1/18 │ 1/25 │ 2/1
ザー養成講座」受講中又は修了者、受講期間中にアロマテラピー検定を
2/8 │ 2/15 │ 2/29 │ 3/7 │
受検予定の方。※アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちでない方は、
※12/21のみ11：30～14：30
受験ができないのでご注意ください。
（税抜）
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版・各校
 記用具、
10/8まで
で購入可）
『アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキ
全16回 10：30～13：30
（土曜）
スト
（共通カリキュラム編）
』
（￥2,500/税抜）
、
『アロマテラピーインストラ
コード
│61819－161－00│
クター公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥2,000/税抜）
、2019年改訂
11/15 │ 11/29 │ 12/6 │ 12/20 │ 1/10 │ 1/24
版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
（￥2,400/税抜）
をご用意下さい。
2/7 │ 2/21 │
（各スクールで購入可）

宇都宮校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
水曜午前コース

仙台校

全1回
（月曜）

札幌校

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座
祝日コース

講座内容

原宿表参道校

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座
月曜コース

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
コード│61820－234－00│3/9㈪ │ 11：00～17：00

スペシャルセミナー

講座名／講師

大分校
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／検定直前対策講座・試験直前対策講座

原宿表参道校

アロマテラピー検定直前対策講座
（1・2級）

札幌校

アロマテラピー検定直前対策講座
（1・2級）

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

金田 順華

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

松本 イズミ

仙台校

インストラクター試験直前対策講座

宇都宮校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

森田 洋子

インストラクター試験直前対策講座

柏校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

松本 イズミ

インストラクター試験直前対策講座
飯能校（薬香草園）

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

小板橋 里美

アロマセラピスト学科試験
直前対策講座

町田校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

小板橋 里美

│61819－046－00 │10/27 │ 13：30～18：00
コード
│61820－166－00 │ 4/26 │ 13：30～18：00 アロマテラピー検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑問
や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
受講料 ￥5,400－ 教材費なし
筆
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』をご用意
下さい。

全1回
（日曜）
│61819－047－00 │ 11/1 │ 10：30～16：00
コード
│61820－165－00 │ 5/1 │ 13：30～18：00
※11/1のみ休憩1時間
受講料 ￥5,400－ 教材費なし

1 級の試験には、2級の内容が含まれます。

全1回
（休憩1時間）
（金曜）

│ 受講生優待 │61819－048－01│
一般
│
│61819－048－02│
コード
│ 受講生優待 │61820－240－01│
一般
│
│61820－240－02│

9/6
9/6 出題範囲が広範なアロマテラピーインストラクター試験に向け、模擬試験形式で総
3/6 復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
3/6
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
『アロマテラピーインストラクター・
 記用具、
アロマセラピスト公式テキスト
（共通カリキュラム編）
』
、
『アロマテラピ
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
ーインストラクター公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
教材費なし
全1回 13：30～18：00
（金曜）
当
 校のアロマテラピーインストラクター養成講座の受講生は、受講料が
│ 受講生優待 │61819－049－01│ 9/8
優待価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
一般
│
│61819－049－02│ 9/8
コード
│ 受講生優待 │61820－168－01│ 3/8
一般
│
│61820－168－02│ 3/8
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
教材費なし
全1回 13：30～18：00
（日曜）

│ 受講生優待 │61819－125－01│ 9/14
コード
一般
│
│61819－125－02│ 9/14
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
教材費なし
全1回 13：30～18：00
（土曜）

│ 受講生優待 │61819－051－01│ 11/9㈯
一般
│
│61819－051－02│ 11/9㈯ 出題範囲が広範なアロマセラピスト学科試験に向け、模擬試験形式で総復習しま
コード
│ 受講生優待 │61819－052－01│ 11/13㈬ しょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
一般
│
│61819－052－02│ 11/13㈬
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
、
『アロマセラピスト公式テキスト
 記用具、
（独自カリキュラム編）
』をご用意下さい。
（各スクールで購入可）
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
教材費なし
当
（学科）
養成講座の受講生は、受講料が優待価格
 校のアロマセラピスト
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
全1回 14：30～17：30

たまプラ丨ザ校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／講座説明会・入門講座
メディカルハーブ資格対応コース
講座説明会

コード│61819－229－00│ 10/10 │ 11：00～12：30

ハーバルライフカレッジ各校における、メディカルハーブコーディネーター、ハー
ブ＆ライフコーディネーター、ハーバルセラピスト、シニアハーバルセラピスト、
ハーバルプラクティショナー、ホリスティックハーバルプラクティショナーの各養
成講座について詳しくご説明いたします。NPO 法人 日本メディカルハーブ協会
（JAMHA）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメリット、講座の
特徴やカリキュラム内容等、実際のテキストをお見せしながらお話します。
こ
 れからハーブの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等 どなたでもご受講いただけます。

受講料 無料 教材費なし

静岡校
生活の木Herbal Life College

名古屋校

スタッフ

メディカルハーブ入門講座

大阪校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

筆
 記用具
予
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場合
 約制
もありますがご了承下さい。

全1回
（木曜）
│61819－230－01 │10/8㈫│ 16：30～18：00
コード│61819－230－02 │10/17㈭│ 11：00～12：30 ハーブに興味があるけれど、何から学んだらよいのかわからない…そんな皆さんに
│61819－230－03 │10/25㈮│ 11：00～12：30「メディカルハーブの世界」を体験していただく講座です。ハーブの香りや色、風
味を楽しみながら、五感を通して心地よい時間を一緒に過ごしましょう。JAMHA 資
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500
（税抜）
格対応コースについても併せてご説明いたします。
○メディカルハーブとは ○ハーブティー試飲 ○ハーバルハンドバス
○ JAMHA プログラム説明
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、ハーブを日常生活に役立てたい方、
知識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなた
でもご受講いただけます。
筆
 記用具
全1回

神戸校

【メディカルハーブ検定対策】JAMHA資格対応コース／ハーブ＆ライフコーディネーター養成講座
ハーブ＆ライフ検定対応
ハーブ＆ライフコーディネーター
養成講座
木曜午前コース

広島校
福岡校

コード
│61819－172－00│
11/14 │ 11/21 │ 11/28 │ 12/5 │ 12/12 │ 12/19 「ハーブ＆ライフコーディネーター養成講座」は、
（NPO 法人）
日本メディカルハー
ブ協会が認定するハーブ＆ライフコーディネーター資格の取得を目指す方が、ハー
受講料 ￥18,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜） ブ＆ライフ検定試験に向け学ぶコースです。また、資格取得のみならず、身近なハー
ブやスパイスを生活の中で楽しく活用する為の基礎知識を習得したい方にもおすす
めのコースです。実習：ハーブ・スパイスティー、
ハーブ・スパイスソルト、
ハーブコー
ディアル、ハーバルバス、シューキーパー、ラベンダーバンドルズ
初
 めてハーブやスパイスについて学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、ハ
ーブ＆ライフ検定の合格を目指す方等、どなたでもご受講いただけます。
筆
（￥2,500/ 税抜）
 記用具、JAMHA 発行『ハーブ＆ライフ検定テキスト』
を事前に各自ご用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
小林 久恵
全6回 10：30～12：30
（木曜）

大分校
受講申込み
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ検定対策】JAMHA資格対応コース／メディカルハーブコーディネーター養成講座

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト

JAMHA認定ハーバルセラピスト

小林 久恵

受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
12/8まで

全6回 10：30～12：30
（木曜）

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルセラピスト養成講座

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／シニアハーバルセラピスト養成講座
│61819－176－00│

静岡校

コード

11/21 │ 12/5 │ 12/19 │ 1/9 │ 1/30 │ 2/13 ハーバルセラピストで触れた 30 種類のメディカルハーブの成分、有効性や安全性
JAMHA認定
3/5 │ 3/26 │ 4/9 │
等を、植物療法による疾病の予防という観点を中心に、より深く学びます。より専
シニアハーバルセラピスト養成講座
門的な知識を身につけたい方、講師として活躍の場を広げたい方におすすめです。
木曜集中コース
受講料 ￥144,000－
安全性と薬物相互作用
（1）
植物療法概論
（2）
治癒系と老化制御
（3）

たまプラ丨ザ校

（日曜）
9/19まで 全9回 13：30～17：30

町田校

松本 イズミ

受講料 ￥120,000－ 教材費別 初回一括 実習
費￥2,000
（税抜） テキスト代￥2,860
（税抜）

飯能校（薬香草園）

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト

柏校

コード
│61819－173－00│
11/19 │ 12/3 │ 12/17 │ 1/14 │ 1/28 │ 2/18 メディカルハーブを日常の健康維持・増進に役立てる為に必要な知識を、植物化学
3/3 │ 3/17 │ 3/31 │
や健康学・解剖生理学など、科学的・体系的な視点で広く学ぶ事ができる講座です。
資格取得だけでなく、知識に裏付けられたハーブの選択・活用法を身につけたい方
受講料 ￥120,000－
にもおすすめします。
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
（1）
メディカルハーブの歴史と今後の展望 （2）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅰ
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー テキスト代￥2,860
（税抜）
（3）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅱ
（4）
アロマテラピーの基礎知識
ハーバルプラクティショナー
10/18まで
（5）
メディカルハーブと精油の安全性 （6）
メディカルハーブ製剤 Ⅰ
今井 憲香
全9回 13：30～18：00
（休憩30分）
（火曜）
（7）
メディカルハーブ製剤 Ⅱ
（8）
代謝を助けるメディカルハーブ
コード
│61819－174－00│
生活習慣病の予防に役立つメディカルハーブ
（9）
ライフスタイルの改善とQOLの向上 （10）
11/14 │ 11/28 │ 12/12 │ 12/26 │ 1/16 │ 2/6 （11）
外敵から身体を守るメディ
カルハーブ
（12）
ストレス対策と心身症の予防に役立つメディカルハーブ
JAMHA認定
2/20 │ 3/12 │ 4/2 │
（13）
女性のためのメディカルハーブ
（14）
若さを保つメディカルハーブ
ハーバルセラピスト養成講座
※2/20のみ14：30～19：00
（休憩30分）
キッチンファーマシー（わが家の台所薬局）
（15）
五感の刺激とメディカルハーブ
（16）
木曜集中コース
（17）
ハーバルライフのデザイン
（18）
自然治癒力を高めるライフスタイル及び修了式
受講料 ￥120,000－
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルセラピスト資格の取得
（税抜） テ
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
を目指す方等、コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー キスト代￥2,860
（税抜）
講いただけます。
ハーバルプラクティショナー
10/13まで
小林 久恵
全9回 13：30～18：00
（休憩30分）
（木曜）
筆
 記用具
コード
│61819－175－00│
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。ハーバルセラピスト養
10/20 │ 11/10 │ 12/15 │ 1/19 │ 2/23 │ 3/15
成講座の修了には、各資格対応コース全18回中13回以上の出席、全9回
JAMHA認定
3/22 │ 4/5 │ 4/19 │
中7回以上の出席が必須となります。※テキストは講座初回に受付カウン
ハーバルセラピスト養成講座
※2/23のみ14：30～18：30
ターにてご購入いただきます。
日曜集中コース

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
火曜集中コース

宇都宮校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

仙台校

白鳥 よう子
メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
木曜午前コース

札幌校

松本 イズミ
メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
火曜集中コース

コード
│61819－171－00│
12/8 │ 12/15 │ 12/22 │ 1/12 │ 1/19 │ 1/26 暮らしに役立つ、メディカルハーブの基礎知識を学び、メディカルハーブコーディ
ネーターを目指しませんか？ご自身の美容や健康の為、家族・友人と楽しむ為など、
受講料 ￥18,000－
生活にすぐに活かせるハーブの活用術を実習も交えて楽しく学びます。メディカル
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
ハーブ検定の試験範囲に対応したカリキュラムです。
（1）
メディカルハーブの世界
実習：ハーブティー
11/7まで
（2）
メディカルハーブの歴史
実習：ペパーミントの温湿布
（日曜）
全6回 10：30～12：30
（3）
メディカルハーブの効果と仕組み 実習：セントジョンズワート浸出油作り
コード
│61820－169－00│
（4）
ハーブのプロフィール
実習：エキナセアチンキ作り
1/7 │ 1/21 │ 2/4 │
（5）
メディカルハーブの活用法
実習：セントジョンズワートの軟膏作り
（6）
症状別メディカルハーブ
実習：マルベリーとカモミールのゴマージュ作り
受講料 ￥18,000－
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、メディ
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
カルハーブ検定の合格を目指す方等、どなたでもご受講いただけます。
12/6まで
全3回 13：30～17：30
（火曜）
筆
（￥2,800/税抜）
』
 記用具、JAMHA発行『メディカルハーブ検定テキスト
を事前に各自ご用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。
コード
│61820－170－00│
1/9 │ 1/16 │ 1/23 │ 1/30 │ 2/6 │ 2/13
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。

原宿表参道校

メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
日曜午前コース

スペシャルセミナー

講座名／講師

（税抜）
教材費別 初回一括テキスト代￥4,200

1/13まで
（休憩30分）
（金曜）
全4回 13：30～18：00

コ
 ース修了には、全7コマ中5コマ以上の出席が必須となります。
※『日本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に受付カウ
ンターにてご購入いただきます。
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

大分校

今井 憲香

福岡校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

広島校

8月期
コード
│
│ 61819－063－00
8/22 │ 8/29 │ 9/5 │ 9/12 │ 9/19 │ 9/26 日本のハーブを歴史的・科学的に深く学ぶことに加えて、日本で用いられてきた30
10/3 │
種のメディカルハーブと、身近に目にすることのある16種の有毒植物についても知
7/21まで
識を習得できます。日本で利用されてきたハーブの特徴や有用性、さらに法制度と
2月期
コード
│
│ 61820－178－00 安全性を理解し、正しい知識をもってご自身や家族の健康維持・増進に役立てられ
2/27 │ 3/5 │ 3/12 │ 3/19 │ 3/26 │ 4/2 るようになります。
4/9 │
（1）
日本のメディカルハーブの歴史
（2）
くらしの中のメディカルハーブ
1/26まで
（3）
民族のハーブと地域のハーブ
（4）
法制度と安全性
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 受講料 ￥56,000－
（5）
日本のメディカルハーブの活用（自然観・四季）
ハーバルプラクティショナー
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
（6）
日本のメディカルハーブの活用（不調・トラブル）
小林 久恵
全7回 10：30～12：30
（木曜）
（7）
民間療法と具体的な日本のメディカルハーブの利用
コード
│61820－179－00│
日
 本のハーブの知識を深めたい方、日本のハーブセラピスト資格の取得
2/14 │ 2/28 │ 3/13 │ 3/27 │
JAMHA認定
を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
※3/27のみ13：30～15：30
（休憩なし）
日本のハーブセラピスト養成講座
講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格者○日
金曜集中コース
本のハーブセラピスト養成講座7コマ中5コマ以上修了
受講料 ￥56,000－
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
筆
 記用具※『日本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に
受付カウンターで購入可能
（￥2,700
（税込）
）

JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座
木曜午前コース

神戸校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／日本のハーブセラピスト養成講座

大阪校

小林 久恵

名古屋校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

（4）
調製と植物製剤学
（5）
消化器系の植物療法Ⅰ （6）
消化器系の植物療法Ⅱ
（7）
循環器系の植物療法Ⅰ （8）
循環器系の植物療法Ⅱ （9）
呼吸器系の植物療法
（10）
代謝性疾患の植物療法 （11）
神経系の植物療法
（12）
内分泌系の植物療法
妊娠と出産、小児科領域の植物療法
（13）
免疫系の植物療法
（14）
植物美容法
（15）
（16）
生活習慣病と高齢者の植物療法 （17）
ケーススタディー
（18）
論文発表、修了式
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、シニアハーバルセラピスト資格
の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたで
もご受講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格
者 ○シニアハーバルセラピスト養成講座
（旧：ハーバルプラクティショ
ナー植物療法科）
（18単位／ 36時間）
修了
筆
 記用具、指定書籍『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年改訂新版）
』
（東京堂出版・￥3,200/税抜）
を各自ご用意ください。
※『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019年改
訂版）
は講座初回に受付カウンターで購入可能。
10/20まで
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全18
全9回 13：30～18：00
（休憩30分）
（木曜）
回中13回以上の出席、全9回中7回以上の出席、論文の提出と発表が必須。

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルプラクティショナー養成講座
コード

│61820－177－00│

原宿表参道校

1/23 │ 2/27 │ 3/19 │ 4/16 │ 5/28 │ 6/25 植物療法でよく使用される 40 種類のメディカルハーブの成分、有効性、安全性等を、
JAMHA認定
植物化学の観点から学びます。化学の知識を深化させる事により、専門的かつ論理
ハーバルプラクティショナー養成講座 7/23 │ 8/20 │ 9/24 │
的にハーブを扱えるプロフェッショナルを目指します。
木曜集中コース
受講料 ￥144,000－
（1）
化学の基礎Ⅰ
（2）
化学の基礎Ⅱ
（3）
序論・生合成
教材費別 テキスト代￥1,000
（税抜）

札幌校
仙台校
宇都宮校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

小林 久恵

（4）
糖質
（5）
脂質
（6）
芳香族化合物Ⅰ
テルペノイド・ステロイドⅠ
（7）
芳香族化合物Ⅱ
（8）
芳香族化合物Ⅲ
（9）
（10）
テルペノイド・ステロイドⅡ （11）
テルペノイド・ステロイドⅢ
（12）
アルカロイドⅠ
アルカロイドⅢ、
その他の物質 （15）
機能性天然物質Ⅰ
（13）
アルカロイドⅡ
（14）
（16）
機能性天然物質Ⅱ
（17）
機能性天然物質Ⅲ
（18）
論文発表、修了式
メディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルプラクティショ

ナー資格の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、
どなたでもご受講いただけます。※試験受験条件：○シニアハーバルセラ
ピスト有資格者○ハーバルプラクティショナー養成講座
（旧：ハーバルプ
ラクティショナー植物化学科）
（18単位／ 36時間）
修了
筆
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データー
（2016年
 記用具、
改訂新版）
（東京堂出版・￥3,200/税抜）
』
『薬学生のための天然物化学テ
キスト
（廣川書店・￥4,500/税抜）
』を各自ご用意ください。※『メディカ
ルハーブ植物化学科テキスト』は講座初回に受付カウンターで購入可能。
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全18回中
13回以上の出席、全9回中7回以上の出席、論文の提出と論文発表が必須。
12/22まで
全9回 13：30～18：00
（休憩30分）
（木曜）

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／検定直前対策講座
メディカルハーブ検定直前対策講座

柏校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト

松本 イズミ

飯能校（薬香草園）

メディカルハーブ検定直前対策講座

│61819－065－00 │ 8/18 │ 10：30～13：30
コード
│61820－242－00 │ 2/23 │ 10：30～13：30 メディカルハーブ検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑
問や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
受講料 ￥3,600－ 教材費なし
筆
 記用具、メディカルハーブ検定テキスト
全1回
（日曜）
│61819－066－00 │ 8/8 │ 10：30～13：30
コード
│61820－241－00 │ 2/20 │ 10：30～13：30
受講料 ￥3,600－ 教材費なし

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

全1回
（木曜）

小林 久恵

町田校
たまプラ丨ザ校

│ 受講生優待 │61819－067－01│ 11/4
コード
一般
│
│61819－067－02│ 11/4 出題範囲が広範なハーバルセラピスト試験に向け、
模擬試験形式で総復習しましょう。
ハーバルセラピスト試験直前対策講座
試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
筆
（2019年改訂版）
 記用具、ハーバルセラピストコース・テキスト
教材費なし
シニアハーバルセラピスト
当
（￥
 校のハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
松本 イズミ
全1回 13：30～18：00
（月曜）
15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
│ 受講生優待 │61819－068－01│ 11/7
コード
一般
│
│61819－068－02│ 11/7

ハーバルセラピスト試験直前対策講座

受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 教材費なし
ハーバルプラクティショナー

小林 久恵

全1回 13：30～18：00
（木曜）

静岡校
名古屋校

│ 受講生優待 │61819－069－01│ 10/31
コード
一般
│
│61819－069－02│ 10/31 出題範囲が広範なシニアハーバルセラピスト試験に向け、模擬試験形式で総復習し
シニアハーバルセラピスト試験
ましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
直前対策講座
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019
 記用具、
教材費なし
年改訂版）
、
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年
改訂新版）
（東京堂出版）
』
当
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
 校のシニアハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価
ハーバルプラクティショナー
格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
全1回
13
：
30～18
：
00
（
木曜）
小林 久恵

大阪校

│ 受講生優待 │61819－070－01│ 10/25
一般
│
│61819－070－02│ 10/25 広範な出題範囲を持つ、日本のハーブセラピスト試験の最終仕上げに、模擬試験形式
コード
│ 受講生優待 │61820－181－01│ 4/24 で総復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
一般
│
│61820－181－02│ 4/24
筆
 記用具、日本のハーブセラピストコース・テキスト
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
当
 校の日本のハーブセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 教材費なし
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
ハーバルプラクティショナー

日本のハーブセラピスト試験
直前対策講座

今井 憲香

神戸校
広島校

全1回 13：30～16：30
（金曜）
│ 受講生優待 │61819－124－01│ 10/24
コード
一般
│
│61819－124－02│ 10/24 出題範囲が広範なハーバルプラクティショナー試験に向け、模擬試験形式で総復習
ハーバルプラクティショナー試験
しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
直前対策講座
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
『メディカルハーブ植物化学科テキスト』
、2016年改訂新版『メ
 記用具、
教材費なし
ディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（東京堂出版）
』
『薬学生
のための天然物化学テキスト
（廣川書店）
』
当
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
 校のハーバルプラクティショナー養成講座の受講生は、受講料が優待
ハーバルプラクティショナー
価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
全1回
13
：
30～18
：
00
（
木曜）
小林 久恵

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／講座説明会・入門講座
アーユルヴェーダ入門講座

福岡校
大分校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│61819－247－01 │ 11/25 │ 10：30～12：30
コード
│61819－247－02 │ 12/9 │ 10：30～12：30 アーユルヴェーダの基礎からスカルプケアの実習を体験します。JAPA 認定コース
やスリランカのアーユルヴェーダについてご紹介します。アーユルヴェーダに興味
受講料 ￥3,000－ 教材費なし
のある方には是非オススメする講座です。
◯アーユルヴェーダとは
◯スカルプケアトリートメント実習
◯ JAPA 資格対応コース説明 ◯スリランカのアーユルヴェーダについて
筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。
＊スカルプケアトリートメント実習では、トニックローションを頭皮に
使用します。
全1回
（月曜）
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アーユルヴェーダ】JAPA認定アーユルヴェーダアドバイザー講師養成講座

【手作り石けん】生活の木ハンドメイドギルド認定コース／入門講座
│61819－231－01 │10/28㈪│ 13：30～15：30

│61819－231－05 │3/27㈮│ 10：30～12：30

生活の木Herbal Life College

スタッフ

受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,200
（税抜）
全1回

筆
（メガネでも可）
 記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、あればゴーグル
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
加下さい。

宇都宮校

61819－231－02 │11/19㈫│ 10：30～12：30 10/28
（月）シアバターのしっとりソープ 11/19
（火）ニューイヤーゆずソープ
ハンドメイドギルド手作り石けん入門講座 コード│
│61819－231－03 │1/21㈫│ 10：30～12：30 1/21
（火） ひな祭りソープ
2/25
（火） さくらソープ
1日体験コース
│61819－231－04 │2/25㈫│ 10：30～12：30 3/27
（金） ネロリソープ

仙台校

5000年の歴史をもつ東洋の伝承医学「アーユルヴェーダ」の基礎的な知識と生活に
役立つ知恵を実習を交えながら楽しく学びます。
（1）
アーユルヴェーダの歴史と哲学
（2）
体質別の新生活術Ⅰ
（3）
体質別の新生活術Ⅱ
（4）
トリートメントの基礎知識
（5）
スリランカ式アーユルヴェーダ/アーユルヴェーディックハーブ
（6）
認定試験/試験解説/修了書授与
筆
（BAB ジャパン・￥1,600/税抜）
 記用具、書籍『癒しのアーユルヴェーダ』
（各スクールでもご購入いただけます。
）
※2回目のみフェイスタオル2枚。
※全2回コースはカリキュラムの順番が異なります。
4 回目はハンドトリートメントの実習を行いますので、腕を出しやすい服
装にてご参加下さい。また、つめは短く切ってご参加されることをお勧
全2回 11：00～18：00
（休憩1時間）
（月曜）
めいたします。

受講料 ￥24,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,100

札幌校

SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

野口 千鶴

コード
│61820－182－00│
1/27 │ 2/10 │

原宿表参道校

JAPA認定
アーユルヴェーダアドバイザー
養成講座

スペシャルセミナー

講座名／講師

【生活の木ハンドメイドギルド認定コース】ハンドメイドギルド手作り石けん講座 基礎科／応用科
│61819－183－00│

│61819－186－01 │10/22 │ 10：30～12：00
コード

② 2/4
（火）

おしゃれなガラス容器に色とりどりのハーブを詰め込み、可愛い小
花や木の実、スパイスを春のガーデンのようにアレンジしましょう。
①
 ピンセット・はさみ・木工用ボンド・持ち帰り袋
②ピンセット・はさみ・スプーン・持ち帰り袋

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

石橋 あち子

受講申込み
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

大分校

Check!

福岡校

全1回
（火曜）
│61819－187－01 │11/8㈮│ 14：00～15：30
コード
│61819－187－02 │12/3㈫│ 10：30～12：00 ① 11/8
（金） 幸せのシンボルくるみを、スパイスや木の実で可愛くアレンジしリボ
季節のハーブアレンジ手作りレッスン
ンでつるして、そのまま飾れる白いスタンドのお土産付きです。クリ
①クリスマスのくるみチャーム
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,500～￥3,000
スマスのオーナメントにも。
②羽子板のお正月飾り
② 12/3
（火） 新年の始めを彩る羽子板のお正月飾り。ベースの羽子板にお花や香る
スパイスをアレンジし光沢のある水引やタッセルをあしらい、モダン
シックな羽子板を作りましょう。
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
①
 ②はさみ・ピンセット・木工用ボンド・持ち帰り袋
石橋 あち子
全1回

広島校

│61819－186－02 │ 2/4 │ 10：30～12：00 ① 10/22
（火） ベースのキャンドルにローズバッズやローズペタルを散りばめ、ア
花と香りのライフスタイルレッスン
ロマの魔法をかけましょう。クラッシックなインテリアキャンドルが
①ローズのロマンティックキャンドル 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,500～￥3,000
できあがります。
②春待ちモイストポプリ

ƒ受講申し込みはP141へ

神戸校

アロマ･ハーブ講座

大阪校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

名古屋校

ハンドメイドギルド
ソープデコレッスン

静岡校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│61819－245－01 │ 11/18 │ 10：30～12：30
コード│61819－245－02 │ 1/13 │ 10：30～12：30 11/18
（月）リース作り
1/13
（月）メモスタンド
3/16
（月）フラワーガーデン
│61819－245－03 │ 3/16 │ 10：30～12：30
ア
 ロマクラフト作り初心者の方、アロマテラピーやハーブを勉強された
方、手作りを楽しみたい方など、どなたでも
受講料 ￥3,000－
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
筆
 記用具
オリジナルブレンド精油・シリコーン型付
全1回
（月曜）
│61819－185－01 │ 10/14 │ 10：30～12：30
コード│61819－185－02 │ 12/16 │ 10：30～12：30 10/14
（月） 宝石ソープ
│61819－185－03 │ 2/17 │ 10：30～12：30 12/16
（月）クリスマスソープ
2/17
（月） 季節の和菓子ソープ
受講料 ￥3,000－
デ
 コレーション石けんにご興味のある方。どなたでも。
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
全1回
（月曜）
エ
 プロン、筆記用具

たまプラ丨ザ校

ハンドメイドギルド
アロマストーンレッスン

町田校

クラフト/アート

飯能校（薬香草園）

作り。毎回違ったベーシックソープを作りながら、石けん作りを楽しみます。※講
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,850
座終了後5回以上出席された方に、基礎科修了書を発行致します。
3回目の精油代 6回目の教材費は別途徴収いた（1）
石けんについて
実習：オリーブ100％石けん
します。
（2）
植物油について
実習：肌をいたわるしっとりソープ
（3）
精油について
実習：オリジナルの香りソープ
（4）
ハーブの効果と活用
実習：カモマイル&カレンデュラハーブのはちみつソープ
（5）
製法の種類
実習：ホットプロセスソープ
（6）
卒業制作
エ
（メガネでも可）
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
生活の木Herbal Life College
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
加藤 真由美
全6回 10：30～12：30
（月曜）
加下さい。
コード
│61819－184－00│
生活の木ハンドメイドギルド認定コース 10/4 │ 11/8 │ 12/13 │ 1/17 │ 2/14 │ 3/13 手作り石けん講座（基礎科）を終了した方のためのレッスン。石けんに慣れ、石け
ん作りの新しい製法にチャレンジしませんか？楽しみながら石けん作りをじっくり
手作り石けん 応用科
受講料 ￥24,000－
学び、
毎回作成する度に完成度がアップする納得の講座です。石けん講座（応用科）
（税抜）
教材費別 初回一括￥8,476
修了者対象。※講座終了後5回以上出席された方に、応用科修了書を発行致します。
6回目の教材費は別途徴収いたします。
（1）
石けん概要
実習：椿＆ヘナソープ
（2）
油脂総論
実習：ローズヒップソープ
（3）
油脂各論
実習：ベジタブルエキスソープ
（4）
石けんのデザイン 実習：アートソープ
（5）
液体石けん
実習：リキッドソープ
（6）
卒業制作
生活の木ハンドメイドギルド認定「手作り石けん基礎科」卒業生対象

エ
（メガネでも可）
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
生活の木Herbal Life College
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
加藤 真由美
全6回 10：30～12：30
（金曜）
加下さい。

柏校

コード

生活の木ハンドメイドギルド認定コース 10/7 │ 11/11 │ 12/2 │ 1/6 │ 2/3 │ 3/2 「石けんをかえたら肌も変わった」毎日に使うものだから、安心･安全な石けんを自
分で手作りしましょう！ハーブ精油･植物油を使用したナチュラルでやさしい石けん
手作り石けん 基礎科
受講料 ￥18,000－

スペシャルセミナー

講座名／講師

原宿表参道校

アロマテラピーで
ヘルシー＆ビューティーに
①自律神経編
②女性のお悩み編
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

石原 真記

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│61819－188－01 │ 11/18 │ 14：30～16：00
コード
│61819－188－02 │ 2/17 │ 14：30～16：00 香りを嗅ぐだけでなく、プチ不調のケアにも役立つアロマテラピー。
① 11/18
（金）
【自律神経編】心と身体のバランスをとるアロマ
受講料 ￥3,000－ 教材費別 各回￥1,000
② 2/17（月）
【女性のお悩み編】女性の身体の仕組みを知り、女性のお悩みに寄り添うアロマ
※毎回あなたに合わせたアロマクラフトのお持ち帰りつき
筆
 記用具

札幌校
仙台校
宇都宮校
柏校

全1回
（月曜）
│61819－189－01 │10/7㈪│ 14：00～16：00
コード
│61819－189－02 │1/31㈮│ 13：30～15：30 色と香りを通じて、自分を知り健康になる「自然療法」を体験しましょう。
好きな色からわかる
・色相関
（色の関係）
で見る心の位置 ・ご自身の性格と体質
（四季体質論）
あなたのアロマ、
身体、
暮らしのリズム 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,650
・色でみる精油の成分
・色と身体の部位
〜自然律療法 1day講座〜
・色と香りのイメージワーク
・一日、一年、四季と人生の色の移ろいと暮らしのリズム
色と香りのカウンセラー
筆
 記用具
石山 松江
全1回
61819－190－01 │11/5㈫│ 10：30～12：30
│
コード
│61819－190－02 │3/23㈪│ 13：30～15：30 自分を応援してくれる色で、自分だけのお守り。癒しのアイテム作りを楽しみましょう。
癒しのオルゴナイトを作ろう
（1）
オルゴナイトについて
〜自分のカラーで作るパワーアイテム〜 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥3,300（送料別）
＊オルゴナイトとは：オルゴナイトの歴史＊自然エネルギ－とは＊作り方と注意点
（2）
カラ－ボトルカウンセリングであなたを応援してくれる色を見つけ、作品のメイ
ンカラ－として作ります。
レ
 ジン利用のためレジンアレルギ－で無い方。
筆
（汚れても大丈夫なもの）
色と香りのカウンセラー
 記用具・エプロン
石山 松江
全1回
作
（送料はお客様ご負担となります。
）
 品は後日配送にてお届けします。
│61820－191－01 │2/16㈰│ 10：30～12：30
コード
│61820－191－02 │3/30㈪│ 10：30～12：30（1）
生年月日からマヤ暦による本来の使命、人生の色の周期を読み解きます。
マヤ暦と共に楽しむ色と香り
（2）
カラ－ボトルカウンセリングであなたを応援する色と香りのアドバイス
〜自分を知る気づきの講座〜
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,650
（3）
あなたにお勧めの精油でアロマクラフト作り。
筆
 記用具
色と香りのカウンセラー
占
自己を知る『気づき』の機会として下さい。
 いを目的とするのではなく、
全1回

石山 松江

飯能校（薬香草園）

自然を楽しもう！
身近な植物で草木染め体験
①秋冬に？！びわの葉染め
②春色のタンポポ
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

町田校

岩本 みゆき

冬に活躍する植物パワー！！
①まるごと柚子の石けん
②神の食べ物カカオ豆

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

│61819－192－01 │11/17㈰│ 10：30～12：30
コード
│61819－192－02 │3/20㈮│ 13：30～15：30 日本ならではの季節のハーブを使った草木染め。秋から初春の植物の力で染め物体験。
① 11/17
（日） 健康や肌に良いとされるびわの葉。秋から冬のパワーで染めるスカーフ
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,500
を身につけよう。
② 3/20
（金祝） 春は多くの植物が目覚めます。見慣れた植物で染めを体験。
色もきれいなタンポポの花色のエコバックでお出かけしよう。
エ
 プロン、ハンドタオル、持ち帰り用の袋、筆記用具
全1回
染
 液を使いますので受講時は作業しやすい服装・靴でご参加ください。
│61819－193－01 │12/1㈰│ 13：30～15：30
コード
│61819－193－02 │1/13㈪│ 14：30～16：30 冬至の柚子やバレンタインのカカオ豆を使ったクラフト作りです。
① 12/1
（日） 皮・実・種、全て使える万能植物「柚子」を丸ごと使った、乾燥肌
受講料 ￥3,000－
にやさしい石鹸を作ります。
教材費別 ②￥2,000 ②￥1,500
② 1/13
（月祝）近年注目されているカカオ豆から作るチョコレート。歴史や不思議な
魅力に注目！カカオ豆からチョコを作ります。
①
 エプロン、ゴム手袋、マスク、ゴーグルorメガネ、ハンドタオル、持
ち帰りの袋 ②ハンドタオル、持ち帰りの袋

静岡校
名古屋校

①
（長袖）
で参加をお願いします。
 薬品を使用します。作業しやすい服装
全1回
熟成までに1 ヶ月かかります。
│61820－194－01 │2/11㈫│ 10：30～12：30
コード
│61820－194－02 │3/1㈰ │ 10：30～12：30 香る植物標本や釘を使わない曼荼羅作りを体験してみましょう。
香って作って、
アロマクラフトタイム！
① 2/11
（火祝） ドライハーブ・パワーストーン
（さざれ石）
をコラージュし素敵な香
①ハーバリウムアロマサシェ
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,500
りをつけたら、自分だけのアロマサシェの出来上がり！
②香りのコスモサークル
② 3/1
（日）
釘を使わない糸かけ曼荼羅。糸をくるくる巻きつけ香りをつけたら
オリジナルコスモサークルの出来上がり！！
定
 員数①4名 ②6名
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
持
 ち帰り用の袋
岩本 みゆき
全1回

岩本 みゆき

大阪校

アロマとカラーメッセージの
アレンジワーク
①楽しい秋
②情熱クリスマス
③バレンタイン
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

岡 るり

神戸校

アロマのアニマルボールペン作り
2020・干支のねずみペンを作ろう
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

岡 るり

│61819－195－01 │10/28㈪│ 10：30～12：30
コード│61819－195－02 │11/17㈰│ 13：30～15：30 ① 10/28
（月） 秋…オレンジ
（人が集まる色）
をメインに、楽しげな卓上リースを作
│61819－195－03 │1/28㈫│ 10：30～12：30
ります。
② 11/17
（日） クリスマス…レッド
（情熱の色）
をメインに、インパクトのあるモダン
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,500～￥3,000
なリースを作ります。
③ 1/28
（火） バレンタイン…ローズ
（愛情豊かな色）
をメインに可愛いハートのデス
クオーナメントを作ります。
グ
（家にあれば）
、持ち帰り袋
（たて25cm横25cmサイズが入るく
 ルーガン
らいの袋）
全1回
コード│61819－196－00 │12/2㈪│ 14：00～16：00
石けん水で濡らして固めると、まとまる羊毛フェルト。羊毛フェルトで可愛い干支
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,000
モチーフ「ねずみ」を作り、キャップ式ボールペンにアレンジします。完成後はア
ロマを数滴つければ、書く度に手元から香る自分だけのペンです。毎日手放せなく
なります。
ハ
 サミ、ハンドタオル
全1回
（月曜）
│61819－197－01 │ 11/26 │ 10：30～12：00

広島校

コード
│61819－197－02 │ 3/10 │ 13：30～15：00 初心者の方でも簡単に、ジェルとソイの 2 層の可愛いボタニカルアロマカップ作り
アロマでリラックスキャンドルレッスン
が学べます。草花などのドライパーツ数種類と、癒しの香りエッセンシャルオイル
火を灯さないボタニカルアロマカップ 受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,800
をチョイスできます。火を灯さない、飾っても贈っても素敵なキャンドルです。

AEAJ認定アロマセラピスト

尾崎 康子

福岡校
大分校
受講申込み

全1回
（火曜）
│61819－198－01 │10/26㈯│ 10：30～12：00
コード
│61819－198－02 │3/2㈪ │ 13：30～15：00 チャクラは身体にある大きなツボ。そのチャクラがバランスよく回転していると身
チャクラ香水作り
体・感情・精神は健康でいられます。
知識としてだけでなく、
ご自分のチャクラを感じ、
〜チャクラを感じバランスを整える〜 受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,300
バランスが崩れがちなチャクラに対応する精油をご自身で探り出します。世界に一
つしかないあなただけのチャクラ香水を作りませんか。
AEAJ認定アロマセラピスト
筆
 記用具、ハンカチ
おりた 紀永
全1回
61820－199－01 │2/11㈫│ 13：30～15：30
│
コード
│61820－199－02 │3/2㈪ │ 15：30～17：30 人のこころは日々の中で変化をしています。物事がうまくいく時は、人のこころは”
私の幸せを引き出す
幸せ” を感じています。あなたが幸せと感じた瞬間をアロマ香水と、好きな写真や
アロマ＆アートセラピー
受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥1,500
切り抜きを貼ったコラージュを作ります。それを見たり、香りを身につけることで、
〜いつでも幸せを感じる香水＆コラージュ〜
これからのあなたを幸せに導きます。
筆
 記用具、のり、ハサミ雑誌・・好きな写真、魅かれる写真や絵が掲載
AEAJ認定アロマセラピスト
されているもの。パソコンから印刷したものでもOK ※一部ご用意がご
ざいますが、特に使われたいものがあればぜひお持ちください。
おりた 紀永
全1回

ƒ受講申し込みはP141へ

99

＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

町田校
たまプラ丨ザ校

静岡校
名古屋校
大阪校
神戸校
広島校
福岡校
大分校
受講申込み

100

飯能校（薬香草園）

ƒ受講申し込みはP141へ

最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

柏校

Check!

宇都宮校

講
 座前日までに生誕年月日時分、生誕場所をお伝えください。妊婦の方
（どの時期か？）
、アレルギーをお持ちの方
（対象物）
は、事前にお知らせ
全1回
（火曜）
いただければ、対応いたします。
61819－206－01 │11/3㈰│ 13：30～15：30
│
コード
│61819－206－02 │3/6㈮ │ 10：30～12：30 自然や社会のリズムとあなたのリズムは合っていますか？「月」の一か月の中で、
月のリズム、
からだのリズム
ダイエットやデトックスに最適な時期があるのをご存知ですか？あなたの身体とこ
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,000程度
ころにもリズムが存在します。講座では、さまざまな生体リズムをよく知り、より
よく過ごす知恵を学びます。
筆
 記用具、実習作成品お持ち帰り用の袋
妊
（どの時期か？）
、アレルギーをお持ちの方
（対象物）
は、事前に
 婦の方
お知らせいただければ対応いたします。クラフト作りで汚れが気になる
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
全1回
方はエプロンをお持ちください。
塩野 桂子
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

塩野 桂子

仙台校

全1回
│61819－203－01 │1/31㈮│ 10：30～12：30
コード
│61819－203－02 │3/3㈫ │ 10：30～12：30 相手の手をとり、呼吸を合わせてから始める、ヒーリング効果の高いペアハンドト
ヒーリング ハンドトリートメント
リートメントです。手の反射区を知り、チャクラも意識しながら行います。
〜サトルアロマテラピー ハンド編〜 受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥1,500
・手の反射区
・手のチャクラ
・チャクラオイルとは
・ブレンドオイル作成
・ハンドトリートメントの実践
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
フ
 ェイスタオル 2枚
こうやま りか
全1回
コード│61819－204－00│ 12/10 │ 10：30～12：30
７つのチャクラに対応したアロマやクリスタルのメッセージをお話します。アロマ
香りと７つのクリスタルストーンで整える 受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥3,000～
とクリスタルの相乗効果を楽しみながら、オーラとチャクラを整えましょう。クリ
〜サトルアロマテラピー クリスタル編〜 チャクラクリスタルタンブル3000円～相場により
スタルを使ったヒーリングもご紹介します。
価格変動があります。
（1）
７つのチャクラとアロマ
（2）
対応する7つのクリスタルメッセージ
（3）
クリスタルの浄化法
（4）
クリスタル・チャクラバランス瞑想
筆
（７つ）
 記用具・お持ちの方は、チャクラストーン
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
チ
 ャクラストーンをお持ちの方は教材でのストーン購入は必要ありません。
こうやま りか
全1回
（火曜）
お申し込み時にストーンの有無をお知らせください。
│61819－205－01 │10/24 │ 10：30～12：30
コード
│61819－205－02 │12/26 │ 10：30～12：30 ① 10/24
（木） ハーブの成分をアルコールで抽出するチンキ剤。なぜウオッカを使うの？
ハーブ魔女Lesson
適さないハーブは？ など基本的な疑問から、アルコールと抽出できる
①ハーブで作るグリセリンチンキ剤 受講料 ￥3,000－
成分の関係も知ってレベルアップ！【実習】グリセリンチンキ
②おいしく役立つ手作りコーディアル 教材費別 ①￥1,000 ②￥700
② 12/26
（木） お子さんから大人まで楽しめる飲み物、2 種類のコーディアル作り
【実習】1）
秋冬を元気に過ごす 2）
リラックス
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
筆
 記用具
小林 久恵
全1回
（木曜）
│61819－243－01 │10/8㈫│ 10：30～12：30
コード
│61819－243－02 │11/7㈭│ 10：30～12：30 今日からあなたもハーブ魔女！秋冬を元気に過ごすためのハーブを体験して、カン
ハーブの魔法で元気にすごす
タンに日々の暮らしに取り入れましょう。
〜ハーブ魔女はじめの一歩 秋冬編〜 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥800
（1）
秋冬も元気に過ごすハーブ ハーブティー体験
（2）
ぽかぽか温活におすすめのハーブ 手浴体験
（3）
気持ちを和らげるハーブ 蒸気吸入＆ティー
※入浴用ハーブパックを作成、お持ち帰りいただけます。
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
筆
（手浴後に手を拭くもの）
 記用具、ハンドタオル
小林 久恵
全1回
キ
 ク科アレルギーの方は申込時にお申し出ください。
│61819－209－01 │10/22 │ 13：00～15：00
コード
│61819－209－02 │ 12/10 │ 15：30～17：30 色の性質と香りを知り、
「みせたい自分」
「みられたい自分」を演出する方法をお伝
魅力を引き出す！
えします。肌や髪の色から似合う色を見つけたり、お好きな色から内面を表す色や、
ハッピーカラー＆アロマ
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,000
その色の意味すること、色とつながる香りをご紹介します。自分を癒したい時、ア
色と香でセルフプロデュース
ピールしたいときなどシーンに応じて、色と香りを活用しましょう。
JAMHA認定ハーバルセラピスト
筆
 記用具
白鳥 よう子
全1回
（火曜）
コード│61819－210－00 │ 11/2 │ 10：30～12：30
アロマテラピーやカラーセラピーにご興味のある方におすすめです！
色で知る！
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,000
（1）
カラーセラピー：直感で色を選びます。
あなたのココロを助けるアロマ
（2）
アロマテラピー：選んだ色から導き出されたアロマを知りましょう。
〜今日からあなたもセラピスト〜
（3）
今のあなたにとってお守り代わりになる自分だけの香水を作ります。
※大切な人や、これからの自分のためにも使えるカラーペーパー
20 枚付き！
JAMHA認定ハーバルセラピスト
筆
 記用具
白鳥よう子
全1回
（土曜）
コード│61820－211－00 │3/20㈮│ 10：30～12：30
誰からも愛される桜色、そんな人になるには？桜色以外にも、ボタン色、うすべに
色で知る！春スペシャル編
色など様々なピンク色があります。その意味、隠された深層心理とは？カラーセラ
〜春を迎える桜色、
ピンクのこころ〜〜 受講料 ￥3,000－ 教材費なし
ピーを交えながら、ご自身のピンク度、今のあなたのピンク色は？桜色になるには？
などをお伝えします。色や香りを生かし、新しい自分に出会えます。
JAMHA認定ハーバルセラピスト
筆
 記用具
白鳥よう子
全1回
（金曜）
│61820－208－01 │1/17㈮│ 14：00～16：30
コード
│61820－208－02 │2/25㈫│ 14：00～16：30 実は、私たちの日常生活にも関わりが深い中医学（中国伝統医学）
。イメージしや
中医学の基礎
すい身近な例をもとに、中医学での基礎を学ぶことができます。一日・季節の過ご
暮らしに活かす はじめての中医学 受講料 ￥5,000－ 教材費なし
し方など日々の暮らしへの活かし方もご提案いたします。
・四季と陰陽論で考える
〜自然の流れと日々の暮らし方〜
自然の流れ・からだと五行論・中医学での健康の考え方、気・血・水とは？
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
筆
 記用具
塩野 桂子
全1回
│61819－207－01 │ 12/17 │ 10：30～12：30
コード
│61819－207－02 │ 3/17 │ 10：30～12：30 野生の花から丁寧に作られる、フラワーエッセンス。疲れた時、癒されたいとき、あ
あなたの月星座とフラワーエッセンス
なた自身を応援してくれるエッセンスを見つけてみませんか？実は生まれた時の星座
こころにエールを贈る
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,000～￥2,000 は一つではなく、誕生日から月星座もわかります。月星座のフラワーエッセンスは、
サポートスプレー作り
あなたのこころのバランスを整えるのを応援してくれます。エッセンス入りハーブ
ティーのご試飲や、あなたにエールを贈ってくれるサポートスプレーを作ります。
筆
 記用具、実習作成品お持ち帰り用の袋、クラフト作りで汚れが気にな
る方はエプロンをお持ちください。

札幌校

こうやま りか

原宿表参道校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│61819－201－01 │11/16㈯│ 10：30～12：30
コード
│61819－201－02 │12/23㈪│ 10：30～12：30 自然のアイテムを使って、お出かけにも使える救急セットを作成します。精油の他
自然の救急箱を作ろう
にもいろいろな材料を使います。それぞれの特徴なども一気に話す盛りだくさんの
〜お出かけに最適、
自然の救急セット〜 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,500
講座。救急セットは赤ちゃんからお年寄りまで使える使い方もご紹介します。
（湿布、
万能スプレーなど 5 種）
AEAJ認定アロマセラピスト
筆
 記用具
小板橋 里美
全1回
│61819－202－01 │10/31㈭│ 10：30～12：30
コード
│61819－202－02 │3/10㈫│ 10：30～12：30 ペンデュラムを使い、チャクラを確かめるダウジングを学びます。
（1）
七つのチャ
サトルアロマテラピー・
クラとそれに対応する精油の紹介
（2）
ペンデュラムの使い方
（3）
ダウジングによって
スピリチュアル講座
受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥1,500
チャクラの状態をリーディングする
（4）
アロマブレンドを作る
（5）
セルフチャクラバ
チャクラを視るペンデュラム
ペンデュラム購入の場合 別途￥1,000
ランス瞑想【実習】チャクラに対応したアロマのオリジナルコロン作り
〜チャクラバランスを整える〜
ペ
 ンデュラム
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

原宿表参道校

札幌校
仙台校
宇都宮校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│61819－212－01 │ 10/14 │ 15：00～16：30
コード
│61819－212－02 │ 3/23 │ 10：30～12：00 ① 10/14
（月） ペットの健康に経絡マッサージはとても有効です。経絡の流れを知
アロマ＆ハーブでペットのケア
りホリスティックケアを学びます。健康のセルフチェックにも。肉球
①アロマリンパマッサージ
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,500
マッサージのクリーム作り付き。
②お口の中のケア
② 3/23
（月） 歯周病は色々な病気の引き金になります。お口のケアは必須！
歯周病のこと、ケアする方法、歯ブラシのことも。おすすめの歯ブラ
シのお土産付き。
筆
記用具
あればぬいぐるみ

動物看護士
全1回
（月曜）
猫
 ちゃんの場合は、ハイドロゾルを使います
鈴木 優子
│61819－213－01 │10/15㈫│ 10：30～12：00
コード
│61819－213－02 │2/9㈰ │ 10：30～12：00 大地の恵み♪クレイテラピー！クレイの基本的な性質・注意事項・種類についてお
大人気！クレイテラピー♪
伝えします。お顔のパック以外にもたくさんの活用法をご紹介。実習では、手のク
〜クレイのヒミツと魅力 体験講座〜 受講料 ￥3,500－ 教材費別 ￥2,000
レイパックで驚きのすっきり♪を体験していただけます。様々な方法でケアに活か
せるクレイの奥深さを体験！日常生活に活かす方法をお伝えします。
英国IFA認定アロマセラピスト
筆
 記用具
辻 真弓
全1回
│61819－214－01 │ 12/10 │ 13：30～15：00
コード
│61819－214－02 │ 1/7 │ 10：30～12：00 ゆずの皮を使って、可愛いサイズのミツロウキャンドルを作ります。みつろうクレ
心に灯すミニキャンドル作り
ヨンで色づけした、色とりどりの花型キャンドルも一緒に。香りも柑橘系の精油を
〜ゆずの皮を使った、
シトラスキャンドル〜 受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,200
使って、癒されるキャンドルを作ってみましょう。私だけのミニキャンドルで、柔
らかな炎と優しい香りに包まれてステキな夜を楽しみましょう。
AEAJ認定アロマセラピスト
筆
 記用具
前 道代
全1回
（火曜）

手作り石けん・化粧品講座

│61819－200－01 │10/30 │ 10：30～13：00

コード
│61819－200－02 │ 3/4 │ 10：30～13：00 お肌のしくみ、ご自身の体質や肌質、化粧品の目的などを知ってみましょう。お肌に
あなたにぴったりの手作りスキンケア！
合わせたスキンケア 3 点セット「クレンジング、化粧水、保護クリーム」を手作りし
〜お肌に合わせたスキンケア３点セット〜 受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥3,500

柏校
飯能校（薬香草園）

町田校

ます。アロマテラピー初心者の方から、プロを目指す方のブラッシュアップまで幅広
く楽しんでいただけます。
【実習】クレンジング、化粧水、保護クリーム作り
AEAJ認定アロマセラピスト
筆
 記用具
小板橋 里美
全1回
（水曜）
│61819－216－01 │10/18㈮│ 10：30～12：00
コード
│61819－216－02 │11/12㈫│ 10：30～12：00 ライフスタイルまるごとトータルケアの手作りコスメです。天然ミネラルやオイル
肌色のトーンアップ
を主体とした肌にやさしい「コントロールカラー」
。ピンク、イエロー、グリーンの
“コントロールカラー”
中からあなたの肌に合う１色を選んで手作りします。
化粧品は何からできているの？
〜輝くお肌のための手作りコスメ〜 受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,000
肌色アップする正しいケアは？など必要なスキンケア方法もお伝えします。
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
筆
 記用具・ハンドタオル
野村 純子
全1回
61820－217－01 │1/20㈪│ 10：30～12：00
│
コード
│61820－217－02 │2/18㈫│ 10：30～12：00 ライフスタイルまるごとトータルケアの手作りコスメです。天然米ぬかパウダーや
天然素材でたっぷり作る
ヒアルロン酸などを主体とした肌にやさしい「ボディ用パック」を作ります。化粧
“ボディ用パック”
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,000
品は何からできているの？乾燥肌が気になったときの正しいケアは？など必要なス
〜冬のカサカサ肌のための手作りコスメ〜
キンケア方法もお伝えします。
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
筆
 記用具・ハンドタオル
野村 純子
全1回

たまプラ丨ザ校

トリートメント・マッサージ講座

簡単ヘッドマッサージ入門講座
最高の脳の休息法をセルフケアで

静岡校

AEAJ認定アロマセラピスト

名古屋校

石原 真記
大切な方を癒やすヘッドケア
〜つながりを意識して効果アップ〜
全2回

大阪校

AEAJ認定アロマセラピスト

石原 真記

神戸校

15分で心も身体も気持ちいい
タッチング術
簡単ハンドトリートメント
AEAJ認定アロマセラピスト

尾崎 康子

ハンドマッサージdeリラックス

広島校

英国IFA認定アロマセラピスト

金田 順華

福岡校

実践！トリートメント
①ヘッドマッサージ編
②ハンドトリートメント編
英国IFA認定アロマセラピスト

辻 真弓

│61819－218－01 │10/29㈫│ 10：30～12：00
コード
│61819－218－02 │1/20㈪│ 13：30～15：00 一日の疲れやストレスを簡単なセルフヘッドケアで取り去り、明日への元気を養い
ましょう。インドのアーユルヴェーダの考え方を考え方も取り入れながら、ゆった
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,000
りと自分のための時間を毎日実践。約５～１０分のセルフヘッドマッサージができ
るようになります。しっかりと行うことで、お顔のリフトアップも。※講座内では
オイルなしで行いますが、頭皮やヘアケアのオイルのお持ち帰り付き。
筆
 記用具
※
 セルフヘッドマッサージの実技を行いますので、爪はなるべく短く切
全1回
り、指輪、アクセサリーは 外してください。
コード
│61820－219－00│
3/16 │3/30│
優しくタッチするヘッドトリートメントの速習講座。大切なご家族に優しく触れて
コミュニケーションのひとつにも。講座内ではオイルは使用しませんが、毎回ご自
受講料 ￥6,000－
宅でヘッド、ヘアケア、ハンドケアにもお使いいただけるトリートメントオイルを
（2回分）
教材費別 初回一括￥2,000
作成してお持ち帰りいただけます。
（1）
ヘッドケアと実技の基本
（2）
ヘッドケア 10 分の実技※参加者同士で相モデルになって行います。
筆
 記用具
※
 ヘッドマッサージの実技を行いますので、爪はなるべく短く切り、指輪、
全2回 14：30～16：00
（月曜）
アクセサリーは外してください。
│61819－220－01 │10/8㈫│ 13：30～15：30
コード
│61819－220－02 │2/3㈪ │ 14：00～16：00 身近な人にケアしてあげられるタッチング術。お好きな精油をブレンドし、トリー
トメントオイルを作ります。相モデルで実習を練習し、トリートメントの圧を直接
受講料 ￥3,500－ 教材費別 ￥1,620
体感していただけます。トリートメントの注意点等もお伝えします。トリートメン
トオイルはお持ち帰りいただけます。
筆
 記用具、フェイスタオル1枚
全1回
コード│61819－244－00│10/27 │ 10：30～12：00
ハンドマッサージに必要な手技を学び、相モデルで実習を行います。リラックスブ
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,620
レンドのレシピの紹介もあり、楽しみながら心と体に役立つアロマトリートメント
の入門を体験してみませんか？
妊
 娠中の方、お子さまの受講は事前にご相談下さい。
筆
 記用具、バスタオル1枚、フェイスタオル1枚
全1回
（日曜）
│61819－221－01 │11/4㈪│ 10：30～12：00
コード
│61819－221－02 │2/9㈰ │ 13：30～15：00 自分を癒すセルフケア法とパートナートリートメントの方法を学びます。
① 11/4
（月）ヘッドマッサージ編…（1）
セルフケア （2）
相モデルでの実習と方法
受講料 ￥3,500－ 教材費別 ￥1,620
② 2/9
（日）ハンドトリートメント編…
（1）
相モデルでの方法と実習
（2）
肘から指先までのトリートメント
全1回

大分校

│61819－222－01 │12/16㈪│ 14：30～16：00
コード

①11/4
（月）
ヘッドマッサージ編のみ女性限定

筆
 記用具、フェイスタオル

│61819－222－02 │3/31㈫│ 10：30～12：00 足裏の反射区についての基本的な理論を学び、実習をとおして、まずは周りの方の
リフレクソロジー体験
ケアにいかしていきましょう♪
〜足裏マッサージをケアに活かす〜 受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,620
・反射区について
・リフレクソロジーとは？

受講申込み

英国IFA認定アロマセラピスト

辻 真弓

ƒ受講申し込みはP141へ

・リフレクソロジー相モデル実習体験
※実習に役立つクレイパウダー作成ご自宅でもお使いいただけます。
※インストラクター資格保有者、もしくはボディーワーク

経験者
（ハンドマッサージの講座などを受けたことがある方）
全1回
筆
 記用具、フェイスタオル
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座内容

松本 イズミ

│61819－215－01 │ 11/3 │ 10：30～12：00

を使用します。そのまま飾ってクリスマスのインテリアとしても、火を灯してもす
てきな雰囲気に包まれます。
エ
 プロン、持ち帰り袋
高
 温のロウを使用しますので、受講時は作業しやすい服装でご参加下さい。
全1回
（日曜）

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

安井 志伸

町田校

公益社団法人日本アロマ環境協会資格認定校 アロマテラピーインストラクター アロマテラピーアドバイザー アロマブレンドデザイナー アロマハンドセラピスト
ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト
メディカルハーブコーディネーター
NPO法人日本メディカルハーブ協会認定校
ハーブ＆ライフコーディネーター
手作り石けん講座 応用科／基礎科

シニアハーバルセラピスト

日本のハーブセラピスト

たまプラ丨ザ校

大阪校 生活の木なんばパークス店

06-6646-1770（受付時間11：00〜21：00）

&

大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 なんばパークス3F

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

地下鉄御堂筋線4番出口、
徒歩8分
南海電鉄・難波駅中央改札出口左より徒歩3分、
南口出口より徒歩1分 なんばパークス 3F

アロマテラピー資格対応コース
講座説明会

ƒ受講申し込みはP141へ
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

大分校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

渡辺 香代子

福岡校

AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会

広島校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

神戸校

アロマテラピー入門講座

│ 16：00～17：30
│ 18：00～19：30 ハーバルライフカレッジ各校におけるアロマテラピーアドバイザー、アロマブレン
│ 18：30～20：00 ドデザイナー、アロマハンドセラピスト、アロマテラピーインストラクター、アロ
│ 18：00～19：30 マセラピストの各養成講座について詳しくご説明いたします。公益社団法人 日本
アロマ環境協会
（AEAJ）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメ
受講料 無料 教材費なし
リット、講座の特徴やカリキュラムの内容等、実際のテキストをお見せしながらお
話します。
○アロマテラピーとは ○協会
（AEAJ）
について ○アロマハンドバス体験
○質疑応答
こ
 れからアロマの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等どなたでもご受講いただけます。
筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。
全1回
（木曜）
│61719－283－05 │8/16㈮│ 17：30～19：00
│61719－283－06 │9/25㈬│ 18：30～20：00 アロマテラピーってなんだろう、精油ってどうやって使うのだろう…そんな皆さん
│61719－391－01 │10/21㈪│ 16：00～17：30 に「アロマテラピー」を感じて、体験していただく講座です。 自然の香りを楽しみ
│61719－391－02 │11/14㈭│ 18：30～20：00 ながら、心地よい時間を一緒に過ごしましょう。AEAJ の資格対応コースについても
コード
│61719－391－03 │12/3㈫│ 18：30～20：00 併せてご説明いたします。
│61719－391－04 │1/20㈪│ 18：00～19：30 ○アロマテラピーとは ○ルームフレッシュナー作り ○ AEAJ 資格対応コース説明
│61719－391－05 │2/3㈪ │ 18：00～19：30
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、アロマを日常生活に役立てたい方、知
│61719－391－06 │3/11㈬│ 18：00～19：30
識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなたで
もご受講いただけます。
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500（税抜）
筆
 記用具
全1回
61719－392－01 │12/15㈰│ 13：00～17：00
│
コード
│61719－392－02 │12/17㈫│ 13：00～17：00 アロマテラピー検定 1 級合格後に、アロマテラピーアドバイザー認定に必要な知識
を学びます。
受講料 ￥4,759－ 教材費なし
○ AEAJ アロマテラピーアドバイザー認定講習会
・アロマテラピーアドバイザーについて
・アロマテラピー関連法規
・
（公社）
日本アロマ環境協会
（AEAJ）
について
○ AEAJ 資格対応コース講座説明会
（※ 説明会の参加は任意です）
・
 アロマテラピー検定試験1級合格の方。
筆
お持ちの方は「資格マニュアル」
（最新版）
、
機関誌「AEAJ」
（最新号）
 記用具、
履
 修証明書発行には本講習会カリキュラムを、同一日に全ての履修が必
全1回
要となります。

大阪校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│61719－282－03 │ 8/15
│61719－390－01 │ 10/17
コード
│61719－390－02 │ 11/28
│61719－390－03 │ 2/19

名古屋校

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／講座説明会・入門講座・認定講習会

静岡校

大阪校は都会の真ん中にありながらも自然が豊かななんばパークス内にあります。各種認定コースはもちろん、人気
のマッサージなどの一般講座もとても充実しています。初めての方もスキルアップしたい方もアロマやハーブの勉強
は大阪校へぜひどうぞ！
講座名／講師

飯能校（薬香草園）

コード
│61819－215－02 │ 12/1 │ 10：30～12：00 自然素材と香りを使ったキャンドル作りが体験できます。絵画のようなアートジェ
ハンドメイドでAROMAキャンドル作り
ルキャンドルの作り方を体験できます。スパイス、ドライフラワーや華やかな素材
Xmasデコレーションジェルキャンドル 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,200

生活の木 ハンドメイドギルド認定校

柏校

シーズナル・ライフスタイル講座

宇都宮校

全1回
（月曜）
61819－225－01 │ 11/10 │ 10：30～12：00
│
コード
│61819－225－02 │ 3/8 │ 10：30～12：00 ハンドマッサージのキホンと実習。相モデルで体験しながら簡単な手技を学びます。
介護＆ボランティアに活かす
リピートさんも大歓迎です！
ビシッとハンドマッサージ
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥300
バ
 スタオル2枚、フェイスタオル1枚
AEAJ認定アロマセラピスト
相
 モデルで行います。肘から先が出しやすい服装でお越しください。
松本 イズミ
全1回
（日曜）
61819－226－01 │ 11/24 │ 10：30～12：00
│
コード
│61819－226－02 │ 3/29 │ 13：30～15：00 トリートメントにプラスできる動きのある技法を学びます。身体を 3D に捉え、ク
トリートメントにムーブメント技法を
ライアントの身体の可能性を拡げます。オイルトリートメントの良さを生かしなが
取り入れる
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥500
ら立体的なアプローチを目指しましょう。
トリートメントブラッシュアップ
※ハンドセラピスト、セラピストの方向き

バ
 スタオル2枚、フェイスタオル1枚
AEAJ認定アロマセラピスト
相
 モデルで行います。脱ぎ着しやすい服装でご参加ください。
松本 イズミ
全1回
（日曜）

仙台校


バ
 スタオル2枚、フェイスタオル1枚
相
 モデルで行います。脱ぎ着しやすい恰好でご参加ください。

AEAJ認定アロマセラピスト

札幌校

人気のヘッドマッサージをさらに深めるリクエスト講座！「実践！トリートメント
ヘッド編」での相モデルのヘッドの復習に加え、ご要望の多かった座った姿勢で
のトリートメント方法を学びます。技術を深めていきましょう♪
※当講師による「実践！トリートメント ヘッドマッサージ」

を受講された方
英国IFA認定アロマセラピスト
全1回
（土曜）
筆
 記用具、フェイスタオル
辻 真弓
61819－224－01 │ 10/21 │ 10：30～12：00
│
コード
│61819－224－02 │ 2/24 │ 10：30～12：00 相モデルでのマッサージ体験。経験者にはプラスαの視点を、はじめてさんには基本
米国エサレン研究所認定
的な手技から。つながりを重視した、より質の高いマッサージを実技中心で学びます。
マッサージプラクティショナーが贈る 受講料 ￥4,000－ 教材費別 各回￥500
① 10/21
（月）
背中
② 2/24（月）
下肢背面
※どちらか 1 回のみのご参加可
スピリチュアルマッサージ
受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥1,620

原宿表参道校

ステップアップ！
アドバンスヘッドマッサージ
〜座った姿勢でのヘッドケア〜

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
コード│61820－223－00│ 2/22 │ 10：30～12：30

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー検定対策】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーアドバイザー養成講座

原宿表参道校

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座
水曜集中コース
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

札幌校

坂下 典子

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座
金曜集中コース

仙台校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

坂下 典子

宇都宮校

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座
日曜集中コース
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

渡辺 香代子

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座
金曜集中コース

柏校
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

飯能校（薬香草園）

渡辺 香代子

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座
日曜集中コース

町田校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

坂下 典子

9月期
コード
│
│ 61719－285－00
9/25 │ 10/9 │ 10/16 │
暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザ
8/24まで
全3回 13：00～17：00 ーを目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
3月期
コード
│
│ 61720－393－00 活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
3/4 │ 3/11 │ 3/25 │
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
2/3まで
全3回 13：00～17：00（1）
アロマテラピーとは
実習：スキンローション
受講料 ￥18,000－
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
（3）
基材とホームケア
（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
（水曜）
（4）
アロマテラピーが心と身体に働くメカニズム 実習：ミツロウクリーム
コード
│61719－286－00│
健康学
（栄養・運動・睡眠・生活習慣病） 実習：クレイパック
（5）
9/6 │ 10/4 │ 10/18 │
（6）
アロマテラピー関連法規・環境
実習：フレグランス
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
受講料 ￥18,000－
定1、2級の合格を目指す方など、どなたでもご受講いただけます。
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
筆
（￥2,400/
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
税抜）
、生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,000・￥2,000/税抜）
をご
8/5まで
全3回 13：00～17：00
（金曜）
用意下さい。
（各スクールで購入可）
2コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚。
コード
│61719－287－00│
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
9/15 │ 9/29 │ 10/13 │
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
受講料 ￥18,000－
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
装で、爪は短く切りご参加されることをお勧めします。
8/14まで
全3回 13：00～17：00
（日曜）
コード
│61720－394－00│
3/27 │ 4/3 │ 4/17 │
暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザ
ーを目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
受講料 ￥18,000－
活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
（1）
アロマテラピーとは
実習：スキンローション
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
（3）
基材とホームケア
（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
（4）
アロマテラピーが心と身体に働くメカニズム 実習：ミツロウクリーム
2/26まで
健康学
（栄養・運動・睡眠・生活習慣病） 実習：クレイパック
（5）
全3回 13：00～17：00
（金曜）
（6）
アロマテラピー関連法規・環境
実習：フレグランス
コード
│61720－395－00│
初
めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検

3/29 │ 4/5 │ 4/12 │
定1、2級の合格を目指す方など、どなたでもご受講いただけます。
受講料 ￥18,000－
筆
（￥2,400/
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
税抜）
、生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,000・￥2,000/税抜）
をご
用意下さい。
（各スクールで購入可）
2コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚。
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
装で、爪は短く切りご参加されることをお勧めします。
2/28まで 全3回 13：00～17：00
（日曜）

たまプラ丨ザ校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマブレンドデザイナー養成講座
コード

│61719－288－00│

8/27 │ 9/10 │ 10/1 │ 10/15 │
精油を組み合わせてブレンドし、さまざまなシーンや目的に合ったオリジナルの香
アロマブレンドデザイナー養成講座
りを創作する能力を養いながら、AEAJ の認定する資格を目指します。講座では、54
火曜コース
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜） 種類の希釈精油を使用し、複数の演習を通して、ブレンドの知識や技術を楽しみな
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
アロマブレンドデザイナー

静岡校

横山 浩子

アロマブレンドデザイナー養成講座
金曜コース

名古屋校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

坂下 典子

アロマブレンドデザイナー養成講座
水曜コース

大阪校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
アロマブレンドデザイナー

横山 浩子

がら創作し、その魅力を伝える力を培います。
○
「精油のブレンド技術」
を学ぶための基礎知識 ○香りの特徴をとらえる方法
全4回 12：00～17：30
（休憩30分）
（火曜）○
「香りのパレット」
を作る
○ブレンド実習とクリエーション
8月期
コード
│
│ 61719－289－00 ○創作した香りを活かす
◯実習：ハーバル・アロマティック、
フローラルブーケ、
フゼア、
4711、
望郷の香りなど、
8/30 │ 9/13 │ 9/27 │ 10/11 │
各回のテーマに応じたブレンド演習を行います。
2月期
コード
│
│ 61720－397－00
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

2/28 │ 3/13 │ 4/10 │ 4/24 │
取得予定の方
（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当
校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可 ※申込時・
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜）
講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
全4回 12：00～17：30
（休憩30分）
（金曜）
筆
『AEAJ認定アロマブレンドデザイナー公式テキスト』
（￥2,000/
 記用具、
コード
│61720－396－00│
税抜）
、AEAJ会員カード 又は ハーバルライフカレッジ アロマテラピーア
2/26 │ 3/18 │ 4/8 │ 4/22 │
ドバイザー養成講座 修了証
（申込時・講座初回に確認致します。コピー可）
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜）
※
（各演習
 各自で作成する、演習時の希釈精油代は別途徴収となります
時【全9種】￥100～￥500程度）
全4回 12：00～17：30
（休憩30分）
（水曜）

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマハンドセラピスト養成講座

神戸校

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座
金曜コース
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

こうの とよ香

広島校

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座
土曜コース

福岡校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

坂下 典子

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座
日曜コース

大分校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

こうの とよ香

│61719－290－03 │ 8/23
│61719－290－04 │ 9/20
│61719－398－01 │10/25
コード
│61719－398－02 │ 12/6
│61719－398－03 │ 1/17
│61719－398－04 │ 3/6

│ 13：00～18：30
│ 13：00～18：30
│ 13：00～18：30
│ 13：00～18：30
│ 13：00～18：30
│ 13：00～18：30

1 日完結のカリキュラムを通して、安全にアロマテラピーの知識を持ち、身の周り
の方をはじめ、ボランティアや地域活動などにおいて、第三者にアロマハンドトリー
トメントを提供できる技術や能力を養いながら AEAJ が認定する資格を目指します。
○アロマハンドトリートメントとは
○アロマハンドセラピストのための解剖生理学
○アロマハンドトリートメントの準備と確認事項 ○アロマハンドトリートメントの手技と手順
○実習
：
トリートメントオイル作成、相モデル実習
（税抜）
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
全1回
（休憩30分）
（金曜）
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

コード│61719－399－00 │ 12/21 │ 13：00～18：30
取得予定の方
筆
『AEAJ認定アロマハンドセラピスト公式テキスト』
（￥1,600/税
 記用具、
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜）
抜）
、大判の厚手バスタオル2枚
（60×120cm程度）
、ハンドタオル1枚
※
 ハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、爪は短く
切ってご参加ください。
全1回
（休憩30分）
（土曜）

│61719－291－04 │ 8/25
│61719－400－01 │ 10/6
コード│61719－400－02 │12/22
│61719－400－03 │ 2/9
│61719－400－04 │ 3/22

│ 13：00～18：30
│ 13：00～18：30
│ 13：00～18：30
│ 13：00～18：30
│ 13：00～18：30

受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜）
全1回
（休憩30分）
（日曜）
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーインストラクター養成講座

坂下 典子

アロマテラピー検定直前対策講座
（1級・2級）
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

インストラクター試験直前対策講座

9/8
9/8 出題範囲が広範なアロマテラピーインストラクター試験に向け、模擬試験形式で総
3/8 復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
3/8
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
『アロマテラピーインストラクター・
 記用具、
アロマセラピスト公式テキスト
（共通カリキュラム編）
』
、
『アロマテラピ
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
ーインストラクター公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
教材費なし
当
 校のアロマテラピーインストラクター養成講座の受講生は、受講料が
全1回 13：00～18：00
（休憩30分）
（日曜）
優待価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／講座説明会・入門講座

スタッフ

大阪校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

全1回
│61719－298－05 │8/15㈭│ 13：30～15：00
│61719－298－06 │9/11㈬│ 18：30～20：00 ハーブに興味があるけれど、何から学んだらよいのかわからない…そんな皆さんに
│61719－407－01 │10/4㈮│ 18：00～19：30「メディカルハーブの世界」を体験していただく講座です。ハーブの香りや色、風
61719－407－02 │11/7㈭│ 17：30～19：00 味を楽しみながら、五感を通して心地よい時間を一緒に過ごしましょう。JAMHA 資
│
コード
│61719－407－03 │12/16㈪│ 18：00～19：30 格対応コースについても併せてご説明いたします。
│61719－407－04 │1/24㈮│ 18：30～20：00 ○メディカルハーブとは ○ハーブティー試飲 ○ハーバルハンドバス
│61719－407－05 │2/21㈮│ 18：00～19：30 ○ JAMHA プログラム説明
│61719－407－06 │3/30㈪│ 15：00～16：30
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、ハーブを日常生活に役立てたい方、
知識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなた
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500（税抜）
でもご受講いただけます。
全1回
筆
 記用具

名古屋校

メディカルハーブ入門講座

筆
 記用具
予
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場合
 約制
もありますがご了承下さい。

静岡校

生活の木Herbal Life College

│61719－297－03 │9/27㈮│ 18：30～19：30
│61719－406－01 │11/12㈫│ 18：00～19：00 ハーバルライフカレッジ各校における、メディカルハーブコーディネーター、ハー
コード
│61719－406－02 │1/14㈫│ 18：30～19：30 ブ＆ライフコーディネーター、ハーバルセラピスト、シニアハーバルセラピスト、
│61719－406－03 │3/3㈫ │ 18：30～19：30 ハーバルプラクティショナー、ホリスティックハーバルプラクティショナーの各養
成講座について詳しくご説明いたします。NPO 法人 日本メディカルハーブ協会
（JAMHA）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメリット、講座の
受講料 無料 教材費なし
特徴やカリキュラム内容等、実際のテキストをお見せしながらお話します。
こ
 れからハーブの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等 どなたでもご受講いただけます。

たまプラ丨ザ校

メディカルハーブ資格対応コース
講座説明会

町田校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

渡辺 香代子

│ 受講生優待 │61719－296－01│
一般
│
│61719－296－02│
コード
│ 受講生優待 │61720－405－01│
一般
│
│61720－405－02│

飯能校（薬香草園）

渡辺 香代子

│61719－295－00 │10/27 │ 13：00～18：00
コード
│61720－404－00 │ 4/26 │ 13：00～18：00 アロマテラピー検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑問
や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
受講料 ￥5,400－ 教材費なし
筆
2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』をご用意下さい。
 記用具、
1 級の試験には、2級の内容が含まれます。
全1回
（休憩30分）
（日曜）

柏校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／検定直前対策講座・試験直前対策講座

宇都宮校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

渡辺 香代子

仙台校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
土曜集中コース

札幌校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

コード
│61719－401－00│
10/30 │ 11/13 │ 11/20 │ 12/4 │ 12/11 │ 12/18 安全で正しく豊かなアロマテラピーが実践できるよう、専門家として指導できる知
12/25 │ 1/8 │
識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマテラピーインストラクター資格コースです。
生活の木のオーガニック精油や基材を使用した実習を交え、アロマテラピーの活用
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）法や手作り化粧品について、準備、作製、使用、保管等をきめ細やかに学習します。
活用法の他にも、31 種類の精油や 12 種類の植物油について、実際に香りや使い心
地を試しながら、化学的な成分への理解も深めます。その他、解剖生理学や栄養学、
生活習慣病、メンタルヘルスなど総合的に学び、アロマテラピーの専門家として、
正しい知識や利用法を指導できるよう、体系的に学習します。
A
「アロマテラピーアドバイ
 EAJアロマテラピーアドバイザー有資格者、
ザー養成講座」受講中又は修了者、受講期間中にアロマテラピー検定を
受検予定の方。※アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちでない方は、
9/29まで
受験ができないのでご注意ください。
全8回 12：00～18：30
（休憩30分）
（水曜）
コード
│61719－402－00│
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版・各校
 記用具、
11/9 │ 11/16 │ 11/30 │ 12/7 │ 12/14 │ 1/11
で購入可）
『アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキ
1/18 │ 2/1 │
スト
（共通カリキュラム編）
』
（￥2,500/税抜）
、
『アロマテラピーインストラ
クター公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥2,000/税抜）
、2019年改訂
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
（￥2,400/税抜）
をご用意下さい。
（各スクールで購入可）
＜実習＞1コマ目：筆記用具のみ
2コマ目：フェイスタオル・ビニール袋 1枚
7コマ目：バスタオル1枚・集中コース受講の方は、初回にフェイス
タオル・ビニール袋1枚をお持ちください。
・
 7コマ目のフットトリートメント実習時は、爪を切って脚を出しやすい
服装でのご参加がお勧めです。
10/8まで
・早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
全8回 12：00～18：30
（休憩30分）
（土曜）

原宿表参道校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
水曜集中コース

スペシャルセミナー

講座名／講師

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーブ＆ライフコーディネーター養成講座

10/14まで
全3回 13：00～17：30
（休憩30分）
（金曜）

筆
（￥2,500/税抜）
を
 記用具、JAMHA発行『ハーブ＆ライフ検定テキスト』
事前に各自ご用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。

福岡校

岡本 靖子

「ハーブ＆ライフコーディネーター養成講座」は、
（NPO 法人）
日本メディカルハー
ブ協会が認定するハーブ＆ライフコーディネーター資格の取得を目指す方が、ハー
受講料 ￥18,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜） ブ＆ライフ検定試験に向け学ぶコースです。また、資格取得のみならず、身近なハー
ブやスパイスを生活の中で楽しく活用する為の基礎知識を習得したい方にもおすす
めのコースです。
実習：ハーブ・スパイスティー、ハーブ・スパイスソルト、ハーブコーディアル、ハー
バルバス、シューキーパー、ラベンダーバンドルズ
初
 めてハーブやスパイスについて学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、ハ
ーブ＆ライフ検定の合格を目指す方等、どなたでもご受講いただけます。

広島校

JAMHA認定ハーバルセラピスト

コード
│61719－411－00│
11/15 │ 11/29 │ 12/13 │

神戸校

ハーブ＆ライフ検定対応
ハーブ＆ライフコーディネーター
養成講座
金曜集中コース

大分校
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ検定対策】JAMHA資格対応コース／メディカルハーブコーディネーター養成講座

原宿表参道校

メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
月曜コース

札幌校
仙台校

コード
│61719－408－00│
12/16 │ 12/23 │ 1/20 │ 1/27 │ 2/3 │ 2/10 暮らしに役立つ、メディカルハーブの基礎知識を学び、メディカルハーブコーディ
ネーターを目指しませんか？ご自身の美容や健康の為、家族・友人と楽しむ為など、
受講料 ￥18,000－
生活にすぐに活かせるハーブの活用術を実習も交えて楽しく学びます。メディカル
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
ハーブ検定の試験範囲に対応したカリキュラムです。
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
（1）
メディカルハーブの世界
実習：ハーブティー
ハーバルプラクティショナー
11/15まで
（2）
メディカルハーブの歴史
実習：ペパーミントの温湿布
安東 直美
全6回 11：30～13：30
（月曜）
（3）
メディカルハーブの効果と仕組み 実習：セントジョンズワート浸出油作り
コード
│61720－409－00│
メディカルハーブ検定対応
（4）
ハーブのプロフィール
実習：エキナセアチンキ作り
1/22 │ 1/29 │ 2/12 │
メディカルハーブコーディネーター
（5）
メディカルハーブの活用法
実習：セントジョンズワートの軟膏作り
養成講座
（6）
症状別メディカルハーブ
実習：マルベリーとカモミールのゴマージュ作り
受講料 ￥18,000－
水曜集中コース
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、メディ
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
カルハーブ検定の合格を目指す方等、どなたでもご受講いただけます。
JAMHA認定ハーバルセラピスト
12/21まで
全3回 13：00～17：30
（休憩30分）
（水曜）
岡本 靖子
筆
（￥2,800/税抜）
』
 記用具、JAMHA発行『メディカルハーブ検定テキスト
を事前に各自ご用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。
コード
│61720－410－00│
メディカルハーブ検定対応
1/24 │ 1/31 │ 2/14 │
メディカルハーブコーディネーター
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。

養成講座
金曜集中コース

宇都宮校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

安東 直美

受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
12/23まで
全3回 13：00～17：30
（休憩30分）
（金曜）

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルセラピスト養成講座

柏校
飯能校（薬香草園）

町田校
たまプラ丨ザ校

コード
│61719－413－00│
11/21 │ 12/5 │ 12/19 │ 1/16 │ 1/30 │ 2/20 メディカルハーブを日常の健康維持・増進に役立てる為に必要な知識を、植物化学
3/12 │ 3/26 │ 4/9 │
や健康学・解剖生理学など、科学的・体系的な視点で広く学ぶ事ができる講座です。
資格取得だけでなく、知識に裏付けられたハーブの選択・活用法を身につけたい方
受講料 ￥120,000－
にもおすすめします。
（税抜）
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 教材費別 初回一括 実習費￥2,000
（1）
メディカルハーブの歴史と今後の展望 （2）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅰ
テキスト代￥2,860
（税抜）
ハーバルプラクティショナー
（3）
メディカルハーブの基礎知識Ⅱ
（4）
アロマテラピーの基礎知識
10/20まで
安東 直美
（5）
メディカルハーブと精油の安全性 （6）
メディカルハーブ製剤Ⅰ
全9回 13：00～17：30
（休憩30分）
（木曜）
（7）
メディカルハーブ製剤Ⅱ
（8）
代謝を助けるメディカルハーブ
コード
│61720－412－00│
生活習慣病の予防に役立つメディカルハーブ
（9）
ライフスタイルの改善とQOLの向上 （10）
1/14 │ 1/21 │ 2/4 │ 2/11 │ 2/25 │ 3/3 （11）
外敵から身体を守るメディカルハーブ
（12）
ストレス対策と心身症の予防に役立つメディカルハーブ
JAMHA認定
3/24 │ 3/31 │ 4/7 │
（13）
女性のためのメディカルハーブ
（14）
若さを保つメディカルハーブ
ハーバルセラピスト養成講座
（15）
五感の刺激とメディカルハーブ
（16）
キッチンファーマシー
（わが家の台所薬局）
火曜集中コース
受講料 ￥120,000－
自然治癒力を高めるライフスタイル及び修了式
（17）
ハーバルライフのデザイン
（18）
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルセラピスト資格の取得
（税抜）
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー テキスト代￥2,860
を目指す方等、コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
12/13まで
ハーバルプラクティショナー
講いただけます。
全9回 13：00～17：30
（休憩30分）
（火曜）
安東 直美
筆
 記用具
コード
│61720－414－00│
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。ハーバルセラピスト養
1/25 │ 2/8 │ 2/15 │ 2/22 │ 2/29 │ 3/7
JAMHA認定
成講座の修了には、各資格対応コース全18回中13回以上の出席、全9回
3/14 │ 3/28 │ 4/4 │
ハーバルセラピスト養成講座
中7回以上の出席が必須となります。※テキストは講座初回に受付カウン
土曜集中コース
ターにてご購入いただきます。
受講料 ￥120,000－
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー テキスト代￥2,860
（税抜）
ハーバルプラクティショナー
12/24まで
津田 悦子
全9回 13：00～17：30
（休憩30分）
（土曜）

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
木曜集中コース

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルプラクティショナー養成講座

静岡校

コード

│61719－415－00│

11/14 │ 11/28 │ 12/12 │ 1/9 │ 1/23 │ 2/13 植物療法でよく使用される 40 種類のメディカルハーブの成分、有効性、安全性等を、
JAMHA認定
植物化学の観点から学びます。化学の知識を深化させる事により、専門的かつ論理
ハーバルプラクティショナー養成講座 2/27 │ 3/19 │ 4/2 │
的にハーブを扱えるプロフェッショナルを目指します。
木曜集中コース
受講料 ￥144,000－

（1）
化学の基礎Ⅰ
（2）
化学の基礎Ⅱ
（3）
序論・生合成
（4）
糖質
（5）
脂質
（6）
芳香族化合物Ⅰ
テルペノイド・ステロイドⅠ
（7）
芳香族化合物Ⅱ
（8）
芳香族化合物Ⅲ
（9）
（10）
テルペノイド・ステロイドⅡ（11）
テルペノイド・ステロイドⅢ（12）
アルカロイドⅠ
アルカロイドⅢ、
その他の物質（15）
機能性天然物質Ⅰ
（13）
アルカロイドⅡ
（14）
（16）
機能性天然物質Ⅱ
（17）
機能性天然物質Ⅲ
（18）
論文発表、修了式
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルプラクティショナー資
格の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなた
でもご受講いただけます。※試験受験条件：○シニアハーバルセラピスト
有資格者○ハーバルプラクティショナー養成講座
（旧：ハーバルプラクテ
ィショナー植物化学科）
（18単位／ 36時間）
修了
筆
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年
 記用具、
改訂新版）
（東京堂出版・￥3,200/税抜）
』
『薬学生のための天然物化学テ
キスト
（廣川書店・￥4,500/税抜）
』を各自ご用意ください。※『メディカ
ルハーブ植物化学科テキスト』は講座初回に受付カウンターで購入可能。
10/13まで
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全18回
全9回 13：00～17：30
（休憩30分）
（木曜）
中13回以上の出席、全9回中7回以上の出席、論文の提出と論文発表が必須。

教材費別 テキスト代￥1,000
（税抜）

名古屋校
大阪校
神戸校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

安東 直美

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／日本のハーブセラピスト養成講座

広島校
福岡校
大分校

コード
│61719－416－00│
12/23 │ 1/20 │ 1/27 │ 2/3 │ 2/10 │ 3/16 日本のハーブを歴史的・科学的に深く学ぶことに加えて、日本で用いられてきた30
4/6 │
種のメディカルハーブと、身近に目にすることのある16種の有毒植物についても知
識を習得できます。日本で利用されてきたハーブの特徴や有用性、さらに法制度と
受講料 ￥56,000－
安全性を理解し、正しい知識をもってご自身や家族の健康維持・増進に役立てられ
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
るようになります。
（1）
日本のメディカルハーブの歴史
（2）
くらしの中のメディカルハーブ
（3）
民族のハーブと地域のハーブ
（4）
法制度と安全性
（5）
日本のメディカルハーブの活用（自然観・四季）
（6）
日本のメディカルハーブの活用（不調・トラブル）
（7）
民間療法と具体的な日本のメディカルハーブの利用
日
 本のハーブの知識を深めたい方、日本のハーブセラピスト資格の取得
を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格者○日
本のハーブセラピスト養成講座7コマ中5コマ以上修了
筆
 記用具※『日本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に
受付カウンターで購入可能
（￥2,500
（税抜）
）
コ
全 7 コマ中 5 コマ以上の出席が必須となります。※『日
 ース修了には、
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に受付カウンター
ハーバルプラクティショナー
にてご購入いただきます。
安東 直美
全7回 14：30～16：30
（月曜）

JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座
月曜コース

受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ

105

＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ホリスティックハーバルプラクティショナー養成講座（開催校：大阪校・原宿表参道校）
コード

│61719－418－00│

柏校
飯能校（薬香草園）

町田校

│61719－310－00 │ 8/11 │ 13：00～16：00
コード
│61720－419－00 │ 2/16 │ 13：00～16：00 メディカルハーブ検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑
問や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
受講料 ￥3,600－ 教材費なし
筆
 記用具、メディカルハーブ検定テキスト

宇都宮校

メディカルハーブ検定直前対策講座

仙台校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／検定直前対策講座

札幌校

※他2日間実地研修があります。
○ホリスティック医学 ○東洋医学
○心身医学
○気･エネルギー
（実地研修は、別施設となります）
○ケイシー療法
○シュタイナー医学 他
2020年2月16日㈰ 10：00 ～ 18：00
代
 替療法全般に興味のある方、ホリスティックハーバルプラクティショ
2020年3月 8 日㈰ 10：00 ～ 18：00
ナー資格を目指す方等。※ホリスティックハーバルプラクティショナー
全4回 11：15～20：45
（休憩1.5h）
（日曜）
ホリスティック医学専門家
の資格取得を目指される方は、1.ハーバルセラピスト有資格者 2.「ホリ
コード
│61019－569－00│
スティック医学領域」
（16単位・32時間）
・
「基礎医学領域」
（24単位・48
11/9 │ 11/23 │ 12/7 │ 12/21 │
時間）
をそれぞれ2/3以上の単位を取得、の2点が必要です。※このコース
原宿表参道校
は受講条件に制限はございません。※試験受験条件
：
○ハーバルセラピ
JAMHA認定ホリスティック
￥193,200－ 教材費なし
スト有資格者である○「ホリスティック医学領域」
（16単位･32時間）
、
「基
ハーバルプラクティショナー養成コース 受講料
指定の書籍を各自ご用意ください
（￥10,000程度）
。
礎医学領域」
（24単位･48時間）
の、それぞれ2/3以上の単位を取得
ホリスティック医学領域
※他2日間実地研修があります。
筆
指定書籍
（各自ご用意ください。詳細はお問い合わせください。
）
土曜集中コース
 記用具、
（実地研修は、別施設となります）
※
他2日間実地研修があります。※コースにより開催校が異なります。

2020年3月28日㈯ 10：00 ～ 18：00
お申込みの際は、まずは開催校にご連絡下さい。
2020年4月 4 日㈯ 10：00 ～ 18：00
大阪校：06－6646－1770 原宿表参道校：0120－821272
全4回 10：00～19：30
（休憩1時間30分）
（土曜）
降矢 英成 他講師陣
コード
│61720－417－00│
1/12 │ 1/26 │ 2/2 │ 2/23 │ 3/1 │ 3/15 ホリスティック医学の理念に基づいた、ホリスティック・チーム医療の一員として
大阪校
活動できるセラピスト、代替療法家を目指し、各医学分野の専門家から集中指導を
JAMHA認定ホリスティック
￥201,600－ 教材費なし
受けられる講座です。
ハーバルプラクティショナー養成コース 受講料
指定の書籍を各自ご用意ください
（￥19,500程度）
。○解剖学 ○生化学 ○栄養学 ○薬理学 ○病態生理学Ⅰ ･ Ⅱ
基礎医学領域
代
 替療法全般に興味のある方、ホリスティックハーバルプラクティショ
ナー資格を目指す方等。※ホリスティックハーバルプラクティショナー
の資格取得を目指される方は、1.ハーバルセラピスト有資格者 2.「ホリ
スティック医学領域」
（16単位・32時間）
・
「基礎医学領域」
（24単位・48
全6回 11：15～20：45
（休憩1.5h）
（日曜）
ホリスティック医学専門家
時間）
をそれぞれ2/3以上の単位を取得、の2点が必要です。※このコース
コード
│61019－570－00│
は受講条件に制限はございません。※試験受験条件：○ハーバルセラピ
1/11 │ 1/25 │ 2/8 │ 2/22 │ 3/7 │ 3/21
原宿表参道校
スト有資格者である○「ホリスティック医学領域」
（16単位･32時間）
、
「基
JAMHA認定ホリスティック
礎医学領域」
（24単位･48時間）
の、それぞれ2/3以上の単位を取得
受講料 ￥201,600－ 教材費なし
ハーバルプラクティショナー養成コース 指定の書籍を各自ご用意ください
筆
指定書籍
（各自ご用意ください。詳細はお問い合わせください。
）
（￥19,500程度）
。
 記用具、
基礎医学領域
※
 コースにより開催校が異なります。お申込みの際は、まずは開催校に
土曜集中コース
ご連絡下さい。大阪校：06－6646－1770 原宿表参道校：0120－821272
全6回 10：00～19：30
（休憩1時間30分）
（土曜）
降矢 英成 他講師陣

原宿表参道校

11/3 │ 11/10 │ 12/1 │ 12/8 │
ホリスティック医学の理念に基づいた、ホリスティック・チーム医療の一員として
大阪校
活動できるセラピスト、代替療法家を目指し、各医学分野の専門家から集中指導を
JAMHA認定ホリスティック
受講料 ￥193,200－ 教材費なし
受けられる講座です。スクール外の専門クリニックでの実習など、多様な代替療法
ハーバルプラクティショナー養成コース 指定の書籍を各自ご用意ください
（￥10,000程度）
。に触れる実地研修プログラムを 2 日間含みます。
ホリスティック医学領域

スペシャルセミナー

講座名／講師

JAMHA認定ハーバルセラピスト

安東 直美

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／講座説明会・入門講座

神戸校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│61719－422－01 │11/25㈪│ 17：00～19：00
コード│61719－422－02 │12/10㈫│ 18：00～20：00 アーユルヴェーダの基礎からスカルプケアの実習を体験します。JAPA 認定コース
│61719－422－03 │3/17㈫│ 18：00～20：00 やスリランカのアーユルヴェーダについてご紹介します。アーユルヴェーダに興味
のある方には是非オススメする講座です。
受講料 ￥3,000－ 教材費なし
◯アーユルヴェーダとは
◯スカルプケアトリートメント実習
◯ JAPA 資格対応コース説明 ◯スリランカのアーユルヴェーダについて
筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。＊スカルプケアトリートメント実習では、
全1回
トニックローションを頭皮に使用します。

大阪校

アーユルヴェーダ入門講座

名古屋校

全1回 13：00～18：00
（休憩30分）
（日曜）
│ 受講生優待 │61719－366－01│ 10/19
一般
│
│61719－366－02│ 10/19 広範な出題範囲を持つ、日本のハーブセラピスト試験の最終仕上げに、模擬試験形
コード
日本のハーブセラピスト試験
│ 受講生優待 │61720－421－01│ 4/18 式で総復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
直前対策講座
一般
│
│61720－421－02│ 4/18
筆
 記用具、日本のハーブセラピストコース・テキスト
受講料
受講生優待
：
￥10,000－
一般：￥15,000－
当
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
 校の日本のハーブセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
教材費なし
ハーバルプラクティショナー
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
全1回
13
：
00～16
：
00
（
土曜）
安東 直美

静岡校

全1回
（日曜）
│ 受講生優待 │61719－311－01│ 10/20
一般
│
│61719－311－02│ 10/20 出題範囲が広範なハーバルセラピスト試験に向け、
模擬試験形式で総復習しましょう。
コード
ハーバルセラピスト試験
│ 受講生優待 │61720－420－01│ 4/19 試験対策のポイントにしぼって学習します。
直前対策講座
一般
│
│61720－420－02│ 4/19
筆
（2019年改訂版）
 記用具、ハーバルセラピストコース・テキスト
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
当
（￥
 校のハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 教材費なし
15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
ハーバルプラクティショナー

たまプラ丨ザ校

岡本 靖子

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／アーユルヴェーダアドバイザー養成講座
│61720－423－00│
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福岡校

5000年の歴史をもつ東洋の伝承医学「アーユルヴェーダ」の基礎的な知識と生活に
役立つ知恵を実習を交えながら楽しく学びます。
（1）
アーユルヴェーダの歴史と哲学
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,100
（2）
体質別の新生活術Ⅰ
（3）
体質別の新生活術Ⅱ
（4）
トリートメントの基礎知識
（5）
スリランカ式アーユルヴェーダ/アーユルヴェーディックハーブ
（6）
認定試験/試験解説/修了書授与
筆
（BABジャパン・￥1,600/税
 記用具、書籍『癒しのアーユルヴェーダ』
抜）
（各スクールでもご購入いただけます。
）
※4コマ目のみフェイスタオル
2枚。※全2回コースはカリキュラムの順番が異なります。
4 コマ目ハンドトリートメントの実習を行いますので、腕を出しやすい服
SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター
装にてご参加下さい。また、つめは短く切ってご参加されることをお勧
野口 千鶴
全2回 11：30～18：30
（休憩1時間）
（水曜）
めいたします。

広島校

コード

1/15 │ 2/5 │
JAPA認定
アーユルヴェーダアドバイザー養成講座 受講料 ￥24,000－

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【手作り石けん】生活の木ハンドメイドギルド認定コース／入門講座
│61719－424－01 │10/23㈬│ 17：30～19：30

原宿表参道校

│61719－424－02 │11/1㈮│ 16：00～18：00
ハンドメイドギルド手作り石けん入門講座
│61719－424－03 │12/12㈭│ 18：30～20：30
コード
手作り石けん
│61719－424－04 │1/27㈪│ 17：30～19：30
1日体験コース
│61719－424－05 │2/6㈭ │ 17：00～19：00

札幌校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

本格的な石けんを作りたい方のための 1 日体験プログラムです。お肌にやさしい手
作り石けんの良さと作り方をまとめました。ぜひお気軽にご参加下さい。
10/23 ネロリソープ
11/1 クリスマスマーブルソープ
12/12 ニューイヤーゆずソープ
1/27 バレンタインソープ
│61719－424－06 │3/16㈪│ 17：30～19：30 2/6
ひな祭りソープ
3/16 さくらソープ
筆
（メガネでも可）
 記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、あればゴーグル
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,200
（税抜）
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
全1回
加下さい。

【生活の木ハンドメイドギルド認定コース】ハンドメイドギルド手作り石けん講座 基礎科／応用科
コード

│61719－425－00│

仙台校

生活の木ハンドメイドギルド認定コース 10/29 │ 11/5 │ 11/12 │ 11/26 │ 12/10 │ 12/24 「石けんをかえたら肌も変わった」毎日に使うものだから、安心 ･ 安全な石けんを
自分で手作りしましょう！ハーブ精油 ･ 植物油を使用したナチュラルでやさしい石
手作り石けん 基礎科
受講料 ￥18,000－
けん作り。毎回違ったベーシックソープを作りながら、石けん作りを楽しみます。
火曜午後コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,850

宇都宮校
柏校
飯能校（薬香草園）

町田校

※講座終了後5回以上出席された方に、基礎科修了書を発行致します。
3回目の精油代 6回目の教材費は別途徴収いた（1）
石けんについて
実習：オリーブ100％石けん
します。
（2）
植物油について
実習：肌をいたわるしっとりソープ
（3）
精油について
実習：オリジナルの香りソープ
（4）
ハーブの効果と活用 実習：カモマイル&カレンデュラハーブのはちみつソープ
（5）
製法の種類
実習：ホットプロセスソープ
（6）
卒業制作
エ
（メガネでも可）
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
生活の木Herbal Life College
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
スタッフ
全6回 14：00～16：00
（火曜）
加下さい。
コード
│61720－426－00│
生活の木ハンドメイドギルド認定コース 1/7 │ 1/28 │ 3/10 │ 3/17 │ 4/14 │ 4/28 手作り石けん講座（基礎科）を終了した方のためのレッスン。石けんに慣れ、石け
ん作りの新しい製法にチャレンジしませんか？楽しみながら石けん作りをじっくり
手作り石けん 応用科
受講料 ￥24,000－
学び、
毎回作成する度に完成度がアップする納得の講座です。石けん講座（応用科）
火曜午後コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥8,476
修了者対象。
6回目の教材費は別途徴収いたします。
※講座終了後5回以上出席された方に、応用科修了書を発行致します。
（1）
石けん概要
実習：椿＆ヘナソープ
（2）
油脂総論
実習：ローズヒップソープ
（3）
油脂各論
実習：ベジタブルエキスソープ
（4）
石けんのデザイン 実習：アートソープ
（5）
液体石けん
実習：リキッドソープ
（6）
卒業制作
生活の木ハンドメイドギルド認定「手作り石けん基礎科」卒業生対象

エ
（メガネでも可）
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
生活の木Herbal Life College
全6回 14：00～16：00
（火曜）
薬
（長袖）
・靴でご参加下さい。
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
スタッフ

クラフト/アート

たまプラ丨ザ校

ハンドメイドギルド
アロマストーンレッスン
生活の木Herbal Life College

スタッフ

静岡校

ハンドメイドギルド
ソープデコレッスン
生活の木Herbal Life College

スタッフ

名古屋校

アロマ･ハーブ講座

コード│61720－403－00│ 2/7 │ 14：00～16：00
受講料 ￥3,000－
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
オリジナルブレンド精油・シリコーン型付

リース作り
ア
 ロマクラフト作り初心者の方、アロマテラピーやハーブを勉強された
方、手作りを楽しみたい方など、どなたでも

筆
 記用具
全1回
（金曜）
│61719－427－01 │10/28 │ 14：00～16：00
コード│61719－427－02 │ 11/11 │ 14：00～16：00 10/28
（月） 宝石ソープ
│61719－427－03 │ 12/9 │ 14：00～16：00 11/11
（月） クリスマスソープ
12/ （
9 月） New Year ソープ
受講料 ￥3,000－
デ
 コレーション石けんにご興味のある方。どなたでも。
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
エ
 プロン、筆記用具
全1回
（月曜）

大阪校
神戸校
広島校

│61719－428－01 │11/22㈮│ 12：30～14：00
│61719－428－02 │11/23㈯│ 15：30～17：00 毎回５種のハーブを紹介します。ハーブには明らかに生理的調整機能を示すフィト
コード
│61719－428－03 │1/10㈮│ 15：00～16：30 ケミカル
（植物成分）
が多く含まれています。各ハーブの代表的なフィトケミカルの
│61719－428－04 │2/21㈮│ 12：30～14：00 働き、それらの相互作用などハーブの神秘的な個性を知り、からだにどのように働
くのかを学びます。
受講料 ￥3,500－ 教材費別 ￥600
① 11/22・23 ジャーマンカモミール、エルダーフラワー、ペパーミント、ネトル、
エキナセア
② 1/10 ウスベニアオイ、リンデン、カレンデュラ、ローズヒップ、スギナ
③ 2/21 アーティーチョーク、ダンデライオン、ミルクシスル、マルベリー、
ハイビスカス
筆
 記用具
毎
 回講座対象ハーブティを試飲しますが、妊婦さんにはご遠慮いただく
JAMHA認定シニアハーバルセラピスト
こともあります。毎講座5種のハーブティーをご用意しますが、予告なし
全1回
に変更になる場合もあります。ご了承下さい。
伊藤 都
コード│61719－429－00│ 11/7 │ 15：00～16：30
アロマの基本、使い方のご紹介、アロマがなぜシニアにオススメなのかについての
アロマで活き活き元気脳に！
講習、アロマトリートメントオイルを使ったトリートメント実習気分スッキリ！ス
アクティブシニアのアロマテラピー！ 受講料 ￥2,750－ 教材費別 ￥1,500
プレーを作ってお持ち帰り頂きます。
トリートメントも学びます

ハーブ各論フィトケミカル講座
１stステップハーブ15 ①〜③

AHCP・JPAS認定アロマセラピスト

井 泰子

福岡校

元気な体になるための
アロマテラピー講座
〜頭部・肩のアロマトリートメント〜
AHCP・JPAS認定アロマセラピスト

大分校

井 泰子

お部屋で香るナチュラルスワッグ
植物の香りに包まれる
アドベントクリスマス

受講申込み

JAMHA認定ハーブ＆ライフコーディネーター

岡本 靖子

ƒ受講申し込みはP141へ


フ
 ェイスタオル２枚、ウェットティッシュ、筆記用具
当
 日の健康状態を考慮してご参加ください。

全1回
（木曜）
│61719－430－01 │ 11/24 │ 13：00～14：30
コード
│61719－430－02 │ 11/24 │ 15：30～17：00 癒しのメカニズム、リンパ、血のめぐりを学び、アロマオイルを使ってアロマとタッ
チングの作用で疲れた体を元気にします。肩・頭部・頭皮・耳・首筋・顔全体のポ
受講料 ￥3,500－ 教材費別 ￥1,100
イントプッシュの方法を学び、身近な方へまたセルフケアにお役立て下さい。受講
前後の体調の変化を体感ください。

筆
 記用具、ウェットティッシュ、フェイスタオル２枚
当
 日の健康状態を考慮してご参加ください。

全1回
（日曜）
コード│61719－432－00│ 11/22 │ 15：00～17：00
お部屋で過ごすことが多くなってくる秋冬、リラックスできるのがナチュラルな香
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,500
りです。クリスマスや年末に向けて体調管理も気になる季節、
抗菌力あふれるフレッ
シュハーブツリーの小枝をメインにスパイスなども用い、初心者から上級者まで楽
しめて見映えのするスワッグを作りましょう。
持
（大きめの紙袋・エコパック等）
 ち帰り袋
全1回
（金曜）
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
コード│61719－433－00│12/20 │ 15：00～17：00

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

占星術での 12 星座別占いは何だかしっくりこない…そんな方は本来生まれ持った
性質をあらわす月星座を調べてみませんか？その星座の性質を補強してくれる香り
をブレンドして、お守りアロマにすることで、自分らしさが引き出され、太陽星座
の意味も感じやすくなることでしょう。

全1回 （金曜）
岡本 靖子
コード
│61719－436－00│
思わず撮りたくなる！
見た目もキレイな美味しいハーブティー 10/31㈭│11/24㈰│
美容・健康・インスタ映えするような美しいハーブティをテーマにご紹介しお召し

繰り返し使えてエコ！
あずきのホットアイピロー
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

顔コリほぐし セルフケア講座
アロマオイルを使って
自分で綺麗になるテクニックを学びましょう 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥500
AEAJ認定アロマセラピスト

こうの とよ香

サロン・ド・ラピィ公認セラピスト

池田 康子

今
 回はベッドでの体験実習ではありません。アロマセラピストの解剖生
理学入門となります。どなたでもご参加可能ですが一般講座です。

全1回
コード│61720－431－00│ 1/19 │ 13：00～14：30

冬の間の溜め込んだ体内のいらない物をスッキリとさせる事で健康的で美しい身体
や肌が蘇ります。講座内でご希望の箇所に合わせてトリートメントをご体験いただ
けます。スッキリ！におすすめのアロマオイルを使用してトリートメントの方法を
学びます。

井 泰子
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福岡校

全1回
（日曜）
コード│61720－434－00│2/21㈮│ 15：00～17：00
春らしい精油などの香りを付けた蜜蝋をケースに流しこみ、プリザーブやドライの
春を待つお花のビーワックスフレーム
お花をあしらって、
簡単で見映えのするクラフトにチャレンジ。２種作成しますので、
〜お花と蜜蝋の香りを愉しむクラフト〜 受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,500
お部屋はもちろん職場に飾ってもよし、お別れの季節のプレゼントとしても役立て
ていただけることでしょう。
JAMHA認定ハーブ＆ライフコーディネーター
持
（大きめの紙袋・エコパック等）
 ち帰り袋
岡本 靖子
全1回
（金曜）
コード│61720－435－00│3/21㈯│ 13：00～15：00
アースピグメントやクレイなどの大地の恵みをブレンド、ナチュラルで春らしいお
似合う色で作る手作りコスメ
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,500
色のグロスとチークを手作りしましょう。カラーも学んだ講師が、似合うお色とカ
〜春色グロス＆チーク作り〜
ラーラントブレンドをアドバイス、ナチュラルコスメ作りの入門としても。
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
エ
（又は軽装）
・筆記用具
 プロン
岡本 靖子
全1回
（土曜）
コード│61720－443－00│ 1/10 │ 17：30～19：30
ワックスを溶かしてドライフラワーを入れて型に流し込みます。固まったワックス
大人可愛いフラワーキャンドル
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,040
を型から取り出すと、お花が可愛くデコレーションされたキャンドルが出来上がり
炎のゆらぎとアロマでリラックス
ます！ドライフラワーの彩りと、好きな香りでオリジナルのキャンドルを作ります。
エ
（ビニール手袋不可）
 プロン、軍手
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
ロ
 ウをこぼしたりする場合がありますので、エプロンを着用して受講して下
桝岡 睦子
全1回
（金曜）
さい。作業中はロウが高温になりますので取り扱いに充分ご注意ください。

広島校


筆
 記用具、ウェットティッシュ、フェイスタオル２枚
爪
 を切ってご参加ください。

AHCP・JPAS認定アロマセラピスト

神戸校

アロマで心も体も爽やか！
〜お腹スッキリ！腸の活性トリートメント〜 受講料 ￥3,500－ 教材費別 ￥1,100

大阪校

全1回
│61719－470－01 │10/31㈭│ 13：30～15：00
コード
│61719－470－02 │12/16㈪│ 14：30～16：00 アロマセラピストの解剖生理学の入門編 一般講座です。骨と筋肉の働きの座学後
アロマセラピスト解剖生理学超入門講座
は精油の選び方のポイント等をお伝えしながらトリートメントオイルを作ります。
骨と筋肉の働き・
トリートメントオイル作り 受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥1,650
フ
 ェイスタオル1枚・筆記用具 持っている方は「目でみるからだのメカ
ニズム」を持参ください。
ホリステックケアサロン：

名古屋校


筆
（自分の顔全体が映る大きさ）
ヘアピン等
（顔に髪が
 記用具、卓上型鏡
かからないようにする為）
術前術後の記録を取るためのカメラ
（携帯可）
化
粧品
（講座終了後メイク直しが必要な方はご持参下さい）

静岡校

桝岡 睦子

全1回
61719－442－01 │11/8㈮│ 16：30～18：30
│
コード
│61719－442－02 │2/24㈪│ 16：30～18：30 上品なプリント生地でカバーを作ります。なるべく縫う部分を少なくして、誰でも
簡単にできるようにしました。あずきのホットアイピローは寒い日にはカイロ代わ
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,220
りとしても使えます。蒸気の温もりで疲れた目とココロを癒しましょう。
縫
（お持ちの方）
、メガネ
（必要な方）
 い針、糸切りハサミ
手
 縫いで仕上げます。ご自身で手縫いが可能な方が対象です。
全1回
（金曜）
│61719－445－01 │10/21㈪│ 18：30～20：00
コード│61719－445－02 │12/19㈭│ 18：30～20：00「表情癖と顔のコリ」について学び、
「顔コリほぐし」のセルフケアテクニックを習
│61719－445－03 │3/12㈭│ 18：30～20：00 得します。

たまプラ丨ザ校

桝岡 睦子


縫
（お持ちの方）
、メガネ
（必要な方）
 い針、生地切りハサミ、糸切りハサミ
手
 縫いで作成しますので、メガネの必要な方はご持参ください。

町田校

日本布ナプキンアドバイザー協会
布ナプキンアドバイザー

飯能校（薬香草園）

いくつになっても毎日使える！
布ナプキン手作り体験



筆
 記用具
全1回
（月曜）
│61719－441－01 │11/8㈮│ 13：30～15：30
コード
│61719－441－02 │2/24㈪│ 13：30～15：30 布ナプキンのメリットやデメリット。洗濯方法などの取り扱いについてのお話も交
えながら、チクチク手縫いで作っていただきます。講座ではスナップボタン付きの
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,040
プレーンなひし形タイプを作ります。羽根付きやホルダータイプ、パッドなどのサ
ンプルもご覧いただきます。

柏校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

桝岡 睦子

宇都宮校

全1回
│61719－439－01 │ 1/6 │ 13：30～15：30
コード
│61719－439－02 │ 3/23 │ 13：30～15：30 石膏と水を混ぜ、モールドに流し込んで固めるので初めての方も簡単に作れます。
石膏で作る香りのオブジェ
精油で香りをつけ、お好みで色を付けることもできます。液状で流し込むので、繊
アロマフレグランスストーン
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,530
細な模様も綺麗に型抜きができます。硬化の待ち時間にはアロマクレイも体験して
いただきます。
筆
 記用具、エプロン、ゴム手袋
アロマフレグランスストーン協会 認定講師
石
 膏で洋服が汚れる場合がありますので、エプロンを着用して受講して
桝岡 睦子
全1回
（月曜）
ください。
│61719－440－01 │ 1/6 │ 16：30～18：00
コード
│61719－440－02 │ 3/23 │ 16：30～18：00 普段はなかなか手が出ない、高級な花精油をメインに女子力 UP のオリジナルの香
花精油で作る女子力UPのアロマ香水
水を作ります。優雅な香りに包まれながらブレンドを考えている間も、とても贅沢
〜ローズオットー・ジャスミン・ネロリ〜 受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥3,300
な癒しの時間となるでしょう。可愛い香水瓶もご用意しますのでお楽しみに！

仙台校

坂本 智子

札幌校

上がり頂きます。ハーブの作用やハーブティの入れ方をマスターし、ご家族やお友
達との話題になる様な、おいしく美しく健康にも良いハーブティをお楽しみ下さい。
お持ち帰り用ハーブも用意します。
10/31
（木） 1 日目：うるツヤ肌の為のハーブティー
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
11/24
（日） 2 日目：ヘルシー UP の為のハーブティー
全2回 10/31㈭16：00～17：30、11/24㈰18：00～19：30
坂本 智子
筆
 記用具
│61719－437－01 │11/2㈯│ 15：30～17：00
コード
│61719－437－02 │1/13㈪│ 15：30～17：00 精油の説明後、オリジナルマスクスプレーを作成して頂きます。 リラックス・リ
好きな香りでマスクスプレー
フレッシュ等、精油の作用を知って自分に合ったものを作りましょう。好みの香り
花粉症・風邪の季節に香りのマスクで 受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥600
のマスクスプレーで、お出かけ時にも気分よく過ごせます。
爽快に
筆
 記用具
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥2,200

原宿表参道校

月星座と太陽星座で
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,500
お守りアロマブレンド
占星術12星座別の練り香＆香油作り

講座内容

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

コード
│61720－476－00│
思わず撮りたくなる！
見た目もキレイな美味しいハーブティー 2/22 │ 3/14 │

原宿表参道校

美容・健康・インスタ映えするような美しいハーブティをテーマにご紹介しお召し
上がり頂きます。ハーブの作用やハーブティの入れ方をマスターし、ご家族やお友
達との話題になる様な、おいしく美しく健康にも良いハーブティをお楽しみ下さい。
お持ち帰り用ハーブも用意します。
2/22
（土） 1 日目：うるツヤ肌の為のハーブティー
3/14
（土） 2 日目：ヘルシー UP の為のハーブティー
筆
 記用具
全2回 18：30～20：00
（土曜）

受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥2,200

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

坂本 智子

札幌校

ボディワーク・ヨガ講座

│61719－438－01 │10/23 │ 12：00～13：30

61719－438－02 │ 2/19 │ 12：00～13：30 妊活のストレスが少しでも軽くなるように・
・
・頑張りすぎた疲れた心をアロマとハー
妊活の心のケアYOGA・アロマ・ハーブで コード│
│61719－438－03 │ 4/1 │ 15：00～16：30 ブで癒し、椅子に座ったまま簡単な YOGA で体と頭をリフレッシュ。ハンドトリー
YOGA＋アロマハンドトリートメント
│61719－438－04 │ 4/15 │ 12：00～13：30 トメント
（自身でブレンド）
で手を温め、フットバス用のハーブバスソルト
（1 回分）
を
作り家で足を温めます。

仙台校

受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,200


バ
 スタオル1枚、フェイスタオル1枚
●
 椅子に座りながらの簡単なヨガになりますが、安定させるためにヒー
ルはできるだけ避けてください。●ハンドトリートメントを行うので肘
まで上げれる服装で、爪はできれば短く整えてください。

AEAJ認定アロマセラピスト

武和 早苗

宇都宮校

全1回
（水曜）
│61719－444－01 │11/25㈪│ 11：30～13：00
コード│61719－444－02 │12/2㈪│ 11：30～13：00 日頃の姿勢、便秘解消のためのポーズ、産後、加齢によってゆるんだ底筋を鍛えて
骨盤ビューティーヨガ
│61719－444－03 │4/16㈭│ 11：30～13：00 骨盤矯正するヨガポーズ、ウエストや下半身を集中的にシェイプするヨガポーズ、
腸の活性にも産後女性にも優しいヨガ
ストレス太りを改善するヨガポーズなど、ヨガの基本である心の安らぎも一緒に体
受講料 ￥2,500－ 教材費なし
感していただきます。
JBHダイエットアドバイザー
（骨盤矯正ヨガ講師）

柏校

西村 美紀

全1回

トリートメント・マッサージ講座

コード│61719－446－00│10/9㈬│ 18：30～20：00

飯能校（薬香草園）

アロマリンパトリートメント
あごのたるみをスッキリリフトアップ！ 受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,300


動
 きやすい服装
持
 病や怪我など、気になる事があれば事前にお知らせください。

フェイスコースでは、精油の説明後、オリジナルオイルを作成し、顔から首までの
セルフトリートメントの後、ローズパックをご体験頂きます。 リンパの流れをよ
くすることで、リフトアップ・目元くっきり・スッキリフェイスを目指しましょう。

筆
 記用具・ティッシュ・タオル・基礎化粧品・メイク用品・ヘアバンド
又はヘアピン・鏡

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

町田校
たまプラ丨ザ校

静岡校

顔
 から首までのトリートメントを行ないますので、適した服装でお越し
全1回
（水曜）
下さい。
│61719－447－01 │10/17㈭│ 15：00～17：00
コード│61719－447－02 │11/19㈫│ 15：00～17：00 アロマテラピーとリンパトリートメント、トリートメント後に適したハーブティの説明
アロマリンパトリートメント
│61719－447－03 │2/11㈫│ 18：30～20：30 を行います。ハンドコースでは、オリジナルトリートメントオイル作成 ・セルフトリー
初心者でも簡単！基礎・ハンドコース
トメント ・クレイパック ・ハーブティのブレンドや入れ方をご体験頂きます。
受講料 ￥2,800－ 教材費別 ￥1,300

筆
 記用具・ティッシュ・ハンドタオル
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
指
 先から肩までのトリートメントを行ないますので、適した服装又は着
坂本 智子
全1回
替えをお持ち下さい。
コード│61719－448－00│ 12/13 │ 18：30～20：00
フットコースでは、精油の説明後オリジナルオイルを作成し、足裏から膝上までの
アロマリンパトリートメント
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,100
セルフトリートメントを行います。ふくらはぎ・足首がむくむ方や、足が冷える方、
美脚を目指して！フットコース
精油とトリートメントの力で足がスッキリするのを実感してみませんか？

坂本 智子

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

坂本 智子

名古屋校

アロマリフレクソロジー
初心者でも簡単！ハンドコース


筆
 記用具・タオル・ウェットティッシュ
ひ
 ざ上までのトリートメントを行ないますので、適した服装でお越し下さい。

全1回
（金曜）
│61719－449－01 │12/5㈭│ 18：30～20：00
コード│61719－449－02 │1/13㈪│ 13：00～14：30 ハンドコースでは、アロマテラピーとリフレクソロジーの基礎を学習後、オリジナ
│61719－449－03 │3/4㈬ │ 18：00～19：30 ルオイルを作成しハンドリフレクソロジー、クレイパックを行ないます。

大阪校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,100

アロマリフレクソロジー
フットコース

受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,100

坂本 智子

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

神戸校

坂本 智子

アロマヘッドマッサージ
頭も気分もリフレッシュ！

広島校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

坂本 智子

福岡校

大切な人を癒したい！
首から腰への癒しのトリートメント

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

谷口 知奈美

大分校

美血セラピー
アンチエイジング編

受講申込み

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

谷口 知奈美

ƒ受講申し込みはP141へ

全1回
コード│61719－450－00│ 12/15 │ 18：30～20：00


筆
 記用具・ティッシュ・ハンドタオル
フットコースでは、精油とリフレの説明 ・トリートメントオイル作成 ・セルフ
リフレクソロジーを行います。先に「リフレクソロジー ハンドコース」の受講を
お勧めします。

筆
 記用具・ウェットティッシュ・タオル
膝
 までのトリートメントを行いますので、適した服装でお越し下さい。

全1回
（日曜）
│61719－451－01 │11/25㈪│ 14：00～15：30
コード│61719－451－02 │12/20㈮│ 18：00～19：30 アロマテラピー・精油・ヘッドマッサージの説明後、オリジナルオイルを作成しセ
│61719－451－03 │3/7㈯ │ 18：30～20：00 ルフトリートメントを行います。頭スッキリ、パソコン・スマホ等などによる肩こ
りや眼の疲れを解消したい方に最適です。
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,100

筆
 記用具・ティッシュ・ハンドタオル
全1回
頭
 から首までのトリートメントを行ないますので、適した服装でお越し下さい。
│61719－452－01 │ 10/17 │ 12：00～14：00
コード
│61719－452－02 │10/24 │ 12：00～14：00 大切な人が肩こりや腰痛で困っていたら、整体やサロンに行くのではなく、自分の
手で癒してあげたいと思いませんか？肩こりや腰痛など多くの人が悩む不調に簡単
受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥2,200
な手技で癒してあげましょう。心身ともにリラックスし、リフレッシュして活力 UP
法を伝授します。

筆
 記用具・タオル・バスタオル・動きやすい服装
施
 術後は、少し眠くなります。

全1回
（木曜）
│61719－454－01 │12/3㈫│ 12：00～14：00
コード
│61719－454－02 │12/20㈮│ 12：00～14：00 特殊なクシとブレンドオイルを使ったセルフトリートメントを学びます。精油の効
能を学び、ブレンドオイルを作り、お好きな香りに癒された後、頭～お顔～アンチ
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,750
エイジングセルフトリートメントを学んでフェイス UP していきます。施術後は沢
山お水を飲んでスッキリして下さい。

全1回
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筆
 記用具、タオル、鏡、キャミソールか胸元から首が出せる服装
施
 術後、触った部分が赤くなったり、眠くなることがあります。
＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座


筆
 記用具・タオル・鏡・キャミソールか胸元から、首・肩が出せる服装
施
 術後、触った部分が赤くなったり眠くなることがあります。

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

谷口 知奈美

全1回
（月曜）

マタニティ・ベビー・キッズ講座

ベビービクスインストラクター

全1回
（月曜）

介護・人のために役立つ講座

│61719－459－01 │ 10/15 │ 18：30～20：00

コード
│61719－459－02 │ 1/21 │ 18：30～20：00 講座の前半では、ライフスタイルにあわせたアロマやハーブの取り入れ方を学びます。
介護に生かすアロマとハーブ講座
後半では、高齢者の方へのトリートメントの概要や諸注意、そしてトリートメント
オイル作成とハンドトリートメント体験 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,000

│61719－460－01 │ 11/19
コード

アロマスタジオSIESTA代表

白水 雅子

コード│61720－458－00│ 3/30

介護ケアとメディカルハーブと
受講料 ￥6,000－ 教材費別
アロマ講座
家族介護や医療・福祉関係職の講習
池田 康子

シーズナル・ライフスタイル講座

広島校

ホリスティックケアサロン：
サロン・ド・ラピィ公認セラピスト

神戸校

認定心理士

白水 雅子

大阪校

│61719－461－01 │ 12/17
コード

│61719－461－02 │ 3/10
スポーツとアロマテラピー
クールダウン用のジェルを作成しよう 受講料 ￥3,000－ 教材費別

名古屋校

│61719－460－02 │ 2/25
介護現場でのアロマ
<ステップアップ編>
受講料 ￥3,000－ 教材費別
オイルトリートメントと口腔ケアを学ぼう

静岡校

アロマスタジオSIESTA代表

白水 雅子

オイルの作成実習を行います。最後は、ハンドトリートメントを実習し、実践に即
した講座内容となっています。
介
 護職や医療従事者以外の方も安心してご受講いただけます。
筆
 記用具、ハンドタオル
全1回
（火曜）
│ 18：30～20：00
│ 18：30～20：00 講座の前半では、ライフスタイルにあわせたアロマやハーブの取り入れ方を学びま
す。後半では、誤嚥性肺炎予防を目的とした、ナチュラル素材でのお口のケア、高
￥1,000
齢者の方を対象としたトリートメントオイルの作成実習を行います。最後は、ハン
ドトリートメントの相互実習を行います。
介
 護職や医療従事者以外の方も安心してご受講いただけます。
全1回
（火曜）
筆
 記用具、ハンドタオル
│ 18：30～20：00
│ 18：30～20：00 この講座では、スポーツ現場においてアロマテラピーを活用した実践的なケア方法
を学ぶ講座です。選手の体調面のみならずメンタル面にも効果的で、また初心者
￥1,000
の方でも気軽に取り入れやすい精油をお伝えしたいと思います。スポーツ後のアフ
ターケア用ジェルの作成も楽しめます。
ス
 ポーツ現場でのアロマセラピーに興味がある方にお勧めです。また浅
く広い内容ですので、初心者の方にも安心してご参加頂けます。
筆
 記用具、ハンドタオル
全1回
（火曜）
│ 18：00～20：00
家族介護をしながらセラピストをやってきましたその実体験を元にアロマやハーブ
￥2,100
の取り入れ方をご紹介、講義致します。生活の質をＵＰする為に、ぜひ、自然療法
をお役立てください。脳に刺激用トリートメントオイル作り・臭いの対策用エアス
プレー作り。ハンドセラピー実習。
筆
 記用具、フェイシャルタオル2枚
全1回
（月曜）
爪
 を切ってご参加ください。

たまプラ丨ザ校

酢谷 香織


筆
 記用具
妊
 婦さん対象の講座となります。

町田校

│61719－457－01 │ 11/18 │ 13：00～15：00
コード│61719－457－02 │ 12/2 │ 14：00～16：00 最近様々なスタイルのベビーマッサージが増えてきました。この講座では質の
│61719－457－03 │ 3/2 │ 13：00～15：00 高いベビーマッサージのご紹介とマタニティー期を快適に過ごせるためのハーブ
ティー、アロマセラピーのご紹介や出産体験談とマタニティーママには興味深い盛
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,200
りだくさんの内容となっております。

飯能校（薬香草園）

谷口 知奈美


筆
 記用具・タオル・半袖Tシャツか手先から肩が出せる服装
施
 術後、触った部分が赤くなったり眠くなることがあります。

柏校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

これからママになるあなたへ
絶対知ってほしいベビーマッサージ

特殊なクシとブレンドオイルを使ったセルフトリートメントを学びます。精油の効能を学
びブレンドオイルを作りお好きな香りに癒された後、肩から指先、手のひらのセルフトリー
トメントを学んで癒していきます。施術後は、沢山お水を飲んで、スッキリして下さい。

受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,750

宇都宮校

美血セラピー
ブラシハンドケアー

全1回
コード│61720－456－00│ 3/30 │ 12：00～14：00

仙台校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

谷口 知奈美


筆
 記用具・タオル
受
 講後は、たくさんの水分を摂取して下さい。ただし、冷水・炭酸水ま
たコーヒー・紅茶・コーラなど刺激性のある飲み物は避けてください。

札幌校

全1回
│61719－471－01 │ 11/4 │ 13：30～15：00
コード
│61719－471－02 │ 11/4 │ 15：15～16：45 アロマセラピストによる実習体験をして頂きます。今回は①座学でアロマセラピーの
アロマセラピストのハンドトリートメント
基本を学んで頂きまして②ペアとなってハンドの施術致します。精油の選び方のポイ
①座学
受講料 ￥5,400－ 教材費別 ￥1,650
ントなどをお伝えします。トリートメントオイル作りの知識も深めていただけます。
②ハンドトリートメントの実習
①座学
（13：30 ～ 15：00） ②ハンドトリートメントの実習
（15：15 ～ 16：45）
※女性限定①又は②のみの受講可。両方の受講可。

フ
ホリスティックケアサロン：
 ェイスタオル２枚・筆記用具 手先～肩まで出せる服装を持参ください。
サロン・ド・ラピィ公認セラピスト
爪
 を切ってご参加ください。①②別々の講座です。各講座での申し込み
池田 康子
全1回
（月曜）
となります。
│61720－453－01 │1/10㈮│ 12：00～14：00
コード
│61720－453－02 │2/6㈭ │ 12：00～14：00 セルフトリートメントで、気になるひざ下をうるつや肌にしながら、むくみ対策を
セルフトリートメント＆
していきます。それから冷えや、足の疲れで困っている身近な人へのトリートメン
人へのトリートメント
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,200
トをしていきます。むくみのせいで疲れた体やどんよりした気分をスッキリ、リン
むくみスッキリ！
パサラサラで健康的な毎日を！
ひざ下のトリートメント

原宿表参道校

美血セラピー
お体スッキリ編

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│61719－455－01 │11/7㈭│ 12：00～14：00
コード
│61719－455－02 │11/19㈫│ 12：00～14：00 特殊なクシとブレンドオイルを使ったセルフトリートメントを学びます。精油の効能
を学び、ブレンドオイルを作り、お好きな香りに癒された後、腕～肩～首の裏のトリー
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,750
トメントを学んで癒していきます。施術後は沢山お水を飲んでスッキリして下さい。

スペシャルセミナー

講座名／講師

│61719－462－01 │10/24㈭│ 16：00～18：00

浄化用のアロマバスソルトを作ります。
筆
 記用具・持っている方はマナカード持参ください。
占
池田 康子
 いを目的にしたものではなく自身のケア・セラピーとしての講座です。
全1回
│61719－463－01 │11/18㈪│ 16：15～17：45
│61719－463－02 │11/18㈪│ 18：00～19：30 44 枚の美しいマナカードにはハワイの植物や神話の登場人物など描かれ深い意味があ
マナカード・リーディングセラピー講座 コード│
61719－463－03 │2/16㈰│ 17：00～18：30 ります。深層心理を引出しカードからのメッセージを受け取ります。マナカードとはの
①エネルギー②関係③方向性を視る
講義・実際にカードを引く・カードの意味・癒しのアイテム浄化のソルトを作ります。
受講料 ￥3,500－ 教材費別 ￥1,650
①エネルギー
（11/18） ②関係
（11/18） ③方向性を視る
（2/16）
筆
 記用具・持っている方はマナカード持参ください。
マナカードアカデミー認定マナカードセラピスト
占
 いを目的にしたものではなく自身のケア・セラピーとしての講座です。
池田 康子
全1回

福岡校

コード│61719－462－02 │1/19㈰│ 16：00～18：00 44 枚の美しいマナカードにはハワイの植物や神話の登場人物が描かれ深い意味が
マナカード・スぺシャル
│61719－462－03 │3/2㈪ │ 16：00～18：00 あります。深層心理を引出しカードからのメッセージを受け取ります。マナとは・
対面セッション講座
マナカードとはの講義・各人とのセッション・最後は癒しの水出しハーブティ作り・
ご自分と素敵に向き合っていただきます。受講料 ￥6,300－ 教材費別 ￥1,650
マナカードアカデミー認定マナカードセラピスト

110

受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ

最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

大分校

Check!

スペシャルセミナー

講座名／講師

原宿表参道校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│61719－464－01 │10/23㈬│ 14：30～16：30
コード
│61719－464－02 │2/6㈭ │ 14：00～16：00 近年、腸がなぜ注目されているのか？腸のしくみや重要性について学びます。症状
自然療法で、
インナービューティーを！
に合わせたハーブを選べるようになり、インナービューティーを目指す講座です！
ハーブやコンブチャで腸をケアしませ 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,800
数種類のハーブなどを試飲いただき、ハーブの美味しさも楽しんでいただけます。
んか？
筆
 記用具
数
JAMHA認定シニアハーバルセラピスト
 種類のハーブティやコーディアルの試飲をしますので、ハーブの苦手
全1回
な方やアレルギーのある方はご注意ください。
井上 知佳

│61719－465－01 │11/1㈮│ 13：00～15：00
コード

札幌校

│61719－465－02 │4/1㈬ │ 12：00～14：00 オーガニック食品やコスメがたくさんありますが、真のオーガニック製品を選べて
オーガニック製品ってどんなもの？
いますか？無農薬＝オーガニックではありません。オーガニックコスメ＝全てがオー
食品やコスメ・石鹸の選び方を学ぼう！ 受講料 ￥3,500－ 教材費別 ￥1,200

仙台校
宇都宮校
柏校
飯能校（薬香草園）

町田校
たまプラ丨ザ校

ガニック製品ではありません。この講座では、安心安全な本物のオーガニック製品
を選べる実用的な知識を学びます。
筆
 記用具
井上 知佳
全1回
│61719－466－01 │ 11/2 │ 13：00～14：30
│61719－466－02 │ 11/23 │ 13：00～14：30 この講座では、わかりやすく和の香りについてレクチャーします。各回、実際にお
コード
日本の香り文化探求
│61719－466－03 │ 2/15 │ 18：30～20：00 香の材料についてお勉強します。聞香体験、香りのブレンド、香の焚き方などを通
香の焚き方、
聞香体験
│61719－466－04 │ 3/21 │ 18：30～20：00 して、新しいお香の魅力を発見しましょう。
聞香体験 11/2 2/15 香の焚き方 11/23 3/21
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,500
筆
 記用具
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
当
（天然香水も含め）
、香りのあるハンドクリーム、エッセン
 日は、香水
林 みどり
全1回
（土曜）
シャルオイルなどの香りをつけずにお越し下さい。
│61719－467－01 │11/17㈰│ 13：00～15：00
コード
│61719－467－02 │12/3㈫│ 15：30～17：30 自然素材と香りを使ったキャンドル作りが体験できます。①絵画のようなアート
ハンドメイドでAROMAキャンドル作り
ジェルキャンドルの作り方を体験できます。 インテリアとして、火を灯してもす
①アートジェル
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,100
てきな雰囲気に包まれます。②ガラス瓶にジェルと大豆ワックスを 2 層に分けて入
②ソイ＆ジェル
れ、お好きな色と花材で作ります。
① 11/17 アートジェル ② 12/3 ソイ＆ジェル
エ
 プロン、作品持ち帰り袋
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
全1回
高
 温のロウを使用しますので、受講時は作業しやすい服装でご参加下さい。
安井 志伸
コード│61719－468－00│ 11/17 │ 16：00～18：00
植物を染めて、全て国産を使用したあなただけのお肌にも優しい天然シルクストー
シルクスストール染め講座
ルを作りましょう。アカネの根で、オレンジ、桃色のきれいな色に染めます。数種
ハーブ＆ベジタブルの
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,500
類の高級なシルク生地からお選びいただきます。漢方植物やお野菜を使ったシルク
ナチュラルカラーを楽しむ
ストールの染色の方法もお伝えします。
漢方スタイリスト
（漢方養生指導士）
エ
 プロン、厚手のゴム手袋
安井 志伸
全1回
（日曜）
動
 きやすい服装でお越しください。
コード│61720－469－00│ 2/19 │ 14：30～16：00
冷え対策や女性のためのお悩み、プチ不調を緩和し楽しく過ごせるよう、日々の生
おうちで漢方！秋冬向け東洋医学入門 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,000
活に役立てます。東洋医学的見方でタイプ別に漢方茶を作っていきます。自分にあっ
貴方の漢方ブレンドティ
た漢方ブレンドティをご体験いただけます。漢方初めてさんにも楽しくわかりやす
（薬膳スイーツ付）
い講座です。
筆
 記用具
ア
漢方スタイリスト
（漢方養生指導士）
 レルギーのある方は、事前に講師にご相談ください。妊娠中の方はご
全1回
（水曜）
遠慮ください。
安井 志伸
JAMHA認定シニアハーバルセラピスト

ブラッシュアップ講座

│61719－473－01 │11/15㈮│ 18：30～20：00

静岡校

コード│61719－473－02 │1/23㈭│ 18：30～20：00 アロマハンドトリートメントの基本テクニックのチェックとレベルアップを目指し
ハンドセラピスト
│61719－473－03 │2/10㈪│ 18：30～20：00 ます。実技が中心の講座です。
ブラッシュアップ講座
〜テクニックのチェックとレベルアップ〜 受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥500
「AEAJアロマハンドセラピスト養成講座」修了者

AEAJ認定アロマセラピスト

名古屋校

こうの とよ香
精油とハーブのための楽しい化学
（基礎編）

コード
│61719－474－00│
10/19 │ 11/2 │ 11/23 │

全1回

大
 判バスタオル2枚・筆記用具
ハ
 ンドトリートメントの実習の為、腕を出しやすい服装で、爪は短く切り、
指輪等のアクセサリー類はお取りいただいてご参加ください

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

大阪校
神戸校

化学でお困りの方、まずはお気軽にこの講座にお越し下さい。化学を見る目が変わ
りますよ！
（1）
化学の基礎知識、化学物質の分類
（2）
脂肪酸と油脂、精油の成分と薬理作用
（3）
精油の使用上の注意、精油の抽出法
筆
 記用具
全3回 18：30～20：00
（土曜）
61719－475－01 │ 12/2 │ 18：30～20：00
│
コード
│61719－475－02 │ 12/9 │ 18：30～20：00 1 日目・精油編 （1）
精油成分の分類
（2）
精油の抽出に関係する用語解説
（3）
簡単な毒性学用語解説
受講料 ￥2,500－ 教材費なし
2 日目・ハーブ編
（1）
分子の構造と異性体
（2）
消化のしくみ
基礎編を受講済みの方、または高校レベルの有機化学を理解して

いらっしゃる方
全1回
（月曜）
筆
 記用具
受講料 ￥7,500－ 教材費なし

上月 千佳子

精油とハーブのための楽しい化学
（上級編）
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

上月 千佳子

ハーブ・アロマテラピーの為のビジネスセミナー講座

広島校

ハーブ･アロマテラピーの為の
ビジネスセミナー

コード│61719－478－00
11：30～18
：30シニア
│11/27㈬
対 象 者 女性限定
経験者│メンズ
親子
早得 続学

福岡校

生活の木

ハーブ・アロマテラピー専門店の開業に興味をお持ちの方の為の一日講習です。
ハーブ専門店として 43 年の経験と約 120 店舗の運営ノウハウを活かし、第一線で
活動する生活の木講師陣が開店準備から運営までを楽しく、わかりやすく解説させ
ていただきます。
◯ハーブ・アロマテラピー マーケティング事情
◯ハーブ・アロマテラピー専門店を開業するためのノウハウ
◯店舗運営と活性化
筆
 記用具、電卓
※
 申込締切日は開講3週間前となります。
※施設内での飲食はご遠慮いただいております。予めご了承ください。
※コースにより開催校が異なります。お申込みの際は、まずは開催校に
全1回
（休憩1時間）
（水曜）
ご連絡下さい。

受講料 ￥18,000－ 教材費なし
※申込締切日は開講3週間前となります。
（水）
開講日 11/27
（水） ※申込締切 11/6

大分校
受講申込み
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

スペシャルセミナー

公益社団法人日本アロマ環境協会資格認定校 アロマセラピスト アロマテラピーインストラクター アロマテラピーアドバイザー アロマブレンドデザイナー アロマハンドセラピスト
ハーバルプラクティショナー
ハーバルセラピスト
メディカルハーブコーディネーター
NPO法人日本メディカルハーブ協会認定校
生活の木 ハンドメイドギルド認定校

シニアハーバルセラピスト

日本のハーブセラピスト

手作り石けん講座 応用科／基礎科

原宿表参道校

神戸校 生活の木神戸三宮SOL店

078-262-5272（受付時間10：00〜20：00）

&

兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館SOL B2

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

JR三宮駅、
阪神三宮駅、
阪急三宮駅中央出口より徒歩3分
神戸国際会館SOL B2

講座内容

受講料 無料 教材費なし

スタッフ

AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会

広島校
福岡校

坂下 典子

神戸校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

大阪校

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
日曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

名古屋校

9月期
コード
│
│ 61619－891－00
9/2 │ 9/30 │ 10/7 │
暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザ
8/1まで
ーを目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
3月期
コード
│
│ 61620－986－00 活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
3/9 │ 3/30 │ 4/13 │
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
2/8まで
（1）
アロマテラピーとは
実習：スキンローション
受講料
￥18,000－
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
初回一括￥3,000
（
税抜）
教材費別
（3）
基材とホームケア（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
渡辺 香代子
全3回 13：00～17：30
（休憩30分）
（月曜）
（4）
アロマテラピーが心と身体に働くメカニズム 実習：ミツロウクリーム
9月期
コード
│
│ 61619－892－00（5）
健康学（栄養・運動・睡眠・生活習慣病）実習：クレイパック
9/5 │ 9/19 │ 10/17 │
（6）
アロマテラピー関連法規・環境
実習：フレグランス
アロマテラピー検定対策
8/4まで
アロマテラピーアドバイザー養成講座
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
2月期
コード
│
│ 61620－987－00
木曜集中コース
定1、2級の合格を目指す方など、どなたでもご受講いただけます。
2/20 │ 3/19 │ 4/16 │
1/19まで
筆
（￥2,400/
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
受講料 ￥18,000－
税抜）
、生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,000・￥2,000/税抜）
をご
AEAJ認定アロマセラピスト
初回一括￥3,000
（
税抜）
教材費別
用意下さい。
（各スクールで購入可）
2コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚。
アロマテラピーインストラクター
全3回
13
：
00～17
：
30
（
休憩30分）
（
木曜）
大久保 美香
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
9月期
コード
│
│ 61619－894－00
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
9/6 │ 9/20 │ 10/4 │
アロマテラピー検定対策
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
8/5まで
アロマテラピーアドバイザー養成講座
装で、爪は短く切りご参加されることをお勧めします。
2月期
コード
│
│ 61620－988－00
金曜集中コース
2/14 │ 3/13 │ 4/17 │
1/13まで
受講料 ￥18,000－
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
森川 陽子
全3回 10：30～15：00
（休憩30分）
（金曜）
コード
│61619－895－00│
9/8 │ 9/29 │ 10/6 │

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座
月曜集中コース

静岡校

【アロマテラピー検定対策】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーアドバイザー養成講座

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

山本 明日香

町田校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

全1回
│61619－889－02 │8/21㈬│ 10：30～12：00
│61619－889－03 │8/26㈪│ 17：30～19：00 アロマテラピーってなんだろう、精油ってどうやって使うのだろう…そんな皆さん
│61619－984－01 │11/24㈰│ 10：30～12：00 に「アロマテラピー」を感じて、体験していただく講座です。 自然の香りを楽しみ
コード
│61619－984－02 │1/9㈭ │ 10：30～12：00 ながら、心地よい時間を一緒に過ごしましょう。AEAJ の資格対応コースについても
│61619－984－03 │1/28㈫│ 18：00～19：30 併せてご説明いたします。
│61619－984－04 │2/15㈯│ 10：30～12：00 ○アロマテラピーとは ○ルームフレッシュナー作り ○ AEAJ 資格対応コース説明
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、アロマを日常生活に役立てたい方、知
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500
（税抜）
識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなたで
もご受講いただけます。
筆
 記用具
全1回
│61619－890－04 │9/6㈮ │ 15：30～19：30
コード│61619－985－01 │12/19㈭│ 13：00～17：00 アロマテラピー検定 1 級合格後に、アロマテラピーアドバイザー認定に必要な知識
│61619－985－02 │12/21㈯│ 13：00～17：00 を学びます。
○ AEAJ アロマテラピーアドバイザー認定講習会
受講料 ￥4,759－ 教材費なし
・アロマテラピーアドバイザーについて
・アロマテラピー関連法規
・
（公社）
日本アロマ環境協会
（AEAJ）
について
○ AEAJ 資格対応コース講座説明会
（※ 説明会の参加は任意です）
・
 アロマテラピー検定試験1級合格の方。
筆
お持ちの方は「資格マニュアル」
（最新版）
、
機関誌「AEAJ」
（最新号）
 記用具、
履
 修証明書発行には本講習会カリキュラムを、同一日に全ての履修が必
全1回
要となります。

飯能校（薬香草園）

アロマテラピー入門講座

筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。

柏校

生活の木Herbal Life College

ハーバルライフカレッジ各校におけるアロマテラピーアドバイザー、アロマブレン
ドデザイナー、アロマハンドセラピスト、アロマテラピーインストラクター、アロ
マセラピストの各養成講座について詳しくご説明いたします。公益社団法人 日本
アロマ環境協会
（AEAJ）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメ
リット、講座の特徴やカリキュラムの内容等、実際のテキストをお見せしながらお
話します。
○アロマテラピーとは ○協会
（AEAJ）
について ○アロマハンドバス体験
○質疑応答
こ
 れからアロマの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等どなたでもご受講いただけます。

宇都宮校

│61619－888－03 │8/21㈬│ 12：30～14：00
│61620－983－01 │1/9㈭ │ 12：30～14：00
│61620－983－02 │1/24㈮│ 18：00～19：30
コード
│61620－983－03 │1/26㈰│ 10：30～12：00
│61620－983－04 │2/1㈯ │ 10：30～12：00
│61620－983－05 │2/3㈪ │ 10：30～12：00

仙台校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／講座説明会・入門講座・認定講習会
アロマテラピー資格対応コース
講座説明会

札幌校

暮らしにスパイスを与えてくれるショップが集まった神戸国際会館SOL内にある神戸校。1日体験からプロフェ
ッショナルな資格取得を目指す講座まで幅広くアロマとハーブを勉強していただけます。アロマ・ハーブ生活
を深めてみませんか？

8/7まで
全3回 13：00～17：30
（休憩30分）
（日曜）

大分校

ƒ受講申し込みはP141へ

112

最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマブレンドデザイナー養成講座
コード

│61619－989－00│

原宿表参道校

10/16 │ 10/30 │ 11/6 │ 12/11 │
精油を組み合わせてブレンドし、さまざまなシーンや目的に合ったオリジナルの香
アロマブレンドデザイナー養成講座
りを創作する能力を養いながら、AEAJ の認定する資格を目指します。講座では、54
水曜コース
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜） 種類の希釈精油を使用し、複数の演習を通して、ブレンドの知識や技術を楽しみな

札幌校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
アロマブレンドデザイナー

横山 浩子

アロマブレンドデザイナー養成講座
土曜コース

仙台校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

大久保 美香

がら創作し、その魅力を伝える力を培います。
○「精油のブレンド技術」を学ぶための基礎知識 ○香りの特徴をとらえる方法
○
「香りのパレット」
を作る
○ブレンド実習とクリエーション
○創作した香りを活かす
◯実習：ハーバル・アロマティック、
フローラルブーケ、
フゼア、
4711、
望郷の香りなど、
全4回 11：30～16：30
（水曜）
各回のテーマに応じたブレンド演習を行います。
コード
│61619－990－00│
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

12/14 │ 1/18 │ 2/15 │ 3/14 │
取得予定の方
（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当
校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可 ※申込時・
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜）
講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
筆
『AEAJ認定アロマブレンドデザイナー公式テキスト』
（￥2,000/
 記用具、
税抜）
、AEAJ会員カード 又は ハーバルライフカレッジ アロマテラピーア
ドバイザー養成講座 修了証
（申込時・講座初回に確認致します。コピー可）
※
（各演習時
 各自で作成する、演習時の希釈精油代は別途徴収となります
全4回 14：30～19：30
（土曜）
【全9種】￥100～￥500程度）

宇都宮校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマハンドセラピスト養成講座
AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

柏校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

坂下 典子

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座
飯能校（薬香草園）

│61619－991－01 │12/9㈪│ 13：00～18：00
コード
│61619－991－02 │3/10㈫│ 13：00～18：00 1 日完結のカリキュラムを通して、安全にアロマテラピーの知識を持ち、身の周り
の方をはじめ、ボランティアや地域活動などにおいて、第三者にアロマハンドトリー
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜） トメントを提供できる技術や能力を養いながら AEAJ が認定する資格を目指します。
○アロマハンドトリートメントとは
○アロマハンドセラピストのための解剖生理学
○アロマハンドトリートメントの準備と確認事項 ○アロマハンドトリートメントの手技と手順
○実習：トリートメントオイル作成、相モデル実習
全1回
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

61619－992－01 │ 11/9 │ 14：30～19：30
│
コード
取得予定の方
（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当
│61619－992－02 │ 4/18 │ 14：30～19：30
校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可 ※申込時・
講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜）
筆
『AEAJ認定アロマハンドセラピスト公式テキスト』
（￥1,600/税
 記用具、
抜）
、大判の厚手バスタオル2枚
（60×120cm程度）
、ハンドタオル1枚

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

全1回
（土曜）

大久保 美香

※
 ハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、爪は短く
切ってご参加ください。

町田校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーインストラクター養成講座
アロマテラピーインストラクター
養成講座
月曜集中コース

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
アロマテラピーアドバイザー

渡辺 香代子

静岡校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
火曜集中コース

名古屋校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

坂下 典子

コード
│61619－993－00│
10/28 │ 11/11 │ 11/25 │ 12/2 │ 12/16 │ 1/20 安全で正しく豊かなアロマテラピーが実践できるよう、専門家として指導できる知
2/3 │ 2/10 │
識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマテラピーインストラクター資格コースです。
生活の木のオーガニック精油や基材を使用した実習を交え、アロマテラピーの活用
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）法や手作り化粧品について、準備、作製、使用、保管等をきめ細やかに学習します。
活用法の他にも、31 種類の精油や 12 種類の植物油について、実際に香りや使い心
地を試しながら、化学的な成分への理解も深めます。その他、解剖生理学や栄養学、
生活習慣病、メンタルヘルスなど総合的に学び、アロマテラピーの専門家として、
正しい知識や利用法を指導できるよう、体系的に学習します。
A
「アロマテラピーアドバイ
 EAJアロマテラピーアドバイザー有資格者、
ザー養成講座」受講中又は修了者、受講期間中にアロマテラピー検定を
9/27まで
受検予定の方。※アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちでない方は、
全8回 13：00～19：30
（休憩30分）
（月曜）
受験ができないのでご注意ください。
コード
│61619－994－00│
10/15 │ 10/29 │ 11/5 │ 11/12 │ 12/3 │ 12/17
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版・各校で
 記用具、
1/7 │ 1/21 │
購入可）
『アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキスト
（共
通カリキュラム編）
』
（￥2,500/税抜）
、
『アロマテラピーインストラクター公式テ
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
キスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥2,000/税抜）
、2019年改訂版
『アロマテラピー
検定 公式テキスト』
（￥2,400/税抜）
をご用意下さい。
（各スクールで購入可）
＜実習＞1コマ目：筆記用具のみ
2コマ目：フェイスタオル・ビニール袋 1枚
初回にフェイス
7コマ目：バスタオル1枚・集中コース受講の方は、
タオル・ビニール袋1枚をお持ちください。
・
7
コマ目のフットトリートメント実習時は、爪を切って脚を出しやすい

服装でのご参加がお勧めです。
9/14まで
全8回 13：00～19：30
（休憩30分）
（火曜）
・早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。

大阪校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／検定直前対策講座・試験直前対策講座
アロマテラピー検定直前対策講座
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

神戸校

広田 裕子

アロマテラピー検定直前対策講座
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

広島校

インストラクター試験直前対策講座

福岡校

渡辺 香代子

渡辺 香代子

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

コード│61619－900－00│10/25 │ 12：30～17：30

アロマテラピー検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑問
や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
筆
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』をご用意
下さい。
全1回
（休憩30分）
（金曜）
コード│61620－996－00│ 4/20 │ 13：00～18：00
1 級の試験には、2級の内容が含まれます。

受講料 ￥5,400－ 教材費なし

受講料 ￥5,400－ 教材費なし

全1回
（休憩30分）
（月曜）
│ 受講生優待 │61619－901－01│ 9/9㈪
一般
│
│61619－901－02│ 9/9㈪ 出題範囲が広範なアロマテラピーインストラクター試験に向け、模擬試験形式で総
コード
│ 受講生優待 │61620－997－01│ 3/6㈮ 復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
一般
│
│61620－997－02│ 3/6㈮
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
『アロマテラピーインストラクター・
 記用具、
アロマセラピスト公式テキスト
（共通カリキュラム編）
』
、
『アロマテラピ
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
ーインストラクター公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
教材費なし
当
 校のアロマテラピーインストラクター養成講座の受講生は、受講料が
全1回 9/9㈪は12：30～17：30、
優待価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
3/6㈮は13：00～18：00
（休憩30分）

大分校
受講申込み
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／講座説明会・入門講座

【メディカルハーブ検定対策】JAMHA資格対応コース／メディカルハーブコーディネーター養成講座

伊藤 節子
メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
土曜集中コース

酒井 倫子

12/10まで
全3回 13：00～17：30
（休憩30分）
（土曜）

筆
（￥2,800/税抜）
』
 記用具、JAMHA発行『メディカルハーブ検定テキスト
を事前に各自ご用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。

町田校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

暮らしに役立つ、メディカルハーブの基礎知識を学び、メディカルハーブコーディ
ネーターを目指しませんか？ご自身の美容や健康の為、家族・友人と楽しむ為など、
生活にすぐに活かせるハーブの活用術を実習も交えて楽しく学びます。メディカル
ハーブ検定の試験範囲に対応したカリキュラムです。
（1）
メディカルハーブの世界
実習：ハーブティー
（2）
メディカルハーブの歴史
実習：ペパーミントの温湿布
10/9まで
メディカルハーブの効果と仕組み 実習：セントジョンズワート浸出油作り
（3）
全3回 13：00～17：30
（休憩30分）
（日曜）
（4）
ハーブのプロフィール
実習：エキナセアチンキ作り
コード
│61620－001－00│
（5）
メディカルハーブの活用法 実習：セントジョンズワートの軟膏作り
1/11 │ 1/25 │ 2/1 │
（6）
症状別メディカルハーブ
実習：マルベリーとカモミールのゴマージュ作り
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、メディ
受講料 ￥18,000－
カルハーブ検定の合格を目指す方等、どなたでもご受講いただけます。
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866

飯能校（薬香草園）

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト

コード
│61619－048－00│
11/10 │ 12/22 │ 1/12 │

柏校

メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
日曜集中コース

宇都宮校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

仙台校

メディカルハーブ入門講座

札幌校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│61619－902－03 │9/26㈭│ 18：30～19：30
│61619－998－01 │10/13㈰│ 10：30～11：30 ハーバルライフカレッジ各校における、メディカルハーブコーディネーター、ハー
│61619－998－02 │10/31㈭│ 13：00～14：00 ブ＆ライフコーディネーター、ハーバルセラピスト、シニアハーバルセラピスト、
コード
│61619－998－03 │11/21㈭│ 13：00～14：00 ハーバルプラクティショナー、ホリスティックハーバルプラクティショナーの各養
│61619－998－04 │11/23㈯│ 10：30～11：30 成講座について詳しくご説明いたします。NPO 法人 日本メディカルハーブ協会
│61619－998－05 │12/3㈫│ 10：30～11：30（JAMHA）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメリット、講座の
特徴やカリキュラム内容等、実際のテキストをお見せしながらお話します。
受講料 無料 教材費なし
こ
 れからハーブの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等 どなたでもご受講いただけます。
筆
 記用具
予
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場合
 約制
全1回
もありますがご了承下さい。
│61619－903－03 │9/24㈫│ 18：00～19：30
│61619－999－01 │10/11㈮│ 18：00～19：30 ハーブに興味があるけれど、何から学んだらよいのかわからない…そんな皆さんに
コード
│61619－999－02 │11/3㈰│ 10：30～12：00「メディカルハーブの世界」を体験していただく講座です。ハーブの香りや色、風
│61619－999－03 │3/7㈯ │ 10：30～12：00 味を楽しみながら、五感を通して心地よい時間を一緒に過ごしましょう。JAMHA 資
格対応コースについても併せてご説明いたします。
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500（税抜） ○メディカルハーブとは ○ハーブティー試飲 ○ハーバルハンドバス
○ JAMHA プログラム説明
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、ハーブを日常生活に役立てたい方、
知識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなた
でもご受講いただけます。
筆
 記用具
全1回

原宿表参道校

メディカルハーブ資格対応コース
講座説明会

スペシャルセミナー

講座名／講師

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルセラピスト養成講座

受講申込み
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

福岡校

Check!

広島校

（4）
調製と植物製剤学
（5）
消化器系の植物療法Ⅰ （6）
消化器系の植物療法Ⅱ
（7）
循環器系の植物療法Ⅰ （8）
循環器系の植物療法Ⅱ （9）
呼吸器系の植物療法
（10）
代謝性疾患の植物療法 （11）
神経系の植物療法
（12）
内分泌系の植物療法
妊娠と出産、小児科領域の植物療法
（13）
免疫系の植物療法
（14）
植物美容法
（15）
（16）
生活習慣病と高齢者の植物療法 （17）
ケーススタディー
（18）
論文発表、修了式
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、シニアハーバルセラピスト資格
の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたで
もご受講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格
者 ○シニアハーバルセラピスト養成講座
（旧：ハーバルプラクティショ
ナー植物療法科）
（18単位／ 36時間）
修了
筆
 記用具、指定書籍『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年改訂新版）
』
（東京堂出版・￥3,200/税抜）
を各自ご用意ください。
※『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019年改
訂版）
は講座初回に受付カウンターで購入可能。
10/27まで
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全18
全9回 13：00～17：30
（休憩30分）
（木曜）
回中13回以上の出席、全9回中7回以上の出席、論文の提出と発表が必須。

神戸校

（税抜）
教材費別 初回一括テキスト代￥4,200

津田 悦子

大阪校

│61619－004－00│

11/28 │ 12/12 │ 12/26 │ 1/16 │ 1/30 │ 2/13 ハーバルセラピストで触れた 30 種類のメディカルハーブの成分、有効性や安全性
JAMHA認定
2/27 │ 3/12 │ 3/26 │
等を、植物療法による疾病の予防という観点を中心に、より深く学びます。より専
シニアハーバルセラピスト養成講座
門的な知識を身につけたい方、講師として活躍の場を広げたい方におすすめです。
木曜集中コース
受講料 ￥144,000－
（1）
植物療法概論
（2）
治癒系と老化制御
（3）
安全性と薬物相互作用

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

名古屋校

コード

静岡校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／シニアハーバルセラピスト養成講座

たまプラ丨ザ校

コード
│61619－002－00│
11/20 │ 12/4 │ 12/18 │ 1/15 │ 1/29 │ 2/12 メディカルハーブを日常の健康維持・増進に役立てる為に必要な知識を、植物化学
2/26 │ 3/11 │ 3/25 │
や健康学・解剖生理学など、科学的・体系的な視点で広く学ぶ事ができる講座です。
資格取得だけでなく、知識に裏付けられたハーブの選択・活用法を身につけたい方
受講料 ￥120,000－
にもおすすめします。
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
メディカルハーブの歴史と今後の展望
（2）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅰ
（1）
テキスト代￥2,860
（税抜）
（3）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅱ
（4）
アロマテラピーの基礎知識
（5）
メディカルハーブと精油の安全性 （6）
メディカルハーブ製剤 Ⅰ
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
（7）
メディカルハーブ製剤 Ⅱ
（8）
代謝を助けるメディカルハーブ
10/19まで
ハーバルプラクティショナー
生活習慣病の予防に役立つメディカルハーブ
（9）
ライフスタイルの改善とQOLの向上 （10）
全9回 13：00～17：30
（休憩30分）
（水曜）
津田 悦子
（11）
外敵から身体を守るメディカルハーブ （12）
ストレス対策と心身症の予防に役立つメディカルハーブ
（13）
女性のためのメディカルハーブ
（14）
若さを保つメディカルハーブ
コード
│61619－003－00│
キッチンファーマシー（わが家の台所薬局）
五感の刺激とメディカルハーブ
（16）
11/17 │ 12/1 │ 12/15 │ 1/19 │ 1/26 │ 2/2 （15）
JAMHA認定
（17）
ハーバルライフのデザイン
（18）
自然治癒力を高めるライフスタイル及び修了式
2/16 │ 3/8 │ 3/29 │
ハーバルセラピスト養成講座
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルセラピスト資格の取得
日曜集中コース
受講料 ￥120,000－
を目指す方等、コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
講いただけます。
テキスト代￥2,860
（税抜）
筆
 記用具
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。ハーバルセラピスト養
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
成講座の修了には、各資格対応コース全18回中13回以上の出席、全9回
ハーバルセラピスト
10/16まで
中7回以上の出席が必須となります。
酒井 倫子
全9回 13：00～17：30
（休憩30分）
（日曜）
※テキストは講座初回に受付カウンターにてご購入いただきます。

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
水曜集中コース

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／日本のハーブセラピスト養成講座

原宿表参道校

JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座

コード
│61619－951－00│
9/14 │ 9/21 │ 10/5 │ 10/12 │
※10/12は13：00～15：00

札幌校
仙台校

日本のハーブを歴史的・科学的に深く学ぶことに加えて、日本で用いられてきた30
種のメディカルハーブと、身近に目にすることのある16種の有毒植物についても知
識を習得できます。日本で利用されてきたハーブの特徴や有用性、さらに法制度と
受講料 ￥56,000－
安全性を理解し、正しい知識をもってご自身や家族の健康維持・増進に役立てられ
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
るようになります。
（1）
日本のメディカルハーブの歴史
（2）
くらしの中のメディカルハーブ
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
（3）
民族のハーブと地域のハーブ
（4）
法制度と安全性
8/13まで
ハーバルプラクティショナー
日本のメディカルハーブの活用（自然観・四季）（6）
日本のメディカルハーブの活用（不調・トラブル）
（5）
全4回 13：00～17：30
（土曜）
酒井 倫子
（7）
民間療法と具体的な日本のメディカルハーブの利用
コード
│61620－055－00│
日
 本のハーブの知識を深めたい方、日本のハーブセラピスト資格の取得
2/29 │ 3/7 │ 3/28 │ 4/4 │
を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
JAMHA認定
※4/4は13：00～15：00
講いただけます。※試験受験条件
：○ハーバルセラピスト有資格者○日
日本のハーブセラピスト養成講座
本のハーブセラピスト養成講座7コマ中5コマ以上修了
受講料 ￥56,000－
筆
 記用具※『日本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
受付カウンターで購入可能
（￥2,500
（税抜）
）
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

酒井 倫子

1/30まで

全4回 13：00～17：30
（土曜）

コ
 ース修了には、全7コマ中5コマ以上の出席が必須となります。※『日
本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に受付カウンター
にてご購入いただきます。

宇都宮校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／検定直前対策講座

│61619－909－00 │ 8/3 │ 13：00～16：00
コード
│61620－005－00 │ 2/22 │ 13：00～16：00 メディカルハーブ検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑
問や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 受講料 ￥3,600－ 教材費なし
筆
 記用具、メディカルハーブ検定テキスト
ハーバルプラクティショナー
全1回
（土曜）
酒井 倫子

メディカルハーブ検定直前対策講座

柏校

ハーバルセラピスト試験直前対策講座

飯能校（薬香草園）

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

酒井 倫子

シニアハーバルセラピスト試験
直前対策講座

町田校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

酒井 倫子

たまプラ丨ザ校

日本のハーブセラピスト試験
直前対策講座
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

酒井 倫子

静岡校

日本のハーブセラピスト試験
直前対策講座
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

酒井 倫子

│ 受講生優待 │61620－006－01│ 4/12
コード
一般
│
│61620－006－02│ 4/12 出題範囲が広範なハーバルセラピスト試験に向け、
模擬試験形式で総復習しましょう。
試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
（2019年改訂版）
 記用具、ハーバルセラピストコース・テキスト
教材費なし
当
（￥
 校のハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
全1回 13：00～18：00
（休憩30分）
（日曜）
15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
│ 受講生優待 │61619－910－01│ 10/20
コード
一般
│
│61619－910－02│ 10/20 出題範囲が広範なシニアハーバルセラピスト試験に向け、模擬試験形式で総復習し
ましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019
 記用具、
教材費なし
年改訂版）
、
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年
改訂新版）
（東京堂出版）
』
当
 校のシニアハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価
全1回 13：00～17：30
（日曜）
格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
│ 受講生優待 │61619－961－01│ 10/19
コード
一般
│
│61619－961－02│ 10/19 広範な出題範囲を持つ、日本のハーブセラピスト試験の最終仕上げに、模擬試験形式
で総復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
 記用具、日本のハーブセラピストコース・テキスト
教材費なし
当
 校の日本のハーブセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
全1回 10：30～13：30
（土曜）
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
│ 受講生優待 │61620－007－01│ 4/4
コード
一般
│
│61620－007－02│ 4/4 広範な出題範囲を持つ、日本のハーブセラピスト試験の最終仕上げに、模擬試験形式
で総復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
 記用具、日本のハーブセラピストコース・テキスト
教材費なし
当
 校の日本のハーブセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
全1回 15：30～18：30
（土曜）
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。

名古屋校

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／講座説明会・入門講座
アーユルヴェーダ入門講座

大阪校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│61619－008－01 │ 11/8 │ 10：30～12：30
コード
│61619－008－02 │ 2/7 │ 10：30～12：30 アーユルヴェーダの基礎からスカルプケアの実習を体験します。JAPA 認定コース
やスリランカのアーユルヴェーダについてご紹介します。アーユルヴェーダに興味
受講料 ￥3,000－ 教材費なし
のある方には是非オススメする講座です。
◯アーユルヴェーダとは
◯スカルプケアトリートメント実習
◯ JAPA 資格対応コース説明 ◯スリランカのアーユルヴェーダについて
筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。＊スカルプケアトリートメント実習では、
全1回
（金曜）
トニックローションを頭皮に使用します。

神戸校

【手作り石けん】生活の木ハンドメイドギルド認定コース／入門講座
│61619－009－01 │ 9/16㈪│ 10：30～12：30

61619－009－02 │11/2㈯│ 10：30～12：30 9/16 ローズヒップソープ
11/ 2 クリスマスマーブルソープ
ハンドメイドギルド手作り石けん入門講座 コード│
│61619－009－03 │12/20㈮│ 10：30～12：30 12/20 シアバターのしっとりソープ
2/ 9 さくらソープ
手作り石けん
│61619－009－04 │2/9㈰ │ 10：30～12：30
1日体験コース
筆
（メガネでも可）
 記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、あればゴーグル

広島校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

受講料 ￥3,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥1,200

全1回

薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
加下さい。

【生活の木ハンドメイドギルド認定コース】ハンドメイドギルド手作り石けん講座 基礎科／応用科
コード

│61619－010－00│

福岡校

生活の木ハンドメイドギルド認定コース 11/19 │ 12/10 │ 12/24 │ 1/14 │ 1/21 │ 1/28 「石けんをかえたら肌も変わった」毎日に使うものだから、安心･安全な石けんを自
分で手作りしましょう！ハーブ精油･植物油を使用したナチュラルでやさしい石けん
手作り石けん 基礎科
受講料 ￥18,000－

大分校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

田上 亜希子

作り。毎回違ったベーシックソープを作りながら、石けん作りを楽しみます。
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,850
※講座終了後5回以上出席された方に、基礎科修了書を発行致します。
3回目の精油代 6回目の教材費は別途徴収いた（1）
石けんについて
実習：オリーブ100％石けん
します。
（2）
植物油について
実習：肌をいたわるしっとりソープ
（3）
精油について
実習：オリジナルの香りソープ
（4）
ハーブの効果と活用
実習：カモマイル&カレンデュラハーブのはちみつソープ
（5）
製法の種類
実習：ホットプロセスソープ
（6）
卒業制作
エ
（メガネでも可）
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
全6回 10：30～12：30
（火曜）
加下さい。

受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

生活の木Herbal Life College

スタッフ

アロマ･ハーブ講座

│ 10：30～12：30
│ 10：30～12：30
│ 10：30～12：30
│ 10：30～12：30
│ 10：30～12：30
│ 10：30～12：30

受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,000～￥3,000

伊藤 節子

10/18
11/15
12/ 6
1/17
2/21
3/27

ハーブビネガー＆エキナセアコーディアル
スモークサーモンサンド＆ミントチャイ
ハーブ手毬寿司＆スパイスティー
ハーブカナッペ＆スパイスコーヒー
ハーブリゾット＆チャイ
ハーブサラダチキンサンド＆サワードリンク
筆
 記用具・エプロン
講
 座内容が一部変更する場合がございます。

大分校
受講申込み

116

福岡校

ƒ受講申し込みはP141へ

最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

広島校

Check!

神戸校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

蘭 まりな

大阪校

参加者みんなが笑顔で楽しかったとご満足頂ける内容盛りだくさんの講座です。
未就学児のお子様がいるお母さん、お父さん、おじいちゃん、お

ばあちゃん方
体
 調不良やインフルエンザ、はしかなど感染する病気にかかっているお
子様はご出席ご遠慮願います。お子様の参加人数はご兄弟でしたら2～3
名一緒に参加してくださっても大丈夫です。妊婦さんはご本人様の体調
全1回
がよい時なら、どの時期の方でもご参加可能です。

受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,100～￥1,650

名古屋校

│61619－018－01 │10/21㈪│ 10：30～12：00

コード│61619－018－02 │11/14㈭│ 10：30～12：00 親子で石けんやアロマスプレーなどのアロマクラフト作りをしたり、親子の相性占い
ママアロマクラブ
│61619－018－03 │12/2㈪│ 10：30～12：00 を通して家族にお勧めの精油選び、
ママの悩み解消のロールオンパフューム作りなど、
育児や家事をアロマでもっと楽しく！！

静岡校

全1回
（金曜）
│ 10：30～12：30
│ 10：30～12：30 連続して受講していただくとよりわかりやすいです。
│ 10：30～12：30 10/23 ハーブティーの基本とリフレッシュハーブ 11/27 身体も心も癒そう！
│ 10：30～12：30 12/18 トラブル改善！不快な症状からの脱出 1/ 8 身体の中からスッキリと！
│ 10：30～12：30 2/5
美肌美人になろう～
3/ 4 女性特有の悩みを解消
│ 10：30～12：30
筆
 記用具
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,500
妊
 娠・授乳中の方やキク科アレルギーの方は一部使用できないハーブが
伊藤 節子
全1回
（水曜）
ございます。
│61619－014－01 │ 10/18 │ 14：00～16：00
│61619－014－02 │ 11/15 │ 14：00～16：00 連続して受講していただくとよりわかりやすいです。
自分好みのハーブティーをみつけよう！
│61619－014－03 │ 12/6 │ 14：00～16：00 10/18 心の健康と神経系
11/15 心臓と循環器系＆デトックス
コード
〜もっと知りたいハーブティー〜
│61619－014－04 │ 1/17 │ 14：00～16：00 12/ 6 夏の暴飲暴食に消化器系
1/17 美容＆女性系
│61619－014－05 │ 2/21 │ 14：00～16：00 2/21 冬の乾燥と呼吸器系
3/27 免疫向上と疲労回復
│61619－014－06 │ 3/27 │ 14：00～16：00

受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,500
筆
 記用具
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
妊
 娠・授乳中の方やキク科アレルギーの方は一部使用できないハーブが
伊藤 節子
全1回
（金曜）
ございます。
│61619－016－01 │ 11/18 │ 11：00～12：30
コード│61619－016－02 │ 1/13 │ 11：00～12：30 ①世界のハーブ＆スパイスの歴史やお料理のご紹介
スパイス＆ハーブを使いこなそう
│61619－016－03 │ 3/23 │ 11：00～12：30 ②代表的な世界のハーブ＆スパイスの基本的な働きと使い方
世界のハーブと日本のハーブ
③代表的な日本のハーブとその歴史
受講料 ￥3,000－ 教材費なし
④知ってると役立つ有毒植物
⑤日々の生活に取り入れられるかんたん便利な利用法
JAMHA認定ハーバルセラピスト
筆
 記用具
広田 裕子
全1回
（月曜）
│61619－017－01 │10/31㈭│ 10：30～12：00
コード
│61619－017－02 │12/8㈰│ 10：30～12：00 10/30 ＜コサージュ付ラベンダーサシェ＞リボンでコサージュを作り、レース・リボ
ハーブクラフト講座
ンと縫いつけるラベンダーサシェを作ります。
香りの小物つくり講座
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,000
12/8 ＜スパイス飾りのマグネット＞お子様向け講座。アレンジしたスパイスを貼り
付けた香り高いマグネットを作ります。お 1 人様 2 個ずつ作っていただきます。
筆
（10/31のみ）
 記用具、裁縫道具
熊井明子ポプリの会ポプリ講師
全1回
三神 多佳子

│61619－015－01 │10/23
│61619－015－02 │ 11/27
自分好みのハーブティーをみつけよう！
61619－015－03 │ 12/18
│
コード
〜はじめてのハーブティー〜
│61619－015－04 │ 1/8
│61619－015－05 │ 2/5
│61619－015－06 │ 3/4

たまプラ丨ザ校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

│61619－013－01 │ 10/18
│61619－013－02 │ 11/15
│61619－013－03 │ 12/6
コード
│61619－013－04 │ 1/17
│61619－013－05 │ 2/21
│61619－013－06 │ 3/27

町田校

はじめてのハーブキッチン秋冬編

│61619－995－01 │11/16㈯│ 13：00～15：00
コード
│61619－995－02 │2/11㈫│ 15：00～17：00 11/6
（土）リース作り
2/11
（火）メモスタンド
ア
 ロマクラフト作り初心者の方、アロマテラピーやハーブを勉強された
受講料 ￥3,000－
方、手作りを楽しみたい方など、どなたでも
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
オリジナルブレンド精油・シリコーン型付
筆
 記用具
全1回

飯能校（薬香草園）

ハンドメイドギルド
アロマストーンレッスン

柏校

クラフト/アート

MP ソープや、練り石けんを使用して、スイーツや宝石のように、見た目も美しい
石けんを作ります。様々な技法と共に、香りや色彩、季節を感じ、色や形、色彩を
デコレーションして作るデコレーションソープは、作って、飾って、使って楽しめる、
毎回ワクワク感満載の講座です。講座終了後 5 回以上出席された方に、基礎科修了
証を発行致します。
【デコレーションソープ実習】
9/23 宝石ソープ クリスマスソープ
11/4 New Year ソープ 季節の和菓子ソープ
（フルーツフレーク入り） 桜ソープ
1/13 チョコレートソープ
デ
 コレーション石けんにご興味のある方。どなたでも。
エ
 プロン、筆記用具
全3回 13：30～18：30
（休憩1時間）
（月曜）

受講料 ￥21,000－
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度

宇都宮校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

コード
│61619－012－00│
9/23 │ 11/4 │ 1/13 │

仙台校

生活の木ハンドメイドギルド認定
ソープデコ講座 基礎科

札幌校

【生活の木 ハンドメイドギルド認定コース】ソープデコ養成講座

原宿表参道校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
コード
│61620－011－00│
生活の木ハンドメイドギルド認定コース 2/4 │ 2/11 │ 3/3 │ 3/24 │ 3/31 │ 4/14 手作り石けん講座（基礎科）を終了した方のためのレッスン。石けんに慣れ、石け
ん作りの新しい製法にチャレンジしませんか？楽しみながら石けん作りをじっくり
手作り石けん 応用科
受講料 ￥24,000－
学び、
毎回作成する度に完成度がアップする納得の講座です。石けん講座（応用科）
（税抜）
教材費別 初回一括￥8.476
修了者対象。※講座終了後5回以上出席された方に、応用科修了書を発行致します。
6回目の教材費は別途徴収いたします。
（1）
石けん概要
実習：椿＆ヘナソープ
（2）
油脂総論
実習：ローズヒップソープ
（3）
油脂各論
実習：ベジタブルエキスソープ
（4）
石けんのデザイン 実習：アートソープ
（5）
液体石けん
実習：リキッドソープ
（6）
卒業制作
生活の木ハンドメイドギルド認定「手作り石けん基礎科」卒業生対象

エ
（メガネでも可）
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
田上 亜希子
全6回 10：30～12：30
（火曜）
加下さい。

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

ボディワーク・ヨガ講座

原宿表参道校

AROMA RELAX YOGA

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

│61619－021－01 │10/27
│61619－021－02 │ 11/24
│61619－021－03 │ 12/8
コード
│61619－021－04 │ 2/9
│61619－021－05 │ 3/1
│61619－021－06 │ 4/5

日本統合医学協会メディカルアロマインストラクター 受講料

札幌校

清谷 善子

トリートメント・マッサージ講座
アロマでハンドトリートメント
セルフで行うハンドケアの入門

仙台校

日本アロマコーディネーター協会
トップインストラクター

小野 智美

￥3,500－ 教材費なし

講座内容

│ 14：00～15：30
│ 14：00～15：30 素敵な香りが漂う空間で心を癒すリラックスヨガ。心身ともに緊張をほぐし、心と
│ 14：00～15：30 体のバランスを整えていきます。ゆったりとした午後のひと時、アロマの香りで心
│ 14：00～15：30 や体を癒します。
│ 14：00～15：30
動
 きやすい服装でお越しください。マットをお持ちの方はご持参ください。
│ 14：00～15：30
全1回
（日曜）

│61619－022－01 │ 11/7 │ 18：00～19：30
コード
│61619－022－02 │ 2/6 │ 18：00～19：30 精油を使ったお好きな香りのハンドクリームを作成し、手のケアを行うレッスンです。
セルフでのハンドトリートメントの方法を学びます。
受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥1,100

タ
（大きめ） 筆記用具
 オル
腕
 の出せる服装でご参加下さい。
全1回
（木曜）
│61619－023－01 │ 11/21 │ 18：00～19：30

宇都宮校

コード
│61619－023－02 │ 1/23 │ 18：00～19：30 老廃物が身体から排出されないと、むくみやコリ、体調不良になりやすく、改善し
アロマ＆リンパトリートメントでスッキリ！
にくい体質になってしまいます。毒素を排出してスッキリ元気で過ごせる身体を作
おうちで出来る
受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥1,100
る為のアロマを使ったリンパトリートメントを学びます。
天然素材を使ったデトックス

筆
 記用具

日本アロマコーディネーター協会
トップインストラクター

柏校

全1回
（木曜）
小野 智美
コード
│61619－024－00│
ペアで行うアロマハンドトリートメント
12/5 │ 12/19 │
ハンドトリートメントの
本格的なハンドトリートメントの実践講座です。ご家族やお友達のハンドケアには
ステップアップ講座
もちろんのこと、お仕事としても使えるレベルの施術方法を学ぶレッスンです。ト
受講料 ￥10,000－ 教材費別 ￥2,200

リートメントアロマオイルなども作成します。

飯能校（薬香草園）


フ
 ェイスタオル 筆記用具
腕
 の出せる服装でご参加下さい。

日本アロマコーディネーター協会
トップインストラクター

小野 智美

全2回 18：00～19：30
（木曜）
│61620－025－01 │ 1/9 │ 18：00～19：30
コード
│61620－025－02 │ 3/5 │ 18：00～19：30 脚そのものの疲れを癒すアロマトリートメントと、足底への刺激を用いて内臓の働
アロマトリートメントとリフレでフットケア
きを高め、滞りを流すリフレクソロジーを学びます。トリートメントオイルを作成
お好きな香りに包まれて、
簡単セルフケア 受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥1,100
します。

町田校

日本アロマコーディネーター協会
トップインストラクター

小野 智美

たまプラ丨ザ校

アロマヘッドマッサージ
頭も気分もリフレッシュ！

全1回
（木曜）


ウ
 ェットティッシュ 筆記用具
動
 きやすく、足の出せる服装でご参加下さい。

│61619－026－01 │10/24 │ 13：00～14：30
コード
│61619－026－02 │ 12/19 │ 10：30～12：00 アロマテラピー・精油・ヘッドマッサージの説明後、オリジナルオイルを作成しセ
ルフトリートメントを行います。頭スッキリ、パソコン・スマホ等などによる肩こ
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,100
りや眼の疲れを解消したい方に最適です。

筆
 記用具・ティッシュ・ハンドタオル
頭
 から首までのトリートメントを行ないますので、適した服装でお越し
下さい。

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

坂本 智子

静岡校
名古屋校

全1回
（木曜）
│61619－027－01 │11/10㈰│ 10：30～12：00
コード
│61619－027－02 │2/8㈯ │ 10：30～12：00 ハンドコースでは、アロマテラピーとリフレクソロジーの基礎を学習後、オリジナ
アロマリフレクソロジー
ルオイルを作成しハンドリフレクソロジー、クレイパックを行ないます。
初心者でも簡単！ハンドコース
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,100

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
筆
 記用具・ティッシュ・ハンドタオル
坂本 智子
全1回
│61619－028－01 │10/12㈯│ 10：30～12：00
コード
│61619－028－02 │1/23㈭│ 10：30～12：00 アロマテラピーとリンパトリートメントの説明後、オリジナルオイルを作成しセル
アロマリンパトリートメント
フトリートメントを行ないます。ハンドコースでは、精油とリンパの説明・オリジ
初心者でも簡単！基礎・ハンドコース 受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,100
ナルトリートメントオイル作成 ・セルフトリートメント ・クレイパックをご体
験頂きます。

大阪校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

坂本 智子

全1回
コード│61619－029－00│ 11/14 │ 13：00～14：30

神戸校

アロマリンパトリートメント
あごのたるみをスッキリリフトアップ！ 受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,300

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

坂本 智子

広島校

ハンドトリートメント
アフターランフットケア

福岡校

スポーツプログラマー

谷本 千津子

大分校

気持ちいい！
ハンドトリートメント講座

AEAJ認定アロマセラピスト

川口 惠子

フェイスコースでは、精油の説明後、オリジナルオイルを作成し、顔から首までの
セルフトリートメントの後、ローズパックをご体験頂きます。 リンパの流れをよ
くすることで、リフトアップ・目元くっきり・スッキリフェイスを目指しましょう。

筆
 記用具・ティッシュ・タオル・基礎化粧品・メイク用品・ヘアバンド等、鏡
顔
 から首までのトリートメントを行ないますので、適した服装でお越し
下さい。

全1回
（木曜）
│61619－049－01 │10/31㈭│ 18：00～19：30
│61619－049－02 │11/14㈭│ 18：00～19：30 ・ハンドトリートメント
（10/31、11/19、1/14、3/3）
│61619－049－03 │11/19㈫│ 18：00～19：30 ・フットケア
（11/14、12/10、2/4）
コード│61619－049－04 │12/10㈫│ 18：00～19：30
どなたでも

│61619－049－05 │1/14㈫│ 18：00～19：30
│61619－049－06 │2/4㈫ │ 18：00～19：30
筆
（フットケアの受講時）
 記道具、フェイスタオル、スリッパ
│61619－049－07 │3/3㈫ │ 18：00～19：30
腕
 、脚の出しやすい服装でご参加下さい。
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,200
全1回
│61619－052－01 │ 10/2 │ 10：30～12：00
│61619－052－02 │ 11/6 │ 18：00～19：30 初めての方でも簡単に生活に取り入れることが出来る、ハンドトリートメントを伝
コード│61619－052－03 │ 11/27 │ 18：00～19：30 授いたします。
│61619－052－04 │ 1/22 │ 10：30～12：00

│61619－052－05 │ 2/26 │ 10：30～12：00
ハ
 ンドタオル2枚
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,620
そ
 でがひじより上げられるお洋服で、出来れば爪を短く整えておいて下
さい。
全1回
（水曜）

受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ


筆
 記用具・ティッシュ・ハンドタオル
指
 先から肩までのトリートメントを行ないますので、適した服装又は着
替えをお持ち下さい。
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

AEAJ認定アロマセラピスト

川口 惠子

体質改善！妊活アロマケア講座
〜素敵な妊活ライフのすすめ〜

初心者のご受講も歓迎いたしますが、
「気持ちいい！ハンド

トリートメント講座」などハンドトリートメントを経験されますと、より
スムーズです。
ハ
 ンドタオル2枚
タ
 ンクトップのように腕全体が出せるお洋服をご用意下さい。爪はなる
べく短く整えておいて下さい。

全1回
（水曜）
│61619－054－01 │10/30 │ 18：00～19：30
コード
│61619－054－02 │ 12/11 │ 18：00～19：30「手は露出した脳である」といわれるほど、手は脳の状態をよく現します。指を回し
たり反らしたり手のひらや手の甲の関連部位をもむ事により、リラックス・リフレッ
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,620
シュしましょう！ペアハンドヒーリングでゆったり！

ハ
 ンドタオル2枚
そ
 でがひじより上に上げられるお洋服で、出来れば爪を短く整えておい
てください。


ヨ
 ガマットもしくは、大判タオル※2回目以降膝下が出しやすいお洋服。
（お着替えも可能）

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

山口 良子

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

介護・人のために役立つ講座

全1回
（木曜）


ヨ
 ガマットもしくは、大判タオル※2回目以降膝下が出しやすいお洋服。
（お着替えも可能）

│61619－030－01 │ 10/18 │ 18：00～19：30
コード

認定心理士

白水 雅子

筆
 記用具、ハンドタオル

広島校
福岡校
大分校
受講申込み
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神戸校

ƒ受講申し込みはP141へ

最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

大阪校

Check!

名古屋校

│61619－032－01 │ 11/30 │ 13：00～14：30
コード
│61619－032－02 │ 12/7 │ 13：00～14：30 リース土台にプリザーブドフラワーやアーティフィシャルフラワーをグルーガンやワ
イヤーを使って仕上げます。初心者の方はお見本を見ながらより近いものを仕上げる
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥3,000
のが目標、経験者の方はデザインを考えながら個性あるリースを仕上げるのが目標です。
エ
 プロン、ワイヤーがカットできるハサミ、筆記用具、持ち帰り用袋
フラワーデザイナー
７
 日前までにキャンセルのご連絡のない場合は教材費は頂戴させていた
いまざと ゆか
全1回
（土曜）
だきますのでご了承下さいませ。
コード
│61620－033－00│
お花の力
プリザーブドフラワーで癒されアレンジ 1/28 │ 2/25 │ 3/24 │
プリザーブドフラワーやアーティフィシャルフラワーをグルーガンやワイヤーを
使ってアレンジします。アレンジの中に香りもつけます。
受講料 ￥7,500－ 教材費別 ￥3,000
第 1 回 ラベンダーで癒されアレンジ
第 2 回 桃色のひな祭りアレンジ
第 3 回 春色のコサージュ作り
エ
 プロン、ワイヤーがカットできるハサミ、筆記用具、持ち帰り用袋
フラワーデザイナー
7 日前までにキャンセルのご連絡のない場合は教材費は頂戴させていた
全3回 13：00～14：30
（火曜）
いまざと ゆか
だきますのでご了承下さいませ。
│61619－035－01 │10/23㈬│ 13：30～15：00
│61619－035－02 │11/1㈮│ 13：30～15：00 ① 10 月 23 日
（金）1 月 24 日
（水）パーソナルカラー診断と配色
お肌も心も身体も元気になる
│61619－035－03 │11/27㈬│ 13：30～15：00 ② 11 月 1 日
（金） 2 月 5 日
（水）体質チェックをして漢方養生と薬膳の色で元気に
コード
カラーセラピー
│61619－035－04 │1/24㈮│ 13：30～15：00 ③ 11 月 27 日
（水）3 月 4 日
（水）カラーセラピーコミュニケーション術
自分に似合う色を知ってより魅力的に
│61619－035－05 │2/5㈬ │ 13：30～15：00
色の力でコミュニケーション上手に
│61619－035－06 │3/4㈬ │ 13：30～15：00
色
（12色ほど） ない場合は、講師が用意します。
 鉛筆
AFT1級色彩コーディネーター
受講料 ￥2,500－ 教材費なし
キム ヨシコ
全1回
│61619－046－01 │ 11/7 │ 10：30～12：00
コード│61619－046－02 │ 12/5 │ 10：30～12：00「あがらずに話したい・自信を持ちたい」そんな想いをセルフカウンセリングしてい
色と香りでリラックス
│61619－046－03 │ 3/5 │ 10：30～12：00 ただきます。その後、腹式呼吸・発声練習など話し方の基本をお伝えします。立ち
自信をつける話し方体験講座
居振る舞いや気持ちまで変えてくれる話し方のコツを楽しく体験していただけます。
受講料
￥2,500－ 教材費なし
和み彩香セラピー認定ティーチャー
筆
 記用具、鏡
加納 あこ
全1回
（木曜）
│61619－037－01 │10/28 │ 11：00～12：30
コード│61619－037－02 │ 12/9 │ 11：00～12：30 色と香りとパワーストーンの相性のいい組み合わせを見つけます。
色と香りとパワーストーン
│61619－037－03 │ 2/17 │ 11：00～12：30 ① 7 つの色の持つイメージ
②アロマテラピー：精油を色のイメージでグループ分け
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,500
③パワーストーン：色でグループ分け。選び方、取り扱い方
④自分に合う組み合わせで、天然石付きの香りストラップ作り
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
筆
 記用具
広田 裕子
全1回
（月曜）

クリスマス特別講座
プリザーブドフラワーで作る
香りあるリース

静岡校

シーズナル・ライフスタイル講座

全1回
（金曜）

たまプラ丨ザ校

筆
 記用具、ハンドタオル
全1回
（金曜）
│61619－031－01 │ 11/15 │ 18：00～19：30
コード
│61619－031－02 │ 2/14 │ 18：00～19：30 この講座では、コミュニケーションや話し方のスキルを向上させて、深く心に届く
心に寄り添うアロマカウンセリング
アロマテラピーについて学びます。ハンド＆ネイルクリーム作り、セルフハンドト
心理学を活用したメソッドとアロマ実習 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥500
リートメント実習も楽しめますので、お気軽にご参加下さい。
カ
 ウンセリングに興味がある方や人間関係について学びを得たい方にお
勧めの講座です。

ホームヘルパー2級

白水 雅子

町田校

│61619－030－02 │ 12/13 │ 18：00～19：30 介護の現場で役立つハーブや精油について学び、高齢者の方へのトリートメント方
明日から出来る！
法を実習を行いながら体験しましょう。
介護に生かすアロマ講座
オイル作成とハンドトリートメント体験 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,000
介
 護職や医療従事者以外の方も安心してご受講いただけます。

飯能校（薬香草園）

山口 良子

柏校

全1回
（木曜）
│61619－050－01 │ 10/10 │ 13：00～14：30
61619－050－02 │ 11/7 │ 13：00～14：30 1 回目：アロマテラピーが介護生活に期待されることと高齢者さまにおすすめのアロマ
家庭用介護アロマケア講座
（全3回） コード│
│61619－050－03 │ 12/5 │ 13：00～14：30
の小物作り
介護生活の息抜き空間に
2 回目：高齢者様向けアロマハンドトリートメント
（ペアになって実践）
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,080
3 回目：高齢者様向けアロマフットトリートメント
（ペアになって実践）

宇都宮校

全1回
（水曜）
│61620－051－01 │ 1/23 │ 13：00～14：30
コード│61620－051－02 │ 2/6 │ 13：00～14：30 1 回目：妊娠のプロセスのお話と、アロマクラフト
（アロマスイーツバスボム入浴剤）
│61620－051－03 │ 3/5 │ 13：00～14：30 2 回目：妊活プログラムのお話とセルフケア実践
（セルフリフレクソロジー）
3 回目：いのちの大切さのお話とセルフアロマケア実践
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,080
（ペアになってのハンドトリートメント）

仙台校

AEAJ認定アロマセラピスト

川口 惠子

前半は経路の簡単な説明と腕や手にある主なツボのお話、後半はペアになり実技実習

札幌校

「龍村式・指ヨガ」
でリラックス！講座

受講料 ￥3,500－ 教材費別 ￥1,620

講座内容

原宿表参道校

気持ちいい！
ハンドトリートメント講座②
〜経路を取り入れてみましょう〜

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
コード│61620－053－00│ 3/18 │ 10：30～12：00

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

原宿表参道校

札幌校
仙台校
宇都宮校
柏校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│61619－036－01 │10/7㈪│ 10：30～12：00
コード│61619－036－02 │10/24㈭│ 10：30～12：00 今回は冬から春に向けての生活方法や、この時期にとりたい食材をお伝えします。
女性のためのかんたん漢方生活
│61619－036－03 │11/20㈬│ 10：30～12：00 漢方初心者でもわかりやすい内容です。体の不調があらわれた時に飲みたい、レス
－季節の養生・冬〜春編－
キュー薬膳茶の試飲もあります。
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥400
漢方上級スタイリスト

平井 英子
全1回
筆
 記用具
│61619－047－01 │10/26㈯│ 11：00～12：30
コード
│61619－047－02 │2/25㈫│ 11：00～12：30 冷え対策や女性のためのお悩み、プチ不調を緩和し楽しく過ごせるよう、日々の生
おうちで漢方！秋冬向け東洋医学入門
活に役立てます。東洋医学的見方でタイプ別に漢方茶を作っていきます。自分にあっ
貴方の漢方ブレンドティ
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,100
た漢方ブレンドティをご体験いただけます。漢方初めてさんにも楽しくわかりやす
（薬膳スイーツ付）
い講座です。
筆
 記用具
漢方スタイリスト
（漢方養生指導士）
ア
 レルギーのある方は、事前に講師にご相談ください。妊娠中の方はご
安井 志伸
全1回
遠慮ください。
│61619－038－01 │11/9㈯│ 11：00～13：00
61619－038－02 │12/17㈫│ 11：00～12：30 自然素材と香りを使ったキャンドル作りが体験できます。
ハンドメイドでAROMAキャンドル作り コード│
│61619－038－03 │3/14㈯│ 11：00～13：00 ①絵画のようなアートジェルキャンドルの作り方を体験できます。
①ジェル
②人気のハーバリウムを灯せるランプキャンドルにしたボタニカルランプ
②ボタニカルランプ
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,100
③瓶にジェルと大豆ワックスを 2 層に分けて入れ、お好きな色と花材で作ります。
③ソイ＆ジェル
①ジェルと③ソイ＆ジェルは￥2,100
エ
 プロン、作品持ち帰り用袋
②ボタニカルランプ￥2,600
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
全1回
高
 温のロウを使用しますので、受講時は作業しやすい服装でご参加下さい。
安井 志伸
コード│61620－039－00│1/18㈯│ 11：00～12：30
漢方植物やお野菜を使ったシルクストールの染色方法をお伝えします。あなただけ
あかねで染める
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,500
の色のきれいなオリジナルシルクストールを染めます。茜を使ったオレンジ、桃色
シルクスストール染め講座
のふんわりストール、安心で懐かしい優しい色合いに仕上がります。染めるときの
ハーブ＆ベジタブルの
優しい香りにも癒されますよ。
ナチュラルカラーを楽しむ
厚
 めのゴム手袋、エプロン、ハンドタオル
漢方スタイリスト
（漢方養生指導士）

安井 志伸

ブラッシュアップ講座

全1回
（土曜）

飯能校（薬香草園）

町田校
たまプラ丨ザ校

静岡校
名古屋校
大阪校
神戸校
広島校

│61619－019－01 │10/25 │ 10：30～12：00
コード│61619－019－02 │ 12/13 │ 10：30～12：00 ①自己紹介
（アロマ歴や受講動機を伺う）
│61619－019－03 │ 2/28 │ 10：30～12：00 ②チャネリングの解説、実践
～今の私を知る、
深く観る～
③スピリチュアルな観点での精油をテストで選んでアロマミスト作りをする
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,650
④タロット鑑定→お悩みを 1 つ鑑定させて頂き、アロマミストに入れるパワーストーン
を選ぶ
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
一
 度受講された方もOKです。
蘭 まりな
全1回
（金曜）
筆
（ペン、小さなノート）
 記用具
│61619－020－01 │ 11/22 │ 10：30～12：00
コード│61619－020－02 │ 1/24 │ 10：30～12：00 ①自分の今の心にぴったりの精油選びのポイント、精油についてスピリチュアルに
スピリチュアルアロマテラピー②
│61619－020－03 │ 3/6 │ 10：30～12：00 学びます。
〜なりたい自分になる新しい自分と出会う〜
②チャネリング、自己実現についての話 ③チャネリング実践
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥1,650
④タロットカードで今の自分を知る
⑤アロマミスト作り
ス
 ピリチュアルアロマテラピー①を過去に受講された方、又は受講申込
み済みの方。
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
筆
（ペン、小さなノート）
 記用具
蘭 まりな
全1回
（金曜）
ス
 ピリチュアルアロマテラピー①の続きです。
│61619－034－01 │11/29㈮│ 18：00～19：30
コード│61619－034－02 │12/16㈪│ 10：30～12：00 ・2020 年の運気 ・2020 年のあなたの運気 ・2020 年毎月の運気
あなたの2020年はどんな1年？！
│61619－034－03 │1/22㈬│ 13：00～14：30 ・2020 年毎月のあなたの運気・夢願望、願い事リスト計画票
2020年の運気を味方につける！
・夢を叶えるコラージュ
受講料 ￥5,000－ 教材費なし
【持ち物】筆記用具、消せるボールペン、はさみ、のり、2020年の目標と

数秘＆カラー上級トレーナー
なる写真の切り抜き・写真 【お持ちの方】2020年手帳
大久保 美香
全1回
【事前準備】2020年にしたい事・目標等を書きだし
11月期
コード
│
│ 61619－040－00
数秘＆カラー
【誕生日編】
11/8㈮│11/22㈮│
アロマテラピーと
①ライフパス
（人生の通る道）
パワーストーンの相関性
②バースグリッド
（強み・得意分野）
1月期
コード
│
│ 61620－041－00 ③パーソナルイヤーナンバー
（昨年・今年・来年の運気）
1/27㈪│2/24㈪│
④ピナクルナンバー
（人生における運気）
⑤数秘＆カラーとアロマ・ストーンとのコラボ
受講料 ￥23,000－ 教材費別 初回一括￥4,500 ※修了後は数秘＆カラージュニアプレゼンター取得
数珠＆カラー上級トレーナー
筆
（携帯・スマホ不可）
・色鉛筆
 記用具・電卓
全2回 14：00～17：00
大久保 美香
12月期
コード
│
│ 61619－042－00
数秘＆カラー
【名前編】
12/13㈮│12/20㈮│
アロマテラピーと
「色彩心理と数字の秘密」の統計学。
パワーストーンの相関性
①ペルソナ数
（人からどう見られているのか） ②ハート数
（心の欲望）
3月期
コード
│
│ 61620－043－00 ③表現＆使命数
（運命・天職）
④相性
3/2㈪ │4/27㈪│
⑤数秘＆カラーとアロマテラピー・パワーストーンとのコラボ
※修了後は数秘＆カラープレゼンター取得
受講料 ￥27,000－ 教材費別 初回一括￥6,500
数
 秘＆カラージュニアプレゼンター取得者
筆
（携帯・スマホ不可）
・色鉛筆・誕生日編の教材
 記用具・電卓
数珠＆カラー上級トレーナー
全2回 14：00～17：00
大久保 美香
数
 秘＆カラー【誕生日編】修了者受講可
│61619－044－01 │11/11㈪│ 10：30～12：00
コード│61619－044－02 │1/31㈮│ 10：30～12：00 現役セラピストに聞くノウハウ！
自分のサロンを作りたい！
│61619－044－03 │3/9㈪ │ 10：30～12：00 ・独立、開業する為に必要な事柄
（開業準備、メニュー作成、料金設定、初期費用、
【スタート編】
集客方法など）
受講料 ￥5,000－ 教材費なし
・1 日のタイムスケジュール
・質疑応答
※しっかりと学びたい方は【開業編】5 時間コースがおすすめです。

スピリチュアルアロマテラピー①

福岡校

AEAJ認定アロマセラピスト

大久保 美香

大分校

自分のサロンを開業したい！
【開業編】

受講申込み

AEAJ認定アロマセラピスト

大久保 美香

ƒ受講申し込みはP141へ


筆
 記用具
エ
 ステ・リラクゼーション・フェイシャル等のサロン開業ご希望者。ア
ロマテラピーの有資格者。これから資格取得をお考えの方。

全1回
│61619－045－01 │11/18㈪│ 14：00～19：00
コード
│61619－045－02 │2/7㈮ │ 14：00～19：00 現役セラピストだからこそお伝えできる事が沢山あります。
・開業する為に必要な事
（開業準備、メニュー作成、料金設定、初期費用、集客方法、
受講料 ￥20,000－ 教材費なし
サロン内装）
・カルテ管理
・カウンセリング学
・1 日のタイムスケジュール
・お客様にリピートして頂く為には
・質疑応答
筆
 記用具、電卓
エ
 ステ・リラクゼーション・フェイシャル等のサロン開業ご希望者。ア
全1回
ロマテラピーの有資格者。これから資格取得をお考えの方。

119

＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

生活の木 ハンドメイドギルド認定校

アロマセラピスト

アロマテラピーインストラクター

アロマテラピーアドバイザー

ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト

ハーバルセラピスト
ハーブ＆ライフコーディネーター

メディカルハーブコーディネーター
日本のハーブセラピスト

スペシャルセミナー

公益社団法人日本アロマ環境協会資格認定校
NPO法人日本メディカルハーブ協会認定校

手作り石けん講座 応用科／基礎科

原宿表参道校

広島校 生活の木広島パセーラ店

082-502-3443（受付時間10：00〜20：00）

&

広島県広島市中区基町6-78 パセーラ 5F

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

JR広島駅経由、
市内電車、
紙屋町東・西電車電停より徒歩1分 パセーラ 5F

講座内容

AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会
あらうち まみ

AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会
白木 玲子

【アロマテラピー検定対策】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーアドバイザー養成講座
コード

│61119－863－00│

ƒ受講申し込みはP141へ
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

大分校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

山岡 由依

福岡校

アロマブレンドデザイナー養成講座
火曜日コース

精油を組み合わせてブレンドし、さまざまなシーンや目的に合ったオリジナルの香
りを創作する能力を養いながら、AEAJ の認定する資格を目指します。講座では、54
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500（税抜）種類の希釈精油を使用し、複数の演習を通して、ブレンドの知識や技術を楽しみな
がら創作し、その魅力を伝える力を培います。
○「精油のブレンド技術」を学ぶための基礎知識 ○香りの特徴をとらえる方法
○「香りのパレット」を作る
○ブレンド実習とクリエーション
○創作した香りを活かす
◯実習：ハーバル・アロマティック、
フローラルブーケ、
フゼア、
4711、
望郷の香りなど、
各回のテーマに応じたブレンド演習を行います。
全4回 12：30～18：30
（休憩1時間）
（木曜）
コード
│61119－925－00│
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

11/5 │ 11/26 │ 12/24 │ 1/14 │
取得予定の方（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、
当校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜）
※申込時・講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
筆
『AEAJ認定アロマブレンドデザイナー公式テキスト』
（￥2,000/
 記用具、
税抜）
、AEAJ会員カード 又は ハーバルライフカレッジ アロマテラピーア
ドバイザー養成講座 修了証
（申込時・講座初回に確認致します。コピー可）
※
 各自で作成する、演習時の希釈精油代は別途徴収となります（各演習時
【全9種】￥100～￥500程度）
全4回 10：30～16：30
（休憩1時間）
（火曜）

広島校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

あらうち まみ

コード
│61119－924－00│
10/10 │ 10/31 │ 11/21 │ 12/19 │

神戸校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマブレンドデザイナー養成講座

大阪校

暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザ
ーを目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
（1）
アロマテラピーとは
実習：スキンローション
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
AEAJ認定アロマセラピスト
（3）
基材とホームケア（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
アロマテラピーインストラクター
9/8まで
（4）
アロマテラピーが心と身体に働くメカニズム 実習：ミツロウクリーム
あらうち まみ
全3回 13：00～17：00
（水曜）
（5）
健康学
（栄養・運動・睡眠・生活習慣病） 実習：クレイパック
コード
│61119－864－00│
（6）
アロマテラピー関連法規・環境
実習：フレグランス
10/6 │ 10/13 │ 10/20 │
アロマテラピー検定対策
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
定1、2級の合格を目指す方など、どなたでもご受講いただけます。
日曜コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
筆
（￥2,400/
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
税抜）
、生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,000・￥2,000/税抜）
をご
用意下さい。
（各スクールで購入可）
2コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚。
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
AEAJ認定アロマセラピスト
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
アロマテラピーインストラクター
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
9/5まで
白木 玲子
装で、爪は短く切りご参加されることをお勧めします。
全3回 13：30～17：30
（日曜）

名古屋校

10/9 │ 10/16 │ 10/23 │
アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
水曜コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

アロマブレンドデザイナー養成講座
木曜日コース

静岡校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

町田校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

飯能校（薬香草園）

アロマテラピー入門講座

全1回
│61119－789－06 │9/9㈪ │ 15：00～16：30
│61119－789－05 │8/27㈫│ 15：00～16：30 アロマテラピーってなんだろう、精油ってどうやって使うのだろう…そんな皆さん
│61119－860－01 │10/1㈫│ 15：00～16：30 に「アロマテラピー」を感じて、体験していただく講座です。 自然の香りを楽しみ
コード│61119－860－02 │11/7㈭│ 15：00～16：30 ながら、心地よい時間を一緒に過ごしましょう。AEAJ の資格対応コースについても
│61119－860－03 │12/2㈪│ 15：00～16：30 併せてご説明いたします。
│61119－860－04 │1/27㈪│ 15：00～16：30 ○アロマテラピーとは ○ルームフレッシュナー作り ○ AEAJ 資格対応コース説明
│61119－860－05 │3/11㈬│ 15：00～16：30
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、アロマを日常生活に役立てたい方、知
識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなたで
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500（税抜）
もご受講いただけます。
筆
 記用具
全1回
61119－861－01 │12/18㈬│ 13：00～17：00
│
コード
│61119－861－02 │1/18㈯│ 13：00～17：00 アロマテラピー検定 1 級合格後に、アロマテラピーアドバイザー認定に必要な知識
を学びます。
受講料 ￥4,759－ 教材費なし
○ AEAJ アロマテラピーアドバイザー認定講習会
・アロマテラピーアドバイザーについて
・アロマテラピー関連法規
（公社）
日本アロマ環境協会
（AEAJ）
について
全1回・
（※ 説明会の参加は任意です）
コード│61119－862－00 │12/15㈰│ 13：00～17：00 ○ AEAJ 資格対応コース講座説明会
・
 アロマテラピー検定試験1級合格の方。
受講料 ￥4,759－ 教材費なし
筆
お持ちの方は「資格マニュアル」
（最新版）
、
機関誌「AEAJ」
（最新号）
 記用具、
履
 修証明書発行には本講習会カリキュラムを、同一日に全ての履修が必
要となります。
全1回

柏校

スタッフ

筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。

宇都宮校

生活の木Herbal Life College

│61119－788－02 │8/20㈫│ 11：30～13：00
│61119－859－01 │10/11㈮│ 14：00～15：30 ハーバルライフカレッジ各校におけるアロマテラピーアドバイザー、アロマブレン
コード
│61119－859－02 │11/25㈪│ 14：00～15：30 ドデザイナー、アロマハンドセラピスト、アロマテラピーインストラクター、アロ
│61119－859－03 │2/21㈮│ 14：00～15：30 マセラピストの各養成講座について詳しくご説明いたします。公益社団法人 日本
アロマ環境協会
（AEAJ）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメ
受講料 無料 教材費なし
リット、講座の特徴やカリキュラムの内容等、実際のテキストをお見せしながらお
話します。
○アロマテラピーとは ○協会
（AEAJ）
について ○アロマハンドバス体験
○質疑応答
こ
 れからアロマの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等どなたでもご受講いただけます。

仙台校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／講座説明会・入門講座・認定講習会
アロマテラピー資格対応コース
講座説明会

札幌校

中国四国地方では唯一のカルチャー校としてアロマテラピー、メディカルハーブの資格対応コースを設けており
ます。人気のアロマ入門、手作り石けん講座はスタッフが講師となり気軽に楽しく学べる講座です。ぜひこの
機会にアロマ・ハーブ生活を始めてみませんか！

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマハンドセラピスト養成講座

原宿表参道校

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

札幌校

あらうち まみ

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

仙台校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

│61119－796－04 │ 9/7
│61119－865－01 │ 10/5
コード
│61119－865－02 │ 11/16
│61119－865－03 │ 2/1

│ 13：00～18：30
│ 13：00～18：30 1 日完結のカリキュラムを通して、安全にアロマテラピーの知識を持ち、身の周り
│ 13：00～18：30 の方をはじめ、ボランティアや地域活動などにおいて、第三者にアロマハンドトリー
│ 13：00～18：30 トメントを提供できる技術や能力を養いながら AEAJ が認定する資格を目指します。
○アロマハンドトリートメントとは
○アロマハンドセラピストのための解剖生理学
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜） ○アロマハンドトリートメントの準備と確認事項 ○アロマハンドトリートメントの手技と手順
○実習：トリートメントオイル作成、相モデル実習
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

全1回
（休憩30分）
（土曜）
取得予定の方
│61119－866－01 │12/10㈫│ 13：00～18：30
筆
『AEAJ認定アロマハンドセラピスト公式テキスト』
（￥1,600/税
 記用具、
コード│61119－866－02 │1/20㈪│ 13：00～18：30
抜）
、大判の厚手バスタオル2枚
（60×120cm程度）
、ハンドタオル1枚
│61119－866－03 │2/20㈭│ 13：00～18：30
※
 ハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、爪は短く
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜）
切ってご参加ください。
全1回
（休憩30分）

山岡 由依

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーインストラクター養成講座

宇都宮校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
水曜コース

柏校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

あらうち まみ

飯能校（薬香草園）

アロマテラピーインストラクター
養成講座
日曜コース

町田校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

白木 玲子

コード
│61119－867－00│
11/13 │ 11/27 │ 12/4 │ 12/11 │ 1/15 │ 1/29 安全で正しく豊かなアロマテラピーが実践できるよう、専門家として指導できる知
2/5 │ 2/19 │
識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマテラピーインストラクター資格コースです。
生活の木のオーガニック精油や基材を使用した実習を交え、アロマテラピーの活用
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）法や手作り化粧品について、準備、作製、使用、保管等をきめ細やかに学習します。
活用法の他にも、31 種類の精油や 12 種類の植物油について、実際に香りや使い心
地を試しながら、化学的な成分への理解も深めます。その他、解剖生理学や栄養学、
生活習慣病、メンタルヘルスなど総合的に学び、アロマテラピーの専門家として、
正しい知識や利用法を指導できるよう、体系的に学習します。
A
「アロマテラピーアドバイ
 EAJアロマテラピーアドバイザー有資格者、
ザー養成講座」受講中又は修了者、受講期間中にアロマテラピー検定を
10/12まで
受検予定の方。※アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちでない方は、
全8回 13：00～19：00
（水曜）
受験ができないのでご注意ください。
コード
│61119－868－00│
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版・各校
 記用具、
11/10 │ 11/24 │ 12/1 │ 12/8 │ 12/22 │ 1/12
で購入可）
『アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキ
1/26 │ 2/9 │
スト
（共通カリキュラム編）
』
（￥2,500/税抜）
、
『アロマテラピーインストラ
クター公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥2,000/税抜）
、2019年改訂
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
（￥2,400/税抜）
をご用意下さい。
（各スクールで購入可）
＜実習＞1コマ目：筆記用具のみ
2コマ目：フェイスタオル・ビニール袋 1枚
4コマ目：バスタオル1枚・集中コース受講の方は、初回にフェイス
タオル・ビニール袋1枚をお持ちください。
・
 4コマ目のフットトリートメント実習時は、爪を切って脚を出しやすい
服装でのご参加がお勧めです。
10/9まで
・早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
全8回 10：30～17：30
（休憩1時間）
（日曜）

たまプラ丨ザ校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／検定直前対策講座・試験直前対策講座
アロマテラピー検定直前対策講座
（1級、
2級）

コード│61119－870－00 │10/30 │ 13：00～17：30

受講料 ￥5,400－ 教材費なし

静岡校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

あらうち まみ

アロマテラピー検定直前対策講座
（1級、
2級）

名古屋校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

白木 玲子

インストラクター試験直前対策講座

大阪校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

白木 玲子

インストラクター試験直前対策講座

神戸校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

白木 玲子

アロマテラピー検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑問
や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
筆
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』をご用意
下さい。
全1回
（水曜）
1 級の試験には、2級の内容が含まれます。

コード│61119－871－00 │10/27 │ 13：00～17：30
受講料 ￥5,400－ 教材費なし

全1回
（日曜）

│ 受講生優待 │61119－801－01│ 9/8
コード
一般
│
│61119－801－02│ 9/8 出題範囲が広範なアロマテラピーインストラクター試験に向け、模擬試験形式で総
復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
『アロマテラピーインストラクター・
 記用具、
教材費なし
アロマセラピスト公式テキスト
（共通カリキュラム編）
』
、
『アロマテラピ
全1回 13：00～17：30
（日曜）
ーインストラクター公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
受講生優待 │61120－872－01│ 2/23
│
コード
当
 校のアロマテラピーインストラクター養成講座の受講生は、受講料が
一般
│
│61120－872－02│ 2/23
優待価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
教材費なし
全1回 13：00～17：30
（日曜）

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／講座説明会・入門講座

広島校

メディカルハーブ資格対応コース
講座説明会

福岡校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

メディカルハーブ入門講座

大分校
受講申込み

生活の木Herbal Life College

スタッフ

ƒ受講申し込みはP141へ

│61119－873－01 │10/15㈫│ 14：00～15：30
コード│61119－873－02 │11/14㈭│ 14：00～15：30 ハーバルライフカレッジ各校における、メディカルハーブコーディネーター、ハー
│61119－873－03 │1/22㈬│ 14：00～15：30 ブ＆ライフコーディネーター、ハーバルセラピスト、シニアハーバルセラピスト、
ハーバルプラクティショナー、ホリスティックハーバルプラクティショナーの各養
受講料 無料 教材費なし
成講座について詳しくご説明いたします。NPO 法人 日本メディカルハーブ協会
（JAMHA）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメリット、講座の
特徴やカリキュラム内容等、実際のテキストをお見せしながらお話します。
こ
 れからハーブの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等 どなたでもご受講いただけます。
筆
 記用具
予
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場合
 約制
もありますがご了承下さい。

全1回
│61119－803－05 │8/1㈭ │ 15：00～16：30
│61119－803－06 │9/18㈬│ 15：00～16：30 ハーブに興味があるけれど、何から学んだらよいのかわからない…そんな皆さんに
│61119－874－01 │10/3㈭│ 15：00～16：30「メディカルハーブの世界」を体験していただく講座です。ハーブの香りや色、風
コード│61119－874－02 │11/8㈮│ 15：00～16：30 味を楽しみながら、五感を通して心地よい時間を一緒に過ごしましょう。JAMHA 資
│61119－874－03 │12/9㈪│ 15：00～16：30 格対応コースについても併せてご説明いたします。
│61119－874－04 │2/13㈭│ 15：00～16：30 ○メディカルハーブとは ○ハーブティー試飲 ○ハーバルハンドバス
│61119－874－05 │3/4㈬ │ 15：00～16：30 ○ JAMHA プログラム説明
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、ハーブを日常生活に役立てたい方、
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500（税抜）
知識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなた
でもご受講いただけます。
筆
 記用具
全1回

121

＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ検定対策】JAMHA資格対応コース／メディカルハーブコーディネーター養成講座
コード
│61119－877－00│
12/13 │ 1/24 │ 2/14 │

12/18まで

早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
全3回 13：00～17：00
（日曜）

仙台校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡田 陽子

札幌校

暮らしに役立つ、メディカルハーブの基礎知識を学び、メディカルハーブコーディ
ネーターを目指しませんか？ご自身の美容や健康の為、家族・友人と楽しむ為など、
生活にすぐに活かせるハーブの活用術を実習も交えて楽しく学びます。メディカル
ハーブ検定の試験範囲に対応したカリキュラムです。
（1）
メディカルハーブの世界
実習：ハーブティー
（2）
メディカルハーブの歴史
実習：ペパーミントの温湿布
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
（3）
メディカルハーブの効果と仕組み 実習：セントジョンズワート浸出油作り
ハーバルプラクティショナー
11/12まで
（4）
ハーブのプロフィール
実習：エキナセアチンキ作り
藤井 洋子
全3回 12：30～16：30
（金曜）
（5）
メディカルハーブの活用法
実習：セントジョンズワートの軟膏作り
コード
│61120－876－00│
メディカルハーブ検定対応
（6）
症状別メディカルハーブ
実習：マルベリーとカモミールのゴマージュ作り
1/19 │ 2/2 │ 2/16 │
メディカルハーブコーディネーター
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、メディ
養成講座
カルハーブ検定の合格を目指す方等、どなたでもご受講いただけます。
受講料 ￥18,000－
日曜コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
筆
（￥2,800/税抜）
』
 記用具、JAMHA発行『メディカルハーブ検定テキスト
を事前に各自ご用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。
受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866

原宿表参道校

メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
金曜コース

スペシャルセミナー

講座名／講師

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルセラピスト養成講座
コード
│61119－878－00│
11/9 │ 11/30 │ 12/7 │ 12/21 │ 1/25 │ 2/8
2/22 │ 3/7 │ 3/14 │

受講料 ￥120,000－
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
テキスト代￥2,860
（税抜）

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／シニアハーバルセラピスト養成講座

福岡校

│61119－811－00 │8/6㈫ │ 13：00～16：00
コード
│61120－923－00 │2/24㈪│ 13：00～16：00 メディカルハーブ検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑
問や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
受講料 ￥3,600－ 教材費なし
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
筆
 記用具、メディカルハーブ検定テキスト
岡田 陽子
全1回
│ 受講生優待 │61119－812－01│ 10/19
一般
│61119－812－02│ 10/19 出題範囲が広範なハーバルセラピスト試験に向け、模擬試験形式で総復習しましょう。
ハーバルセラピスト試験直前対策講座 コード│
│ 受講生優待 │61120－880－01│ 4/11 試験対策のポイントにしぼって学習します。
一般
│
│61120－880－02│ 4/11
筆
（2019年改訂版）
 記用具、ハーバルセラピストコース・テキスト
一般：￥15,000－
受講料
受講生優待
：
￥10,000－
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
当
（￥
 校のハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
教材費なし
岡田 陽子
15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
全1回 13：00～17：30
（土曜）

広島校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／検定直前対策講座

神戸校

日本のハーブを歴史的・科学的に深く学ぶことに加えて、日本で用いられてきた30種の
メディカルハーブと、身近に目にすることのある16種の有毒植物についても知識を習得
できます。
日本で利用されてきたハーブの特徴や有用性、
さらに法制度と安全性を理解し、
受講料 ￥56,000－
正しい知識をもってご自身や家族の健康維持・増進に役立てられるようになります。
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
（1）
日本のメディカルハーブの歴史
（2）
くらしの中のメディカルハーブ
（3）
民族のハーブと地域のハーブ
（4）
法制度と安全性
（5）
日本のメディカルハーブの活用（自然観・四季）
（6）
日本のメディカルハーブの活用（不調・トラブル）
（7）
民間療法と具体的な日本のメディカルハーブの利用
日
 本のハーブの知識を深めたい方、日本のハーブセラピスト資格の取得
を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格者○日
本のハーブセラピスト養成講座7コマ中5コマ以上修了
筆
 記用具※『日本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に
受付カウンターで購入可能
（￥2,500
（税抜）
）
コ
全 7 コマ中 5 コマ以上の出席が必須となります。※『日
 ース修了には、
10/18まで
本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に受付カウンター
全4回 13：00～17：00
（休憩1時間）
（火曜）
にてご購入いただきます。

大阪校

JAMHA認定ハーバルセラピスト

岡田 陽子

コード
│61119－875－00│
11/19 │ 12/17 │ 1/28 │ 2/25
※2/25のみ13：00～15：00

名古屋校

JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座

静岡校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／日本のハーブセラピスト養成講座

たまプラ丨ザ校

コード
│61119－879－00│
10/25 │ 11/1 │ 11/29 │ 12/20 │ 1/17 │ 1/31 ハーバルセラピストで触れた 30 種類のメディカルハーブの成分、有効性や安全性
2/28 │ 3/6 │ 3/13 │
等を、植物療法による疾病の予防という観点を中心に、より深く学びます。より専
門的な知識を身につけたい方、講師として活躍の場を広げたい方におすすめです。
受講料 ￥144,000－
（1）
植物療法概論
（2）
治癒系と老化制御
（3）
安全性と薬物相互作用
（税抜） （4）
教材費別 初回一括テキスト代￥4,200
調製と植物製剤学
（5）
消化器系の植物療法Ⅰ （6）
消化器系の植物療法Ⅱ
（7）
循環器系の植物療法Ⅰ （8）
循環器系の植物療法Ⅱ （9）
呼吸器系の植物療法
（10）
代謝性疾患の植物療法 （11）
神経系の植物療法
（12）
内分泌系の植物療法
妊娠と出産、小児科領域の植物療法
（13）
免疫系の植物療法
（14）
植物美容法
（15）
（16）
生活習慣病と高齢者の植物療法（17）
ケーススタディー
（18）
論文発表、修了式
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、シニアハーバルセラピスト資格
の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたで
もご受講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格
者 ○シニアハーバルセラピスト養成講座
（旧：ハーバルプラクティショ
ナー植物療法科）
（18単位／ 36時間）
修了
筆
 記用具、指定書籍『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年改訂新版）
』
（東京堂出版・￥3,200/税抜）
を各自ご用意ください。
※『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019年改
訂版）
は講座初回に受付カウンターで購入可能。
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全18
藤井 洋子
9/24まで 全9回 12：30～16：30
（金曜）
回中13回以上の出席、全9回中7回以上の出席、論文の提出と発表が必須。

JAMHA認定
シニアハーバルセラピスト養成講座

町田校

全9回 13：00～17：00
（土曜）

飯能校（薬香草園）

10/8まで

筆
 記用具
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。ハーバルセラピスト養
成講座の修了には、各資格対応コース全18回中13回以上の出席、全9回
中7回以上の出席が必須となります。※テキストは講座初回に受付カウン
ターにてご購入いただきます。

柏校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡田 陽子

メディカルハーブを日常の健康維持・増進に役立てる為に必要な知識を、植物化学
や健康学・解剖生理学など、科学的・体系的な視点で広く学ぶ事ができる講座です。
資格取得だけでなく、知識に裏付けられたハーブの選択・活用法を身につけたい方
にもおすすめします。
（1）
メディカルハーブの歴史と今後の展望 （2）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅰ
（3）
メディカルハーブの基礎知識Ⅱ
（4）
アロマテラピーの基礎知識
（5）
メディカルハーブと精油の安全性 （6）
メディカルハーブ製剤Ⅰ
（7）
メディカルハーブ製剤Ⅱ
（8）
代謝を助けるメディカルハーブ
生活習慣病の予防に役立つメディカルハーブ
（9）
ライフスタイルの改善とQOLの向上 （10）
（11）
外敵から身体を守るメディカルハーブ（12）
ストレス対策と心身症の予防に役立つメディカルハーブ
（13）
女性のためのメディカルハーブ
（14）
若さを保つメディカルハーブ
（15）
五感の刺激とメディカルハーブ
（16）
キッチンファーマシー
（わが家の台所薬局）
自然治癒力を高めるライフスタイル及び修了式
（17）
ハーバルライフのデザイン
（18）
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルセラピスト資格の取得を目指
す方等、
コースの受講条件はございませんので、
どなたでもご受講いただけます。

宇都宮校

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座

メディカルハーブ検定直前対策講座
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大分校

Check!

スペシャルセミナー

講座名／講師

原宿表参道校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│ 受講生優待 │61119－813－01│ 10/18
一般
│
│61119－813－02│ 10/18 出題範囲が広範なシニアハーバルセラピスト試験に向け、模擬試験形式で総復習し
コード
シニアハーバルセラピスト試験
│ 受講生優待 │61120－882－01│ 4/3 ましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
直前対策講座
一般
│
│61120－882－02│ 4/3
筆
『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019
 記用具、
年改訂版）
、
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
改訂新版）
（
東京堂出版）
』
教材費なし
当
 校のシニアハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価
格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

札幌校

藤井 洋子

日本のハーブセラピスト試験
直前対策講座

仙台校

全1回 12：30～17：00
（金曜）
│ 受講生優待 │61119－847－01│ 10/21㈪
一般
│
│61119－847－02│ 10/21㈪ 広範な出題範囲を持つ、日本のハーブセラピスト試験の最終仕上げに、模擬試験形
コード
│ 受講生優待 │61120－881－01│ 4/7㈫ 式で総復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
一般
│
│61120－881－02│ 4/7㈫
筆
 記用具、日本のハーブセラピストコース・テキスト
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
当
 校の日本のハーブセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
教材費なし
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。

JAMHA認定ハーバルセラピスト

岡田 陽子

全1回 13：00～16：00

宇都宮校

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／アーユルヴェーダアドバイザー養成講座
コード

│61120－886－00│

2/12 │ 2/26 │
JAPA認定
アーユルヴェーダアドバイザー養成講座 受講料 ￥24,000－
水曜コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,100

柏校

5000年の歴史をもつ東洋の伝承医学「アーユルヴェーダ」の基礎的な知識と生活に
役立つ知恵を実習を交えながら楽しく学びます。
（1）
アーユルヴェーダの歴史と哲学
（2）
体質別の新生活術Ⅰ
（3）
体質別の新生活術Ⅱ
（4）
トリートメントの基礎知識
（5）
スリランカ式アーユルヴェーダ/アーユルヴェーディックハーブ
（6）
認定試験/試験解説/修了書授与
筆
（BAB ジャパン・￥1,600/税抜）
 記用具、書籍『癒しのアーユルヴェーダ』
（各スクールでもご購入いただけます。
）
※2回目のみフェイスタオル2枚。
※全2回コースはカリキュラムの順番が異なります。
2 回目はハンドトリートメントの実習を行いますので、腕を出しやすい服
装にてご参加下さい。また、つめは短く切ってご参加されることをお勧
めいたします。

飯能校（薬香草園）

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

藤井 洋子

全2回 10：30～17：30
（休憩1時間）
（水曜）

町田校

【手作り石けん】生活の木ハンドメイドギルド認定コース／入門講座
│61119－883－01 │10/17㈭│ 14：00～16：00

│61119－883－02 │11/28㈭│ 14：00～16：00
ハンドメイドギルド手作り石けん入門講座
│61119－883－03 │12/5㈭│ 14：00～16：00
コード
手作り石けん
│61119－883－04 │1/30㈭│ 14：00～16：00
1日体験コース
│61119－883－05 │2/7㈮ │ 14：00～16：00

たまプラ丨ザ校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

静岡校

クラフト/アート
ハンドメイドギルド
アロマストーンレッスン

名古屋校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

大阪校

ハンドメイドギルド
ソープデコレッスン

神戸校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

アロマ･ハーブ講座

本格的な石けんを作りたい方のための 1 日体験プログラムです。お肌にやさしい手
作り石けんの良さと作り方をまとめました。ぜひお気軽にご参加下さい。
10/17
（木）
ネロリソープ
11/28
（木）
クリスマスマーブルソープ
12/5
（木）
ニューイヤーゆずソープ
1/30
（木）
バレンタインソープ
│61119－883－06 │3/18㈬│ 14：00～16：00 2/7
（金）
ひな祭りソープ
3/18
（水）
さくらソープ
筆
（メガネでも可）
 記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、あればゴーグル
受講料 ￥3,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥1,200
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
加下さい。
全1回

│61119－869－01 │10/2㈬│ 14：00～16：00
│61119－869－02 │12/12㈭│ 14：00～16：00 10/ （
2 水） フラワーガーデン
12/12
（木）リース作り
コード
│61119－869－03 │1/21㈫│ 14：00～16：00 1/21
（火） メモスタンド
3/16
（月） フラワーガーデン
│61119－869－04 │3/16㈪│ 14：00～16：00
ア
 ロマクラフト作り初心者の方、アロマテラピーやハーブを勉強された
方、手作りを楽しみたい方など、どなたでも
受講料 ￥3,000－
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
筆
 記用具
オリジナルブレンド精油・シリコーン型付
全1回
│61119－885－01 │10/4㈮│ 14：00～16：00
│61119－885－02 │11/15㈮│ 14：00～16：00 10/ （
4 金） 宝石ソープ
11/15
（金）クリスマスソープ
│61119－885－03 │11/22㈮│ 14：00～16：00 11/22
（金）New Yearソープ
1/13
（月） 季節の和菓子ソープ
コード
│61119－885－04 │1/13㈪│ 14：00～16：00 2/10
（フルーツフレーク入り） 3/ （
9 月） 桜ソープ
（月） チョコレートソープ
│61119－885－05 │2/10㈪│ 14：00～16：00
デ
 コレーション石けんにご興味のある方。どなたでも。
│61119－885－06 │3/9㈪ │ 14：00～16：00
エ
 プロン、筆記用具
受講料 ￥3,000－
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
全1回

広島校
福岡校
大分校

│61119－887－01 │ 10/19 │ 10：30～12：00
コード
│61119－887－02 │ 1/18 │ 10：30～12：00 今年の秋冬はどんな香りをまといたいですか？ 50 種類以上の精油の中から自分の
イメージする香りを作っていきます。
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,320
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
筆
 記用具
あらうち まみ
全1回
（土曜）
│61119－888－01 │ 11/9 │ 10：30～12：00
コード│61119－888－02 │ 1/25 │ 10：30～12：00 今、気になる色はありますか？気になる色には自分のココロが映っています。12 色
12色のおくりもの
│61119－888－03 │ 3/14 │ 10：30～12：00 のカラーボトルを使ったセルフカウンセリングを通して、今の自分に必要な色と香
ココロとカラダを癒すカラーセラピー
りを導き出します。
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥550
1. カラーセラピーについて
2. 気になる色を選んでみよう！
3. サポートアロマミスト作製
和み彩香セラピーティーチャー
筆
 記用具
あらうち まみ
全1回
（土曜）
│61119－889－01 │ 11/30 │ 10：30～12：00
コード
│61119－889－02 │ 2/15 │ 13：00～14：30 世界最古の練香「キフィ」はハーブ、干しブドウ、ワインなど 16 種類の材料を使っ
古代エジプトの神秘の香り
「キフィ」
て作ります。複雑で繊細な古代エジプトの神秘の香りをお楽しみください。
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,320
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
筆
 記用具
あらうち まみ
全1回
（土曜）

季節の香水レッスン
〜秋冬編〜

受講申込み
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

あらうち まみ

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡田 陽子

コード│61119－892－00 │ 11/6 │ 13：00～15：00

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡田 陽子

コード│61119－893－00 │ 11/20

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡田 陽子

コード│61119－894－00 │ 12/3

はじめてのアロマテラピー講座

コード│61119－897－00 │10/27
受講料 ￥2,500－ 教材費別

AEAJ認定アロマセラピスト

コード│61119－898－00 │ 11/24

女性のためのアロマテラピー1日講座 受講料 ￥2,500－ 教材費別

全1回
（日曜）

コード│61119－899－00 │ 12/8 │ 18：00～19：30


筆
 記用具

アロマリードディフューザー講座
自分だけのオリジナルフレグランスを 受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,650
作ろう

Check!
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AEAJ認定アロマブレンドデザイナー

山岡 由依

大分校

アロマブレンドレッスン Advance
天然の香りで作るオーデコロン作り

福岡校

AEAJ認定アロマブレンドデザイナー

山岡 由依

広島校

アロマブレンドレッスン Basic
天然の香りで作るルームコロン作り

全1回
（日曜）
コード│61119－904－00 │ 11/2 │ 10：30～12：30
植物から採れる天然の香り
（精油）
を使って、ルームコロンを作ります。季節ごとに
受講料 ￥3,000－ 教材費別：￥715
テーマを決めてオリジナルのフレグランスを作りましょう。アロマがますます好き
になるレッスンです。
筆
 記用具
全1回
（土曜）
コード│61120－905－00│2/22㈯│ 10：30～12：30
植物から採れる天然の香り
（精油）
を使って、オーデコロンを作ります。季節ごとに
受講料 ￥3,000－ 教材費別：1,100
テーマを決めてオリジナルのフレグランスを作りましょう。アロマがますます好き
になるレッスンです。
筆
 記用具
全1回
（土曜）

神戸校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

室川 幸子

大阪校

〜私の時間〜
アロマワックスバーで香る私時間

全1回
（月曜）
コード│61120－903－00│ 3/29 │ 13：30～15：00
置いておくだけで良い香りのするアロマワックスバーを 2 個作ります。インテリア
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,100
に、お好きな花と香りのバーを添えてみては？好きな事で集中できる『私時間』を
※追加でお作りの場合は材料費のみでお作りい 応援します。ハーブの効能にも触れながら、おすすめハーブティーで tea time の時
ただけます。
間も楽しみましょう！

名古屋校

AEAJ認定アロマセラピスト

反田 沙歩


フ
（ハンドマッサージのときに使用します）
筆記用具
 ェイスタオル1枚
お
（クラフト用
 申し込み時に下のお名前をひらがなでお知らせください。
のお名前シールを作成します）

静岡校

精油を利用してオリジナルのリードディフューザーを作成します。香りのブレンド
の際のポイントや注意点、香りの種類や分類についても学べる講座です。香りのイ
メージを膨らませて、自分だけのオリジナルの香りを作ってみませんか？なかなか
好きな香りに出合えない…そんな方にもおすすめです。
AEAJ認定アロマセラピスト
筆
 記用具
白木 玲子
全1回
（日曜）
│61119－902－01 │10/26㈯│ 13：00～15：00
コード│61119－902－02 │11/17㈰│ 13：00～15：00 ボトルの形は、色々なタイプからお好きなものをお選びいただけます。好きなこと
〜私の時間〜
│61119－902－03 │2/29㈯│ 13：00～15：00 に集中して、時間を忘れる『私時間』作ってみませんか？花材等、たくさんの種類
ハーバリウムで素適に私時間
をご用意しております。講師おすすめのハーブティーで tea time も楽しみましょう！
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,650
※追加でお作りの場合は材料費のみでお作りい
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ただけます。
室川 幸子
全1回
コード│61120－895－00│ 2/18 │ 13：00～15：00
ハーブや精油を使って、花粉の季節を快適に過ごす方法をお伝えします。実習で
ハーブとアロマで
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,400
は、予防やいろいろな症状に合わせたハーブティーのブレンドと試飲、マスク用ス
花粉の季節を快適に過ごす
プレーと鼻下クリームをつくります。作ったものはお持ち帰りいただき、ご家庭で
植物パワーを使った季節のセルフケア
のセルフケアにお役立てください。
筆
 記用具
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ア
（対象物）
、服薬中の方
（薬の種類）
、妊娠中の方
（時
 レルギーのある方
岡田 陽子
全1回
（火曜）
期）
、アルコールに弱い方はあらかじめお知らせください。
コード│61120－901－00 │ 2/3 │ 14：00～15：30
子どももお母さんも、体の変化にはホルモンが大きく関わっています。まずは、自
お母さんがするアロマケア
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥880
分の体を知って、リラックスのしくみを理解して、家族やご自身に生かせるアロマ
家族のためにも、
セルフケアにも
テラピーを楽しくいっしょに学びましょう。エアフレッシュナーの作成と、ハンド
マッサージを行います。

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマセラピスト

白木 玲子

町田校

白木 玲子

飯能校（薬香草園）

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡田 陽子

柏校

ハーブ＆玄米ホットパックと
受講料 ￥2,500－ 教材費別
冬のハーブ飲料
温活！冷え取りで免疫力アップ大作戦！

宇都宮校

おしゃれなボタニカル・アロマキャンドル 受講料 ￥2,500－ 教材費別
やさしい香りと揺らめく炎で癒される

メディカルハーブや精油を使って、風邪やインフルエンザの季節を元気に過ごす方
法をお伝えいたします。予防やいろいろな症状にあわせたハーブティーをブレンドし
試飲したり、ハーブを使ったうがい液やアロマ石けんを作りお持ち帰りいただきます。
筆
 記用具
ア
（対象物）
、服薬中の方
（薬の種類）
、妊娠中の方
（時
 レルギーのある方
全1回
（水曜）
期）
、アルコールに弱い方はあらかじめお知らせください。
│ 13：00～15：00
周囲をドライフラワーで飾り付けた「ボタニカル・アロマキャンドル」は、炎の揺
￥1,500
らぎと精油のやさしい香りで、視覚と嗅覚の両方から癒されます。クリスマスのイ
ンテリアとして、プレゼントにもぴったり！講師おすすめのハーブ飲料を飲みなが
ら癒しタイムもあります。
筆
 記用具
全1回
（水曜）
│ 13：00～15：00
ハーブの香りでリラックスし、玄米の保温効果で全身の血流を良くする「ハーブ &
￥1,400
玄米ホットパック」を作ります。またエルダーフラワーとジンジャーの「コーディ
アル」とハーブとスパイスを使った「エリキシル」を作り、
体の芯から温め免疫力アッ
プに役立てます。
エ
 プロン、ハンドタオル
エ
 リキシルはアルコールを含みます。お車で来られた方、アルコールが
飲めない方は、エリキシルの試飲はできません。
（お持ち帰りはできます）
全1回
（火曜）
│ 18：00～19：30
アロマテラピーを始めたいけれど、何から始めたらよいか分からない方におすすめ。
￥1,100
アロマテラピーのメカニズム、利用する上での注意点、その日から始められる利用
法をご紹介します。実習では簡単クリームを作成します。
筆
 記用具
全1回
（日曜）
│ 18：00～19：30
女性ホルモンの仕組みや時期に合わせての精油の選び方を学んでいきます。精油を
￥1,100
上手に選んで、より快適に日々を過ごしていきましょう。ご自身の体調に合わせた
トリートメントオイルをお持ち帰りいただきます。

仙台校

ハーブとアロマで
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,400
風邪の季節を元気に過ごす
植物パワーを使って季節のセルフケア

札幌校

七味唐辛子・ハーブソルト・カレー粉
ハーブ&スパイスで
料理をワンランクアップ

原宿表参道校

色と香りを味方につけて
なりたい自分になる

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│61119－890－01 │ 12/7 │ 10：30～12：00
コード
│61119－890－02 │ 3/28 │ 10：30～12：00 色や香りがもつメッセージを利用することで、なりたい自分に近づけることができ
ます。色や香りを上手に使って願いや幸せを手に入れましょう。
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,100
1. 自分と向き合うカラーワーク 2. お守りブレンドエッセンシャルオイル作製
筆
（赤、ピンク、オレンジ、黄、緑、青、紫）
 記用具、色鉛筆
全1回
（土曜）
コード│61119－891－00 │10/29 │ 13：00～15：00
おなじみの七味唐辛子、ハーブソルト、カレー粉を手作りしてみましょう！手作り
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,600
調味料は味も香りも抜群で、いつもの料理がワンランクアップします。個々のハー
ブやスパイスの作用や使い方もお伝えします。講師おすすめのハーブ飲料を飲みな
がらの癒しタイムもあります。
エ
 プロン、ハンドタオル
全1回
（火曜）

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
コード│61120－906－00│ 3/7 │ 10：30～12：30

原宿表参道校

アロマブレンドレッスン
受講料 ￥3,000－ 教材費別：2,376
ソリッドコロン作
天然の香りで作るオリジナルフレグランス
AEAJ認定アロマブレンドデザイナー

山岡 由依

手作り石けん・化粧品講座

札幌校

世界にひとつ！
キラキラ輝く宝石石けん
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

あらうち まみ

講座内容

植物から採れる天然の香り
（精油）
を使って、ソリッドコロン
（練り香）
を作ります。
季節ごとにテーマを決めてオリジナルのフレグランスを作りましょう。アロマがま
すます好きになるレッスンです。
筆
 記用具
精
 油の原液を使用しますので、濃い香りが苦手な方はご注意下さい。
全1回
（土曜）

│61119－908－01 │ 11/16 │ 10：30～12：00
コード
│61119－908－02 │ 2/15 │ 10：30～12：00 色のパワーがギュッと詰まった、見ているだけで癒される、簡単、安全、優しい使
い心地の宝石石けんを作ります。石けんが固まるまでの時間は作製した石けんの色
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,100
で、プチカラーセラピーを楽しみましょう。
筆
 記用具、エプロン
全1回
（土曜）

仙台校

トリートメント・マッサージ講座
1日でマスター!!ハンドトリートメント

宇都宮校

AEAJ認定アロマセラピスト

あらうち まみ

自分でできる!!アロマフットケア

柏校

AEAJ認定アロマセラピスト

あらうち まみ

│61119－907－01 │ 10/5 │ 10：30～12：30
コード│61119－907－02 │ 12/14 │ 10：30～12：30 ハンドトリートメントはココロとカラダをすっきり軽くしてくれます。家族や友達
│61119－907－03 │ 2/1 │ 10：30～12：30 のため、介護やボランティア、イベントなどでハンドトリートメントを活用したい
方におすすめです。二人一組でゆったりとしたペースで練習していきますので、初
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥550
めての方でもマスターできます
筆
（ハンドタオル不可）
 記用具、フェイスタオル2枚
爪
 を短く切ってご参加ください。肘から下を出しやすい服装。
全1回
（土曜）

飯能校（薬香草園）

セルフケア・リフレクソロジー
自分でできる足裏マッサージ

町田校

│61119－909－01 │ 12/14 │ 13：00～14：30
コード
│61119－909－02 │ 3/28 │ 13：00～14：30 簡単にできる足先～膝下までのセルフトリートメントをお伝えします。足の疲れ、
冷えやむくみが気になる方、リフレッシュしたい方などにおすすめです。フットケ
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,100
アでココロもカラダも健康に !1. フットケアにおすすめの精油 2. フットバス、フッ
トクリーム作り、セルフトリートメント実習
筆
（ハンドタオル不可）
 記用具、フェイスタオル2枚
全1回
（土曜）
爪
 を短く切ってご参加ください。膝から下を出しやすい服装。
│61119－910－01 │ 12/16 │ 10：30～12：00
│61119－910－02 │ 1/27 │ 10：30～12：00 どの回もはじめにリフレクソロジーのお話、反射区のお話を行います。
コード
│61119－910－03 │ 2/17 │ 10：30～12：00 ①12/16冷え性
②1/27安眠・リラックス
│61119－910－04 │ 3/23 │ 10：30～12：00 ③2/17女性の不調を整ええる
④3/23腰や肩の凝り

61119－911－01 │10/2㈬│ 10：30～12：00 リンパドレナージュは筋肉を揉みほぐすような強いマッサージではありません。リ
すっきりボディに！リンパドレナージュ コード│
│61119－911－02 │1/16㈭│ 14：00～15：30 ンパ液は皮膚のすぐ下にあるリンパ管を流れているので、ソフトな刺激で十分効果

AEAJ認定アロマセラピスト

反田 沙歩

受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥550
フェイス＆ネック編

│

全1回
（月曜）


バ
（床にひいて座っていただきます。ヨガマットでも可）
 スタオル

たまプラ丨ザ校

静岡校

があります。ボッダー式のリンパドレナージュは欧米ではリンパ浮腫の治療にも使
二の腕・ウエスト＆お腹編
│
われる優れた技術です。美肌やむくみ、シェイプアップにぜひオススメします！
│61119－912－01 │11/18㈪│ 10：30～12：00 10/2、1/16 フェイス & ネック編（教材費：なし）
コード
│61119－912－02 │2/27㈭│ 14：00～15：30 11/18、2/27 二の腕・ウエスト＆お腹編（教材費￥550）
12/17、3/19 レッグ編（教材費￥550）
レッグ編 │

│61119－913－01 │12/17㈫│ 10：30～12：00
コード
│61119－913－02 │3/19㈭│ 14：00～15：30
フ
 ェイスネック編：大きめのスタンド式鏡と首やデコルテが出やすい服装
ボッダー式MLD
（マニュアルリンパドレナージュ）
二の腕・ウエスト＆お腹編：薄手のTシャツかキャミソールを着用
セラピスト
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ～￥550
レッグ編：薄手のレギンスや短パンで膝下が出るものを着用。
山岡 由依
全1回
レジャーシート1枚、バスタオル1枚

マタニティ・ベビー・キッズ講座

キッズ アロマ クラブ
かおりの世界を体験しよう！

名古屋校
大阪校

AEAJ認定アロマセラピスト

反田 沙歩

│61119－914－01 │10/26
│61119－914－02 │ 11/23
コード
│61119－914－03 │ 12/21
│61119－914－04 │ 2/8

│ 10：30～12：00
│ 10：30～12：00 どの回もかおりのお話、五感のお話、身近なかおりあてゲームを行います。
│ 10：30～12：00 ① 10/26 エアフレッシュナー・親子ハンドマッサージ
│ 10：30～12：00 ② 11/23 ミツロウクリーム
③ 12/21 トッケンクランツ
（リースのようなもの）
受講料 ￥1,500－ 教材費別 ￥1,650
④ 2/8 香油スティック・親子ハンドマッサージ
材料費は親子分のクラフト材料
（2人分）
の料金、
※小学校低学年～高学年

かおりノート代
筆
（ハンドマッサー
 記用具①10/26、④2/8については、フェイスタオル2枚
ジのため）
お
（クラフト用）
を作成するため、あらかじめ下のお名前
 名前入りシール
をひらがなでお知らせください。同席されるお子さん全員のお名前や年
全1回
（土曜）
齢をお知らせください。

介護・人のために役立つ講座

介護に役立てるアロマテラピー

コード
│61119－896－00│
10/13 │ 11/10 │

神戸校
広島校

アロマテラピーの基礎知識と介護に活かす方法を学んでいきます。介護に向いてい
る精油やその活用法、ハンドトリートメントを経験談をまじえてお話していきます。
（1）
アロマとは・介護に向いている精油の学習、クリーム作り
（2）
ハンドトリートメントオイル作りと実践
筆
（第2回目のみ）
 記用具、タオル
全2回 18：00～19：30
（日曜）
コード│61120－900－00│1/12㈰│ 18：00～19：30
介護でハンドトリートメントを利用したいけどどうしたら良いかわからない。そう
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,100
いう方におすすめの講座です。講座では、介護におけるトリートメントの注意点や
精油の選び方、ハンドトリートメントの実践を行います。作成したトリートメント
オイルはお持ち帰りいただきます。
筆
 記用具、タオル
全1回
（日曜）
受講料 ￥5,000－ 教材費別 ￥2,200

AEAJ認定アロマセラピスト

白木 玲子

介護に活かす
アロマトリートメント1日講座
AEAJ認定アロマセラピスト

白木 玲子

福岡校

シーズナル・ライフスタイル講座

コード│61119－915－00 │10/8㈫│ 14：00～15：30

自然療法でインナーケア①
女性ホルモンを整えてトラブルをなく 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥770
そう！

大分校
受講申込み

女性ホルモンはカラダやココロに大きな影響を与えています。２つの女性ホルモン
はバランスが大切です。バランスを崩してしまうコトやモノを取り除いてムーンサ
イクルを意識したライフスタイルで女性を楽しみましょう！
英国ITEC認定アロマセラピスト
筆
 記用具
山岡 由依
全1回
（火曜）
コード│61119－916－00 │ 11/12 │ 14：00～15：30
寒さや年齢とは関係なく『冷え』ている女性が増えています。手足が冷たい『冷え性』
自然療法でインナーケア②
の他、体温が低い『低体温』の方も多く見受けます。低体温は代謝が低下して太り
危ない低体温と冷え性をやっつける！ 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥880
やすくなったり、免疫が低下して風邪などにかかりやすくなります。
『温活』を取り
入れて温かい女性になりましょう。
英国ITEC認定アロマセラピスト
筆
 記用具、足ふき用タオル1枚
山岡 由依
全1回
（火曜）
足
 首が出やすい服装でお越しください。

ƒ受講申し込みはP141へ

125

＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
コード│61119－917－00 │12/3㈫│ 10：30～12：00

講座内容

英国ITEC認定アロマセラピスト

山岡 由依

コード│61120－918－00 │ 1/23
受講料 ￥3,000－ 教材費別

英国ITEC認定アロマセラピスト

山岡 由依

コード│61120－919－00 │ 2/6
受講料 ￥3,000－ 教材費別

英国ITEC認定アロマセラピスト

山岡 由依

コード│61120－920－00│ 3/26
受講料 ￥3,000－ 教材費別

英国ITEC認定アロマセラピスト

山岡 由依

│61119－921－01 │ 10/21

三十八花堂フラワーレメディコンサルタント

山﨑 美枝

アーユルヴェーダ基礎講座
アーユルヴェーダを楽しみましょう

コード│61119－922－00 │ 12/6 │ 12：30～14：00
受講料 ￥2,500－ 教材費なし

JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

藤井 洋子

アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター
アロマテラピーアドバイザー
アロマハンドセラピスト
ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト
ハーバルセラピスト

明治通り

日本のハーブセラピスト

地下鉄天神駅
西鉄グランド
ホテル
きらめき通り

福岡校（天神VIORO店）
&

岩田屋新館

イムズ

岩田屋本館 ソラリア 西

プラザ

092-771-6321（受付時間11：00〜21：00）

三越

鉄
福
岡
駅

大丸

地下鉄天神南駅

福岡市中心部に位置する天神に、ファッションビル天神VIOROはあります。スクールを兼ね備えた生活の木はその6階。電車・バス・
地下鉄と交通の便も良く、地下2階では地下街とも直結。快適な環境であなたの学びを応援します。各種上位資格コースも充実！

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／講座説明会・入門講座・認定講習会
アロマテラピー資格対応コース
講座説明会

アロマテラピー入門講座

Check!

ƒ受講申し込みはP141へ
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受講申込み

堀 忍・三浦 綾子

大分校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

福岡校

AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会

広島校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

全1回
│62619－401－05 │8/13㈫│ 17：30～19：00
│62619－401－06 │9/4㈬ │ 17：30～19：00 アロマテラピーってなんだろう、精油ってどうやって使うのだろう…そんな皆さん
コード
│62620－496－01│3/1㈰ │ 18：00～19：30 に「アロマテラピー」を感じて、体験していただく講座です。 自然の香りを楽しみ
│62620－496－02│3/6㈮ │ 17：00～18：30 ながら、心地よい時間を一緒に過ごしましょう。AEAJ の資格対応コースについても
併せてご説明いたします。
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500（税抜） ○アロマテラピーとは ○ルームフレッシュナー作り ○ AEAJ 資格対応コース説明
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、アロマを日常生活に役立てたい方、知
識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなたで
もご受講いただけます。
全1回
筆
 記用具
│62619－402－04 │9/4㈬ │ 12：30～16：30
│62619－402－05 │9/28㈯│ 12：30～16：30 アロマテラピー検定 1 級合格後に、アロマテラピーアドバイザー認定に必要な知識
│62619－497－01 │12/3㈫│ 12：30～16：30 を学びます。
コード
│62619－497－02 │1/13㈪│ 12：30～16：30 ○ AEAJ アロマテラピーアドバイザー認定講習会
│62619－497－03 │3/20㈮│ 12：30～16：30 ・アロマテラピーアドバイザーについて
│62619－497－04 │3/27㈮│ 12：30～16：30 ・アロマテラピー関連法規
・
（公社）
日本アロマ環境協会
（AEAJ）
について
○ AEAJ 資格対応コース講座説明会
（※ 説明会の参加は任意です）
受講料 ￥4,759－ 教材費なし
・
 アロマテラピー検定試験1級合格の方。
筆
お持ちの方は「資格マニュアル」
（最新版）
、
機関誌「AEAJ」
（最新号）
 記用具、
履
 修証明書発行には本講習会カリキュラムを、同一日に全ての履修が必
全1回
要となります。

神戸校

スタッフ

筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。

大阪校

生活の木Herbal Life College

│62619－400－06 │9/5㈭ │ 17：30～19：00
│62619－400－05 │8/1㈭ │ 17：30～19：00 ハーバルライフカレッジ各校におけるアロマテラピーアドバイザー、アロマブレン
コード
│62620－495－01│2/3㈪ │ 17：00～18：00 ドデザイナー、アロマハンドセラピスト、アロマテラピーインストラクター、アロ
│62620－495－02│2/9㈰ │ 18：00～19：00 マセラピストの各養成講座について詳しくご説明いたします。公益社団法人 日本
アロマ環境協会
（AEAJ）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメ
受講料 無料 教材費なし
リット、講座の特徴やカリキュラムの内容等、実際のテキストをお見せしながらお
話します。
○アロマテラピーとは ○協会
（AEAJ）
について ○アロマハンドバス体験
○質疑応答
こ
 れからアロマの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等どなたでもご受講いただけます。

名古屋校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

地下鉄天神駅・南天神駅より徒歩4分
西鉄大牟田線福岡駅より徒歩3分 VIORO 6F

静岡校

福岡県福岡市中央区天神2-10-3  VIORO ６F

講座名／講師

天神コア
ソラリア
ステージ

VIORO

たまプラ丨ザ校

メディカルハーブコーディネーター
アーユルヴェーダアドバイザー
手作り石けん講座 応用科／基礎科

町田校

全1回
（金曜）

公益社団法人日本アロマ環境協会資格認定校
NPO法人日本メディカルハーブ協会認定校
日本アーユルヴェーダ普及協会認定校
生活の木 ハンドメイドギルド認定校

アーユルヴェーダの歴史や考え方、日々の過ごし方のヒントになる基本的なことを
お伝えしながら、アーユルヴェーダのハーブティーもお楽しみいただけます。今後、
アーユルヴェーダアドバイザーをお考えの方にもおすすめの講座です。

飯能校（薬香草園）

ブラッシュアップ講座

受講料 ￥2,500－ 教材費別

柏校

│61119－921－02 │ 11/25
コード
はじめてのバッチフラワーレメディ
│61119－921－03 │ 12/9
入門講座
│61119－921－04 │ 2/10
〜自分だけのブレンドボトル作成体験〜

宇都宮校

自然療法でインナーケア⑥
美と健康のための
『油』
のお話

仙台校

自然療法でインナーケア⑤
ココロを整えてストレスケア

札幌校

自然療法でインナーケア④
『腸活』
で不調の改善をめざそう！

アレルギーは、食物アレルギーの他、日光や寒冷、香料などでも起きます。よく知
られている花粉症もアレルギーの一種。カラダの免疫反応なのです。アレルギーを
治すことは簡単ではありませんが、つらいアレルギーを少しでも楽に過ごせるよう
に自然療法でケアしましょう。
筆
 記用具、手拭き用タオル
全1回
（火曜）
│ 14：00～15：30
『腸は第二の脳』といわれます。腸内環境が悪いとせっかく摂った栄養が吸収され
￥1,100
ないばかりか、本来吸収するべき状態でないモノを入れてしまうことになりかねま
せん。腸が健康でないことで便秘や下痢だけではない不調もあります。
『腸活』で
元気なカラダを作りましょう！
筆
 記用具、手拭き用タオル1枚
全1回
（木曜）
│ 14：00～15：30
何もやる気が起こらなかったり、理由もなくイライラ…。もしかすると気づかない
￥770
うちにストレスが蓄積してしまったのかもしれません。ココロの疲れはいろいろな
不調に繋がります。ストレスの許容量は人それぞれです。早めに気づいてケアしま
しょう！
筆
 記用具
全1回
（木曜）
│ 14：00～15：30
油には、カラダに良い油と悪い油があるのをご存知ですか？講座では、油の概要や具
￥770
体例、
注意点や摂り方についてお伝えしておすすめの油をご紹介します。油の話はとっ
ても奥が深いです。ただ減らすのではなく、美容と健康を意識して摂りましょう！
筆
 記用具
全1回
（木曜）
小
 麦アレルギーの方はお控えください。
│ 10：30～12：00
│ 10：30～12：00 今日から役立つセルフストレスケアとして、今の自分にぴったりのフラワーレメディ
│ 10：30～12：00 の選び方、実践法をお伝えします。世界でも人気の高いレスキューレメディを含め、
│ 10：30～12：00 日々に活かせる具体例をご紹介。自分に合ったレメディをブレンドしたボトル 30 ㎖
（約 2 ～ 3 週間分）
を作ります。
￥1,650
筆
 記用具
全1回
（月曜）

原宿表参道校

自然療法でインナーケア③
アレルギーを知って快適に過ごそう！ 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,320

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー検定対策】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーアドバイザー養成講座
コード

│62619－404－00│

原宿表参道校

8/27 │ 9/10 │ 9/24 │
アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
火曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

札幌校

暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザ
ーを目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
AEAJ認定アロマセラピスト
（1）
アロマテラピーとは
実習：スキンローション
7/26まで
アロマテラピーインストラクター
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
全3回 12：30～17：30
（休憩1時間）
（火曜）
堀忍
（3）
基材とホームケア（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
（4）
アロマテラピーが心と身体に働くメカニズム 実習：ミツロウクリーム
コード
│62619－405－00│
（5）
健康学（栄養・運動・睡眠・生活習慣病）実習：クレイパック
9/21 │ 10/5 │
アロマテラピー検定対策
（6）
アロマテラピー関連法規・環境
実習：フレグランス
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
土曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
定1、2級の合格を目指す方など、どなたでもご受講いただけます。

仙台校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

三浦 綾子

7/1まで

全2回 12：30～19：00
（金曜）
コード
│62620－498－00│
3/2 │ 3/16 │ 3/30 │

宇都宮校

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
月曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

堀忍

筆
（￥2,400/
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
税抜）
、生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,000・￥2,000/税抜）
をご
用意下さい。
（各スクールで購入可）
2コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚。
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
装で、爪は短く切りご参加されることをお勧めします。

2/1まで
全3回 12：30～17：30
（休憩1時間）
（月曜）
コード
│62620－499－00│
3/21 │ 4/4 │

柏校

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
土曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

三浦 綾子

2/20まで

全2回 12：30～19：00
（土曜）

飯能校（薬香草園）

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマブレンドデザイナー養成講座
コード

│62619－408－00│

8/28 │ 9/11 │ 9/25 │ 10/9 │
精油を組み合わせてブレンドし、さまざまなシーンや目的に合ったオリジナルの香
アロマブレンドデザイナー養成講座
りを創作する能力を養いながら、AEAJ の認定する資格を目指します。講座では、54
水曜コース
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜） 種類の希釈精油を使用し、複数の演習を通して、ブレンドの知識や技術を楽しみな
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

町田校

竹中 栄子

アロマブレンドデザイナー養成講座
日曜コース

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

竹中 栄子

アロマブレンドデザイナー養成講座
金曜コース
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

静岡校

竹中 栄子

がら創作し、その魅力を伝える力を培います。
○「精油のブレンド技術」を学ぶための基礎知識 ○香りの特徴をとらえる方法
全4回 11：30～17：30
（休憩1時間）
（水曜）○
「香りのパレット」
を作る
○ブレンド実習とクリエーション
○創作した香りを活かす
コード
│62619－500－00│
◯実習
：
ハーバル
・
アロマティック、
フローラルブーケ、
フゼア、
4711、
望郷の香りなど、
10/20 │ 11/10 │ 11/24 │ 12/8 │
各回のテーマに応じたブレンド演習を行います。
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜）
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

取得予定の方
（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当
校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可 ※申込時・
全4回 11：30～17：30
（休憩1時間）
（日曜）
講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
コード
│62620－501－00│
筆
『AEAJ認定アロマブレンドデザイナー公式テキスト』
（￥2,000/
 記用具、
2/7 │ 2/14 │ 2/28 │ 3/13
税抜）
、AEAJ会員カード 又は ハーバルライフカレッジ アロマテラピーア
ドバイザー養成講座 修了証
（申込時・講座初回に確認致します。コピー可）
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜）
※
（各演習時
 各自で作成する、演習時の希釈精油代は別途徴収となります
【全9種】￥100～￥500程度）
全4回 11：30～17：30
（休憩1時間）
（金曜）

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマハンドセラピスト養成講座

名古屋校

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

堀 忍・三浦 綾子

大阪校

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

神戸校

堀 忍・三浦 綾子

│62619－409－04 │8/7㈬ │ 12：00～18：00
│62619－409－05 │8/17㈯│ 13：00～18：30 1 日完結のカリキュラムを通して、安全にアロマテラピーの知識を持ち、身の周り
コード
│62619－409－06 │9/14㈯│ 13：00～18：30 の方をはじめ、ボランティアや地域活動などにおいて、第三者にアロマハンドトリー
│62619－409－07 │9/18㈬│ 12：00～18：00 トメントを提供できる技術や能力を養いながら AEAJ が認定する資格を目指します。
※6/2、8/17、9/14
（休憩30分）／
○アロマハンドトリートメントとは
○アロマハンドセラピストのための解剖生理学
5/7、6/27、8/7、9/18
（休憩1時間）
○アロマハンドトリートメントの準備と確認事項 ○アロマハンドトリートメントの手技と手順
（税抜） ○実習：トリートメントオイル作成、相モデル実習
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
全1回
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

│62619－502－01 │10/4㈮│ 12：00～18：00
取得予定の方
（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当
│62619－502－02 │10/26㈯│ 13：00～18：30
校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可 ※申込時・
コード│62619－502－03 │12/20㈮│ 12：00～18：00
講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
│62619－502－04 │2/18㈫│ 12：00～18：00
筆
『AEAJ認定アロマハンドセラピスト公式テキスト』
（￥1,600/税
 記用具、
│62619－502－05 │2/29㈯│ 13：00～18：30
抜）
、大判の厚手バスタオル2枚
（60×120cm程度）
、ハンドタオル1枚
※10/26、2/29
（休憩30分）
／
10/4、12/20、2/18
（休憩1時間）
※
 ハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、爪は短く
（税抜）
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
切ってご参加ください。
全1回

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーインストラクター養成講座

広島校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
金曜集中コース

福岡校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

堀忍

アロマテラピーインストラクター
養成講座
土曜集中コース

大分校
受講申込み

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

三浦 綾子

ƒ受講申し込みはP141へ

コード
│62619－560－00│
10/18 │ 11/1 │ 11/15 │ 11/29 │ 12/13 │ 12/27 安全で正しく豊かなアロマテラピーが実践できるよう、専門家として指導できる知
1/10 │ 1/17 │
識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマテラピーインストラクター資格コースです。
生活の木のオーガニック精油や基材を使用した実習を交え、アロマテラピーの活用
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）法や手作り化粧品について、準備、作製、使用、保管等をきめ細やかに学習します。
活用法の他にも、31 種類の精油や 12 種類の植物油について、実際に香りや使い心
地を試しながら、化学的な成分への理解も深めます。その他、解剖生理学や栄養学、
生活習慣病、メンタルヘルスなど総合的に学び、アロマテラピーの専門家として、
正しい知識や利用法を指導できるよう、体系的に学習します。
A
「アロマテラピーアドバイ
 EAJアロマテラピーアドバイザー有資格者、
9/17まで
ザー養成講座」受講中又は修了者、受講期間中にアロマテラピー検定を
全8回 11：30～18：30
（休憩1時間）
（金曜）
受検予定の方。※アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちでない方は、
コード
│62619－503－00│
受験ができないのでご注意ください。
11/2 │ 11/16 │ 11/30 │ 12/7 │ 12/21 │ 1/18
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版・各校で
 記用具、
2/1 │ 2/15 │
購入可）
『アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキスト
（共
通カリキュラム編）
』
（￥2,500/税抜）
、
『アロマテラピーインストラクター公式テ
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
キスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥2,000/税抜）
、2019年改訂版
『アロマテラピー
検定 公式テキスト』
（￥2,400/税抜）
をご用意下さい。
（各スクールで購入可）
＜実習＞1コマ目：筆記用具のみ
2コマ目：フェイスタオル・ビニール袋 1枚
7コマ目：バスタオル1枚・集中コース受講の方は、初回にフェイス
タオル・ビニール袋1をお持ちください。"
・
 7 コマ目のフットトリートメント実習時は、爪を切って脚を出しやすい
服装でのご参加がお勧めです。
10/1まで
・早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
全8回 12：30～19：00
（休憩30分）
（土曜）
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマセラピスト養成講座

コード│62619－414－00│10/11㈮│ 12：00～17：00

町田校

アロマテラピー検定直前対策講座
（1級・2級）
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

アロマテラピー検定直前対策講座
（1級・2級）
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

アロマテラピー検定直前対策講座
（1級・2級）
堀 忍・三浦 綾子

インストラクター試験直前対策講座

三浦 綾子

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

三浦 綾子

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

全1回 14：00～18：30
（休憩30分）
（金曜）

│ 受講生優待 │62620－509－01│ 5/4
コード
一般
│
│62620－509－02│ 5/4

当
（学科）
養成講座の受講生は、受講料が優待価格
 校のアロマセラピスト
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。

受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
教材費なし
全1回 13：30～18：30
（休憩1時間）
（月曜）

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／講座説明会・入門講座
メディカルハーブ資格対応コース
講座説明会

全1回

Check!

ƒ受講申し込みはP141へ
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

スタッフ

筆
 記用具
予
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場合
 約制
もありますがご了承下さい。

大分校

生活の木Herbal Life College

│62619－418－05 │8/25㈰│ 18：00～19：00
│62619－418－06 │9/15㈰│ 18：00～19：00 ハーバルライフカレッジ各校における、メディカルハーブコーディネーター、ハー
コード
│62619－510－01 │10/31㈭│ 18：00～19：00 ブ＆ライフコーディネーター、ハーバルセラピスト、シニアハーバルセラピスト、
│62619－510－02 │11/4㈪│ 16：00～17：00 ハーバルプラクティショナー、ホリスティックハーバルプラクティショナーの各養
成講座について詳しくご説明いたします。NPO 法人 日本メディカルハーブ協会
受講料 無料 教材費なし
（JAMHA）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメリット、講座の
特徴やカリキュラム内容等、実際のテキストをお見せしながらお話します。
こ
 れからハーブの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等 どなたでもご受講いただけます。

福岡校

堀忍

9/7
9/7 出題範囲が広範なアロマテラピーインストラクター試験に向け、模擬試験形式で総
3/7 復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
3/7
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
『アロマテラピーインストラクター・
 記用具、
アロマセラピスト公式テキスト
（共通カリキュラム編）
』
、
『アロマテラピ
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
ーインストラクター公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
教材費なし
当
 校のアロマテラピーインストラクター養成講座の受講生は、受講料が
優待価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
全1回 14：00～18：30
（休憩30分）
（土曜）
受講生優待 │62619－417－01│ 11/8
│
コード
一般
│
│62619－417－02│ 11/8 出題範囲が広範なアロマセラピスト学科試験に向け、模擬試験形式で総復習しま
しょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
、
『アロマセラピスト公式テキスト
 記用具、
教材費なし
（独自カリキュラム編）
』をご用意下さい。
（各スクールで購入可）

広島校

アロマセラピスト学科試験
直前対策講座

全1回
（休憩30分）

│ 受講生優待 │62619－416－01│
一般
│
│62619－416－02│
コード
│ 受講生優待 │62620－508－01│
一般
│
│62620－508－02│

神戸校

アロマセラピスト学科試験
直前対策講座

受講料 ￥5,400－ 教材費なし

大阪校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

│62620－506－00│4/13㈪│ 12：00～17：00
コード
│62620－507－00│4/18㈯│ 12：00～17：00

名古屋校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

全1回
（休憩30分）
（土曜）

静岡校

三浦 綾子

受講料 ￥5,400－ 教材費なし

たまプラ丨ザ校

堀忍

アロマテラピー検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑問
や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
筆
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』をご用意
下さい。
全1回
（休憩30分）
（金曜）
1 級の試験には、2級の内容が含まれます。
コード│62619－415－00│10/19㈯│ 12：00～17：00

受講料 ￥5,400－ 教材費なし

飯能校（薬香草園）

三浦 綾子

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／検定直前対策講座・試験直前対策講座

柏校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

宇都宮校

アロマセラピスト養成講座
（実技）
木曜集中コース

仙台校

堀忍

トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
カリキュラムでは、ボディとフェイスを、骨格や筋肉などの解剖生理学や衛生学な
ど、セラピストとして人の身体に触れるうえで必要な基礎知識のほか、カルテの作
受講料 ￥157,500－ 教材費なし
成方法、コンサルテーション、ケーススタディーを通して学びます。
○コンサルテーション理論
○ボディフェイストリートメント理論
○解剖生理学
○顔面の皮膚科学
○衛生学
◯コンサルテーション実技
○カルテ指導
○ケーススタディー
○実力テスト
・AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者・アロマ

テラピーインストラクターコース受講中、または修了者
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版）
を事
 記用具、
前に各自でご用意頂きます。各スクールでもご購入可能です。
『アロマ
セラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥3,500/税抜）
をご用意
下さい。
（各スクールで購入可）
※初回時にインストラクター必須履修科
目受講履歴を証明できる書類をお持ちください。
10/3まで
全12回 12：30～17：30
（休憩1時間）
（月曜）
※
 早得対象の方は講座初日にご案内いたします。
コード
│62619－505－00│
11/14 │ 11/28 │ 12/12 │ 12/26 │ 1/9 │ 1/23 トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
2/6 │ 2/20 │ 3/5 │ 3/19 │ 4/2 │ 4/16 より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
4/30 │
カリキュラムでは、
ボディとフェイストリートメントを学びます。身体の触れ方から、
※4/30のみ時間が異なります
（12：00～17：00）
圧のかけ方、手技、立ち位置等、実技を通して習得します。
（伏臥位、仰臥位）○応用
（伏臥位、仰臥位）
○ボディトリートメント基礎
受講料 ￥262,000－
（基礎テクニック）
○フェイストリートメント手技
○クレンジング手技 肌 総合
（税抜）
教材費別 初回一括￥18,500
○カルテ指導
○実技試験
○カルテ演習
（30症例の提出）
※AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者、アロマテ

ラピーインストラクターコース受講中、または修了者、当校で新カリキュラ
ム『アロマセラピスト養成講座アドバンス
（学科）
』受講中、または修了者
筆
『アロマセラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥
 記用具、
3,500/税抜）
、実技に適した動きやすい服装
（ジーンズ、スカート不可）
、
室内用シューズ、ビニール袋、大判バスタオル1枚
（140×90cm）
、普通サ
イズのバスタオル2枚、フェイスタオル2枚
爪
 を切ってご参加ください。※フェイストリートメント実技は別途持ち
全13回 12：00～17：30
（休憩1時間）
（木曜）
物あり
（詳細は講座内でお伝えします）

札幌校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

コード
│62619－504－00│
11/4 │ 11/11 │ 11/25 │ 12/9 │ 12/23 │ 1/6
1/27 │ 2/10 │ 2/24 │ 3/9 │ 3/23 │ 4/6
※11/4のみ12：30～14：30

原宿表参道校

アロマセラピスト養成講座
アドバンス
（学科）
月曜集中コース

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

メディカルハーブ入門講座

原宿表参道校

札幌校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│62619－419－05 │8/20㈫│ 17：30～19：00
│62619－419－06 │9/19㈭│ 17：30～19：00 ハーブに興味があるけれど、何から学んだらよいのかわからない…そんな皆さんに
コード
│62619－511－01 │11/20㈬│ 15：30～17：00「メディカルハーブの世界」を体験していただく講座です。ハーブの香りや色、風
│62619－511－02 │12/1㈰│ 18：00～19：30 味を楽しみながら、五感を通して心地よい時間を一緒に過ごしましょう。JAMHA 資
格対応コースについても併せてご説明いたします。
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500
（税抜）
○メディカルハーブとは ○ハーブティー試飲 ○ハーバルハンドバス
○ JAMHA プログラム説明
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、ハーブを日常生活に役立てたい方、
知識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなた
でもご受講いただけます。
全1回
筆
 記用具

【メディカルハーブ検定対策】JAMHA資格対応コース／ハーブ＆ライフコーディネーター養成講座

仙台校

ハーブ＆ライフ検定対応
ハーブ＆ライフコーディネーター
養成講座
金曜集中コース

宇都宮校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

徳本 昭子

コード
│62620－514－00│
1/17 │ 1/24 │

「ハーブ＆ライフコーディネーター養成講座」は、
（NPO 法人）
日本メディカルハー
ブ協会が認定するハーブ＆ライフコーディネーター資格の取得を目指す方が、ハー
受講料 ￥18,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜） ブ＆ライフ検定試験に向け学ぶコースです。また、資格取得のみならず、身近なハー
ブやスパイスを生活の中で楽しく活用する為の基礎知識を習得したい方にもおすす
めのコースです。
実習：ハーブ・スパイスティー、ハーブ・スパイスソルト、ハーブコーディアル、ハー
バルバス、シューキーパー、ラベンダーバンドルズ
初
 めてハーブやスパイスについて学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、
ハーブ＆ライフ検定の合格を目指す方等、どなたでもご受講いただけます。
全2回 12：00～19：00
（休憩1時間）
（金曜）

筆
（￥2,500/税抜）
を
 記用具、JAMHA発行『ハーブ＆ライフ検定テキスト』
事前に各自ご用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。

【メディカルハーブ検定対策】JAMHA資格対応コース／メディカルハーブコーディネーター養成講座
柏校

メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
土曜集中コース

飯能校（薬香草園）

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト

清水 純子
メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
火曜集中コース

町田校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト

清水 純子

コード
│62619－513－00│
12/14 │ 1/11 │ 1/25 │

暮らしに役立つ、メディカルハーブの基礎知識を学び、メディカルハーブコーディ
ネーターを目指しませんか？ご自身の美容や健康の為、家族・友人と楽しむ為など、
生活にすぐに活かせるハーブの活用術を実習も交えて楽しく学びます。メディカル
ハーブ検定の試験範囲に対応したカリキュラムです。
（1）
メディカルハーブの世界
実習：ハーブティー
11/13まで
（2）
メディカルハーブの歴史
実習：ペパーミントの温湿布
全3回 11：30～16：30
（休憩1時間）
（土曜）
メディカルハーブの効果と仕組み 実習：セントジョンズワート浸出油作り
（3）
（4）
ハーブのプロフィール
実習
：エキナセアチンキ作り
コード
│62620－512－00│
（5）
メディカルハーブの活用法 実習：セントジョンズワートの軟膏作り
1/7 │ 1/21 │ 2/4 │
（6）
症状別メディカルハーブ
実習：マルベリーとカモミールのゴマージュ作り
受講料 ￥18,000－
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、メディ
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
カルハーブ検定の合格を目指す方等、どなたでもご受講いただけます。
受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866

12/6まで
全3回 11：30～16：30
（休憩1時間）
（火曜）

筆
（￥2,800/税抜）
』
 記用具、JAMHA発行『メディカルハーブ検定テキスト
を事前に各自ご用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。

たまプラ丨ザ校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルセラピスト養成講座

静岡校
名古屋校
大阪校

コード
│62619－515－00│
12/10 │ 12/24 │ 1/14 │ 1/28 │ 2/11 │ 2/25 メディカルハーブを日常の健康維持・増進に役立てる為に必要な知識を、植物化学
3/10 │ 3/24 │ 4/7 │
や健康学・解剖生理学など、科学的・体系的な視点で広く学ぶ事ができる講座です。
資格取得だけでなく、知識に裏付けられたハーブの選択・活用法を身につけたい方
受講料 ￥120,000－
にもおすすめします。
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
メディカルハーブの歴史と今後の展望
（2）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅰ
（1）
テキスト代￥2,860
（税抜）
（3）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅱ
（4）
アロマテラピーの基礎知識
（5）
メディカルハーブと精油の安全性 （6）
メディカルハーブ製剤 Ⅰ
（7）
メディカルハーブ製剤 Ⅱ
（8）
代謝を助けるメディカルハーブ
生活習慣病の予防に役立つメディカルハーブ
（9）
ライフスタイルの改善とQOLの向上 （10）
（11）
外敵から身体を守るメディカルハーブ （12）
ストレス対策と心身症の予防に役立つメディカルハーブ
（13）
女性のためのメディカルハーブ
（14）
若さを保つメディカルハーブ
キッチンファーマシー（わが家の台所薬局）
（15）
五感の刺激とメディカルハーブ
（16）
（17）
ハーバルライフのデザイン
（18）
自然治癒力を高めるライフスタイル及び修了式
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルセラピスト資格の取得
を目指す方等、コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
講いただけます。
筆
 記用具
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。ハーバルセラピスト養
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
成講座の修了には、各資格対応コース全18回中13回以上の出席、全9回
ハーバルプラクティショナー
11/9まで
中7回以上の出席が必須となります。
徳本 昭子
全9回 12：00～17：00
（休憩1時間）
（火曜）
※テキストは講座初回に受付カウンターにてご購入いただきます。

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
火曜集中コース

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／シニアハーバルセラピスト養成講座
コード

│62619－516－00│

神戸校

12/15 │ 12/29 │ 1/12 │ 1/26 │ 2/9 │ 2/23 ハーバルセラピストで触れた 30 種類のメディカルハーブの成分、有効性や安全性
JAMHA認定
3/8 │ 3/22 │ 4/5 │
等を、植物療法による疾病の予防という観点を中心に、より深く学びます。より専
シニアハーバルセラピスト養成講座
門的な知識を身につけたい方、講師として活躍の場を広げたい方におすすめです。
日曜集中コース
受講料 ￥144,000－
（1）
植物療法概論
（2）
治癒系と老化制御
（3）
安全性と薬物相互作用
（税抜）
教材費別 初回一括テキスト代￥4,200

広島校
福岡校
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

大分校

徳本 昭子

（4）
調製と植物製剤学
（5）
消化器系の植物療法Ⅰ （6）
消化器系の植物療法Ⅱ
（7）
循環器系の植物療法Ⅰ （8）
循環器系の植物療法Ⅱ （9）
呼吸器系の植物療法
（10）
代謝性疾患の植物療法 （11）
神経系の植物療法
（12）
内分泌系の植物療法
妊娠と出産、小児科領域の植物療法
（13）
免疫系の植物療法
（14）
植物美容法
（15）
（16）
生活習慣病と高齢者の植物療法 （17）
ケーススタディー
（18）
論文発表、修了式
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、シニアハーバルセラピスト資格
の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたで
もご受講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格
者 ○シニアハーバルセラピスト養成講座
（旧：ハーバルプラクティショ
ナー植物療法科）
（18単位／ 36時間）
修了
筆
 記用具、指定書籍『メディカルハーブの事典－主要 100 種の基本データ－
（2016 年改訂新版）
』
（東京堂出版・￥3,200/ 税抜）
を各自ご用意ください。
※『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019 年
改訂版）
は講座初回に受付カウンターで購入可能。
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全18
11/14まで
回中13回以上の出席、全9回中7回以上の出席、論文の提出と発表が必須。
全9回 12：00～17：00
（休憩1時間）
（日曜）

受講申込み
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／日本のハーブセラピスト養成講座
コード
│62619－427－00│
9/2 │ 9/16 │ 9/30 │ 10/14 │
※10/14は11：30～13：30

│62619－517－00│

宇都宮校

コード

12/1 │ 12/22 │ 1/19 │ 2/2 │ 2/16 │ 3/1 植物療法でよく使用される 40 種類のメディカルハーブの成分、有効性、安全性等を、
JAMHA認定
植物化学の観点から学びます。化学の知識を深化させる事により、専門的かつ論理
ハーバルプラクティショナー養成講座 3/15 │ 3/29 │ 4/12 │
的にハーブを扱えるプロフェッショナルを目指します。
日曜集中コース
受講料 ￥144,000－
（1）化学の基礎Ⅰ
（2）
化学の基礎Ⅱ
（3）
序論・生合成

仙台校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルプラクティショナー養成講座

札幌校

日本のハーブを歴史的・科学的に深く学ぶことに加えて、日本で用いられてきた30
種のメディカルハーブと、身近に目にすることのある16種の有毒植物についても知
識を習得できます。日本で利用されてきたハーブの特徴や有用性、さらに法制度と
受講料 ￥56,000－
安全性を理解し、正しい知識をもってご自身や家族の健康維持・増進に役立てられ
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
るようになります。
（1）
日本のメディカルハーブの歴史
（2）
くらしの中のメディカルハーブ
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
（3）
民族のハーブと地域のハーブ
（4）
法制度と安全性
ハーバルプラクティショナー
日本のメディカルハーブの活用（自然観・四季）
（6）
日本のメディカルハーブの活用（不調・
トラブル）
（5）
徳本 昭子
全4回 11：30～16：30
（休憩1時間）
（月曜）
（7）
民間療法と具体的な日本のメディカルハーブの利用
コード
│62620－518－00│
日
 本のハーブの知識を深めたい方、日本のハーブセラピスト資格の取得
2/27 │ 3/12 │ 3/26 │ 4/9 │
JAMHA認定
を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
※4/9は12：00～14：00
日本のハーブセラピスト養成講座
講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格者○日
木曜コース
本のハーブセラピスト養成講座7コマ中5コマ以上修了
受講料 ￥56,000－
筆
 記用具※『日本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
受付カウンターで購入可能
（￥2,500
（税抜）
）
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
コ
全 7 コマ中 5 コマ以上の出席が必須となります。※『日
 ース修了には、
ハーバルプラクティショナー
本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に受付カウンター
徳本 昭子
全4回 12：00～17：00
（休憩1時間）
（木曜）
にてご購入いただきます。

原宿表参道校

JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座
月曜コース

スペシャルセミナー

講座名／講師

教材費別 テキスト代￥1,000
（税抜）

たまプラ丨ザ校

静岡校
名古屋校
大阪校
神戸校
広島校

│62619－428－00 │ 8/3 │ 12：00～15：00
コード
│62620－519－00 │ 2/8 │ 12：00～15：00 メディカルハーブ検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑
問や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
受講料 ￥3,600－ 教材費なし
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
筆
 記用具、メディカルハーブ検定テキスト
シニアハーバルセラピスト
全1回
（土曜）
清水 純子
│ 受講生優待 │62619－429－01│ 10/31㈭
一般
│62619－429－02│ 10/31㈭ 出題範囲が広範なハーバルセラピスト試験に向け、
模擬試験形式で総復習しましょう。
ハーバルセラピスト試験直前対策講座 コード│
│ 受講生優待 │62620－520－01│4/21㈫ 試験対策のポイントにしぼって学習します。
【11月試験対策】
【5月試験対策】
一般
│
│62620－520－02│4/21㈫
筆
（2019年改訂版）
 記用具、ハーバルセラピストコース・テキスト
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
当
（￥
 校のハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
ハーバルプラクティショナー
教材費なし
15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
全1回 12：00～17：00
（休憩30分）
徳本 昭子
│ 受講生優待 │62619－430－01│ 10/27
一般
│
│62619－430－02│ 10/27 出題範囲が広範なシニアハーバルセラピスト試験に向け、模擬試験形式で総復習し
コード
シニアハーバルセラピスト
│ 受講生優待 │62620－521－01│ 4/19 ましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
試験直前対策講座
一般
│
│62620－521－02│ 4/19
【11月試験対策】
【5月試験対策】
筆
『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019
 記用具、
年改訂版）
、
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
改訂新版）
（
東京堂出版）
』
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 教材費なし
ハーバルプラクティショナー
当
 校のシニアハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価
全1回 12：00～17：00
（休憩30分）
（日曜）
徳本 昭子
格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
│ 受講生優待 │62619－431－01│ 11/3
一般
62619－431－02
11/3
│
│
│
出題範囲が広範なハーバルプラクティショナー試験に向け、模擬試験形式で総復習
コード
ハーバルプラクティショナー試験
│ 受講生優待 │62620－522－01│ 4/26 しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
直前対策講座
一般
│
│62620－522－02│ 4/26
【11月試験対策】
【5月試験対策】
筆
『メディカルハーブ植物化学科テキスト』
、2016年改訂新版『メ
 記用具、
ディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（東京堂出版）
』
『薬学生
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
のための天然物化学テキスト
（廣川書店）
』
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 教材費なし
ハーバルプラクティショナー
当
 校のハーバルプラクティショナー養成講座の受講生は、受講料が優待
全1回 12：00～17：00
（休憩30分）
（日曜）
徳本 昭子
価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
│ 受講生優待 │62619－559－01│ 10/28㈪
一般
│
│62619－559－02│ 10/28㈪ 広範な出題範囲を持つ、日本のハーブセラピスト試験の最終仕上げに、模擬試験形式
コード
日本のハーブセラピスト試験
│ 受講生優待 │62620－523－01│4/23㈭ で総復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
直前対策講座
一般
│
│62620－523－02│4/23㈭
筆
 記用具、日本のハーブセラピストコース・テキスト
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
当
 校の日本のハーブセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
ハーバルプラクティショナー
教材費なし
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
徳本 昭子
全1回 13：00～16：00

メディカルハーブ検定直前対策講座

町田校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／検定直前対策講座

飯能校（薬香草園）

徳本 昭子

柏校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

（4）
糖質
（5）
脂質
（6）
芳香族化合物Ⅰ
テルペノイド・ステロイドⅠ
（7）
芳香族化合物Ⅱ
（8）
芳香族化合物Ⅲ
（9）
（10）
テルペノイド・ステロイドⅡ （11）
テルペノイド・ステロイドⅢ
（12）
アルカロイドⅠ
アルカロイドⅢ、その他の物質 （15）
機能性天然物質Ⅰ
（13）
アルカロイドⅡ
（14）
（16）
機能性天然物質Ⅱ
（17）
機能性天然物質Ⅲ
（18）
論文発表、修了式
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルプラクティショナー資
格の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなた
でもご受講いただけます。※試験受験条件：○シニアハーバルセラピスト
有資格者○ハーバルプラクティショナー養成講座
（旧：ハーバルプラクテ
ィショナー植物化学科）
（18単位／ 36時間）
修了
筆
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データー
（2016年
 記用具、
改訂新版）
（東京堂出版・￥3,200/税抜）
』
『薬学生のための天然物化学テ
キスト
（廣川書店・￥4,500/税抜）
』を各自ご用意ください。※『メディカ
ルハーブ植物化学科テキスト』は講座初回に受付カウンターで購入可能。
10/31まで
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全18回中
全9回 12：00～17：00
（休憩1時間）
（日曜）
13回以上の出席、全9回中7回以上の出席、論文の提出と論文発表が必須。

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／講座説明会・入門講座
│62620－524－01│1/20㈪│ 18：00～19：00
コード
│62620－524－02│2/4㈫ │ 17：30～18：30

受講料 無料 教材費なし
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

大分校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

アドバイザー・インストラクター・セラピストについて説明します。
※
 事前に必ずご予約下さい。予告なく中止、日程が変更される場合もあ
りますがご了承下さい。
筆
 記用具
※
 事前に必ずご予約ください。予告なく中止、日程が変更になる場合が
全1回
ありますがご了承ください。

福岡校

JAPA資格対応コース講座事前説明会

スペシャルセミナー

講座名／講師

アーユルヴェーダ入門講座

原宿表参道校

生活の木Herbal Life College

札幌校

スタッフ

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│62620－525－01│1/30㈭│ 16：30～18：30
コード
│62620－525－02│2/21㈮│ 17：00～19：00 アーユルヴェーダの基礎からスカルプケアの実習を体験します。JAPA 認定コース
やスリランカのアーユルヴェーダについてご紹介します。アーユルヴェーダに興味
受講料 ￥3,000－ 教材費なし
のある方には是非オススメする講座です。
◯アーユルヴェーダとは
◯スカルプケアトリートメント実習
◯ JAPA 資格対応コース説明 ◯スリランカのアーユルヴェーダについて
筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。＊スカルプケアトリートメント実習では、
全1回
トニックローションを頭皮に使用します。

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／アーユルヴェーダアドバイザー養成講座
コード

│62620－526－00│

仙台校

3/3 │ 3/17 │
JAPA認定
アーユルヴェーダアドバイザー養成講座 受講料 ￥24,000－
火曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,100

宇都宮校

SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター
アーユルヴェーダセラピスト

野口 千鶴

5000年の歴史をもつ東洋の伝承医学「アーユルヴェーダ」の基礎的な知識と生活に
役立つ知恵を実習を交えながら楽しく学びます。
（1）
アーユルヴェーダの歴史と哲学
（2）
体質別の新生活術Ⅰ
（3）
体質別の新生活術Ⅱ
（4）
トリートメントの基礎知識
（5）
スリランカ式アーユルヴェーダ/アーユルヴェーディックハーブ
（6）
認定試験/試験解説/修了書授与
筆
（BAB ジャパン・￥1,600/税抜）
 記用具、書籍『癒しのアーユルヴェーダ』
（各スクールでもご購入いただけます。
）
※2回目のみフェイスタオル2枚。
※全2回コースはカリキュラムの順番が異なります。
2 回目はハンドトリートメントの実習を行いますので、腕を出しやすい服
装にてご参加下さい。また、つめは短く切ってご参加されることをお勧
全2回 11：30～18：30
（休憩1時間）
（火曜）
めいたします。

【手作り石けん】生活の木ハンドメイドギルド認定コース／入門講座
柏校

│62619－527－01 │10/23 │ 16：00～18：00

62619－527－02 │ 11/13 │ 12：00～14：00 10/23 シアバターのしっとりソープ
11/13 クリスマスマーブルソープ
ハンドメイドギルド手作り石けん入門講座 コード│
│62619－527－03 │ 12/18 │ 12：00～14：00 12/18 ニューイヤーゆずソープ
2/26 ローズヒップソープ
手作り石けん
│62619－527－04 │ 2/26 │ 12：00～14：00
1日体験コース
筆
（メガネでも可）
 記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、ゴーグル

飯能校（薬香草園）

生活の木Herbal Life College

スタッフ

受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥1,200
（税抜）

全1回
（水曜）

薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
加下さい。

【生活の木 ハンドメイドギルド認定コース】ソープデコ養成講座

町田校

生活の木ハンドメイドギルド認定
ソープデコ講座 基礎科
平日コース

たまプラ丨ザ校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

クラフト/アート

静岡校

ハンドメイドギルド
アロマストーンレッスン
生活の木Herbal Life College

スタッフ

名古屋校

〜ハーブ魔女のくすり箱〜
ハーブ＆アロマで冬支度

大阪校

アロマ･ハーブ講座

大原 万喜子

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

コード
│62619－529－00│
10/2㈬│11/7㈭│11/27㈬│12/2㈪│12/25㈬│2/13㈭ MP ソープや、練り石けんを使用して、スイーツや宝石のように、見た目も美しい
石けんを作ります。様々な技法と共に、香りや色彩、季節を感じ、色や形、色彩を
受講料 ￥27,000－
デコレーションして作るデコレーションソープは、作って、飾って、使って楽しめる、
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
毎回ワクワク感満載の講座です。講座終了後 5 回以上出席された方に、基礎科修了
証を発行致します。
【デコレーションソープ実習】
●宝石ソープ
●クリスマスソープ
●New Yearソープ
●季節の和菓子ソープ
●チョコレートソープ（フルーツフレーク入り） ●桜ソープ
デ
 コレーション石けんにご興味のある方。どなたでも。
全6回 15：00～18：00
エ
 プロン、筆記用具

│62619－562－01 │10/22㈫│ 14：00～16：00
コード│62619－562－02 │11/12㈫│ 16：00～18：00 10/22
（火）
フラワーガーデン
11/12
（火）
メモスタンド
3/ （
4 水）
リース作り
│62619－562－03 │3/4㈬ │ 14：00～16：00
ア
 ロマクラフト作り初心者の方、アロマテラピーやハーブを勉強された
方、手作りを楽しみたい方など、どなたでも
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,000～￥
3,000
（税抜）
程度
筆
 記用具
オリジナルブレンド精油・シリコーン型付
全1回
│62619－531－01 │11/5㈫│ 11：30～13：00
コード│62619－531－02 │12/5㈭│ 16：00～17：30 メディカルハーブとアロマを使った冬におすすめの自宅ケアを学び「緑の薬箱」を
│62619－531－03 │1/16㈭│ 14：00～15：30 作ります。
11 月：セントジョンズワートの万能バーム
（手荒れ、あかぎれ、霜焼、外傷、痛み）
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,500
12 月：風邪の時季のコーディアル
1 月：うがい用チンキとマスクスプレー
筆
（任意）
 記用具、エプロン
ア
 レルギーのある方は、事前にお知らせください。
全1回
│62619－532－01 │11/17㈰│ 14：30～16：00

神戸校

コード│62619－532－02 │1/25㈯│ 17：30～19：00 テーマに沿ったハーブを学び、ブレンドティーを作ります。ブレンドハーブティー
ハーブティーブレンドレッスン
│62619－532－03 │3/31㈫│ 15：30～17：00 はお持ち帰りできます。
あなただけのオリジナルハーブティー
11月：風邪予防ブレンド 1月：胃腸快調ブレンド 3月：気分晴れやかパピネスティー
作り♪
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,500
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

大原 万喜子

広島校

アロマお香
心静かに祈る、
香る
AEAJ認定アロマセラピスト

大藤 チエミ

全1回

筆
 記用具
ア
 レルギーのある方、妊娠中の方は事前にお知らせください。

│62619－534－01 │10/12㈯│ 14：00～16：00
コード│62619－534－02 │12/4㈬│ 12：00～14：00 お香の香りは、どこか懐かしく心優しい香りです。乳香
（フランキンセンス）
や安息
│62619－534－03 │2/5㈬ │ 16：00～18：00 香
（ベンゾイン）
のパウダーやハーブの粉
（ラベンダーやローズマリー）
をブレンドし
て楽しんだり、お好みの精油で香り付けもできます。お粉を手でこねて、形づくり
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,000
も童心に帰って楽しめる作業です。
エ
 プロン
受
 講時は作業しやすい服装でお願いします。
全1回

福岡校

│62619－536－01 │10/2㈬│ 12：00～13：30

│62619－536－02 │10/12㈯│ 11：30～13：00 フラワーハーブを楽しく学びながら、実際にブレンドハーブティーを作って頂きま
お花いっぱい、
ブレンドハーブ
62619－536－03 │11/8㈮│ 16：00～17：30 す。試飲をしながらの楽しい講座です。ブレンドしたハーブのお土産つき。ハーブ
お花たっぷりのブレンドハーブティー作り コード│
│62619－536－04 │1/30㈭│ 11：30～13：00 初心者の方もお気軽にご参加ください。
│62619－536－05 │3/18㈬│ 11：30～13：00

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

大分校

清水 純子

受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,200

筆
 記用具

受講申込み

全1回
│62619－537－01 │10/16㈬│ 12：00～13：30
│62619－537－02 │12/2㈪│ 11：30～13：00 秋から冬はお茶が大活躍する時期です。お茶について楽しく学んでみませんか。緑
コード
お茶－緑茶と紅茶を楽しもう
│62619－537－03 │1/8㈬ │ 11：30～13：00 茶、紅茶のハーブや果物、スパイスなどとのアレンジやブレンドも体験していただ
緑茶と紅茶楽しんで、
探求しましょう
│62619－537－04 │3/7㈯ │ 11：30～13：00 けます。ブレンドしたお茶はお持ち帰りいただけます。お気軽にご参加ください。
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
筆
 記用具
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,200
清水 純子
全1回
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

原田 泰子

トリートメント・マッサージ講座

広島校

SLAMA/JAPAアーユルヴェーダインストラクター
アーユルヴェーダアドバイザー

神戸校

正しい姿勢 骨盤コアエクササイズ
足も背中もすっきり、
きれいな姿勢

全1回

│62619－551－01 │12/19㈭│ 14：30～16：00
コード
│62619－551－02 │2/22㈯│ 12：00～13：30 近年話題の骨盤矯正、呼吸法で呼吸を整え、現代の歪みをチェックしていきましょ
う。骨盤の本来の位置を調整することで 体のバランスを整え、美しい姿勢に導い
受講料 ￥3,500－ 教材費なし
ていきます。
ヨ
 ガマット
全1回

大阪校

原田 泰子

名古屋校

SLAMA/JAPAアーユルヴェーダインストラクター
アーユルヴェーダアドバイザー

│62619－550－01 │11/23㈯│ 12：00～13：30
コード
│62619－550－02 │12/19㈭│ 12：00～13：30 近年話題の呼吸法で呼吸を整え、現代の歪みをチェックしていきましょう。気持ち
よく体のバランスを整え、美しい姿勢に導いていきます。
受講料 ￥3,500－ 教材費なし
タ
 オル1枚

静岡校

元気に椅子ヨガ
ストレッチ エクササイズ

たまプラ丨ザ校

ボディワーク・ヨガ講座

町田校

│62619－546－01 │10/24㈭│ 12：00～14：30
│62619－546－02 │11/18㈪│ 15：00～17：30 キッチンソープやチョコ石けんよりお選び頂けます。
（バレンタインに間に合わせた
│62619－546－03 │12/5㈭│ 12：00～14：30 い方は成熟期間 1 ヶ月かかりますので、1 月上旬迄にお申し込み願います。
）
お好み
コード
│62619－546－04 │1/20㈪│ 14：30～17：00 で精油を混ぜて頂くことも可能です。
（別途料金がかかります。
）
│62619－546－05 │2/17㈪│ 14：30～17：00
タ
 オル、新聞紙、500mlの牛乳パック、保冷バッグ、エプロン、ゴム手袋、
│62619－546－06 │3/14㈯│ 14：30～17：00
マスク、ゴーグル
（メガネ）
、ガムテープ、筆記用具
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥2,000
薬
（長袖）
で参加をお願いします。
 品等を使用します。作業しやすい服装
太田 富美子
全1回
│62619－547－01 │10/17㈭│ 16：00～17：30
62619－547－02 │2/8㈯ │ 16：00～17：30【天然素材でつくるオーガニックコスメ作り】天然素材でお好みの色に色付けする
ワタシ色のリップグロス＆リップ作り コード│
│62619－547－03 │3/28㈯│ 14：00～15：30 リップグロスは、世界にひとつだけ、ワタシ色の艶色グロス。トリートメントハー
天然素材でつくるオーガニックコスメ
ブで作るリップと一緒に使用することで、口元の開運艶メイクが楽しめます♪初め
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,500
てさんも楽しく学べます。
筆
（任意）
 記用具、エプロン
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
ア
 レルギーのある方は、事前にお知らせください。
大原 万喜子
全1回
│62619－548－01 │10/25㈮│ 15：00～17：00
コード│62619－548－02 │1/15㈬│ 16：00～18：00 Loco nature 考案の宝石石けんです。MP ソープと呼ばれるグリセリンソープを使っ
キラキラ 宝石石鹸
│62619－548－03 │2/12㈬│ 13：00～15：00 て作る宝石みたいな石鹸を作ります。苛性ソーダを使わないので、作ったその日か
MPソープで作るフレグランスソープ
らすぐに使えます。石鹸に自分の好きな香りを入れたり、着色
（天然の着色剤）
する
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥2,500
ことで、世界に一つしかない宝石のような石鹸を作ります。フレグランスソープと
して香りを楽しみ、インテリアとしても楽しんでいただけます。
エ
 プロン、持ち帰り用バック
AEAJ認定アロマセラピスト
全1回
石
 鹸を製作しますので、動きやすい服装でお願いします。
大藤 チエミ

肌に優しい手作り石けん

飯能校（薬香草園）

AEAJ認定アロマセラピスト

大藤 チエミ

│62619－535－01 │11/5㈫│ 14：00～16：00
コード
│62619－535－02 │1/8㈬ │ 14：00～16：00 ドライフラワーやプリザードフラワーなどの植物を閉じ込めたインテリアとしても
楽しめるキャンドルです。また、お好きな香りを選んで頂けます。最初はキャンド
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥2,500
ルとして 1 ／ F のゆらぎで癒され、途中からはキャンドルホルダーとして使用して
いただくことができます。キャンドルですが、長く傍において楽しめます。
エ
 プロン、持ち帰り用バック
キ
 ャンドルを製作しますので、動きやすい服装でお願いします。
全1回

柏校

香る ボタニカル キャンドル
香りと1/Fのゆらぎのいやし

宇都宮校

AEAJ認定アロマセラピスト

大藤 チエミ

│62619－533－01 │10/10㈭│ 14：00～16：00
コード│62619－533－02 │12/11㈬│ 14：00～16：00 アロマ ワックスサシェ。別名をアロマワックス バーとも言います。人気のアロ
│62619－533－03 │2/19㈬│ 14：00～16：00 マワックス サシェを手作りしてみましょう。自分の好きな形、花材、香り、色を
選んで私だけの個性光る、アロマワックス サシェを作ります。五感をフルに生か
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥2,000
し、時を忘れる癒しのひと時をお楽しみください。
エ
 プロン、持ち帰り用バック
キ
 ャンドルを製作しますので、動きやすい服装でお願いします。
全1回

仙台校

恋するアロマ ワックス サシェ
ふんわり香る キャンドル

札幌校

手作り石けん・化粧品講座

原宿表参道校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│62619－538－01 │11/19㈫│ 15：30～17：00
│62619－538－02 │12/6㈮│ 14：00～15：30 身近なハーブであるコーヒーとタンポポコーヒーといわれるダンディライオン。楽
コード
身近なハーブを知ろうⅡ
│62619－538－03 │2/19㈬│ 11：30～13：00 しい飲み比べと、健康効果のお話です。ダンディライオンのハーブティーのお土産
コーヒーとダンディライオン
│62619－538－04 │3/28㈯│ 11：30～13：00 つき。コーヒー好きの方、ハーブ初心者の方お気軽にご参加ください。
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
筆
 記用具
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,200
清水 純子
全1回
コ
 ーヒーの試飲がありますので、妊娠されている方はご注意ください。
│62619－539－01 │ 11/6 │ 15：30～17：00
62619－539－02 │ 12/4 │ 15：30～17：00 ヒルデガルトのハーブ療法の中から、日本で再現可能な役立つ情報をお伝えします。
ヒルデガルトに学ぶハーバルライフ術 コード│
│62619－539－03 │ 1/22 │ 13：00～14：30 11/6 季節の養生に役立つハーブブレンド
12/4 ホットワイン用ハーブ＆スパイスブレンド
受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,000
1/22 適応別ハーブ軟膏 "
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
筆
 記用具
徳本 昭子
全1回
（水曜）
│62619－542－01 │10/16㈬│ 14：30～16：30
│62619－542－02 │11/6㈬│ 12：00～14：00 ハーブの種類、播種、挿し木、株分け、用土、ポット、肥料、水遣り、植え替え、定植、
庭・ベランダでカンタン！ハーブ栽培！
│
│11/17㈰│ 11：30～13：30 ベランダ栽培まで、栽培の基本と、フレッシュでの利用法、ドライハーブの作り方
フレッシュハーブで手作りキッチンリース！ コード│62619－542－03
62619－542－04 │12/28㈯│ 12：00～14：00 と利用法などを楽しく学びます。
│62619－542－05 │2/3㈪ │ 11：30～13：30
筆
（小サイズ4~5枚）
、
 記用具、ゴム手袋、ハンドタオル、ビニール袋
│62619－542－06 │3/18㈬│ 14：00～16：00
ハーブ苗の持ち帰り用バッグ
（トート、紙袋・手さげ袋等）
ハーブガーデン
「Little Green Takk」
運営
受講料 ￥2,700－ 教材費別 ￥1,000
宗
 像のハーブガーデン「Little Green Takk」で栽培している完全無農薬の
水草 岳司
全1回
フレッシュハーブを使用

スペシャルセミナー

講座名／講師

│62619－553－01 │11/9㈯│ 12：00～15：00
コード

フェイシャル技術です。また、この講座では、顔にあるツボなどフェイシャル基礎
知識についても少しお話しします。

堀忍

全1回

ƒ受講申し込みはP141へ
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大分校

ISA認定メディカルアロマセラピスト、
講師


フ
 ェイスタオル2枚、大きめの鏡、必要であれば化粧道具、ターバン
ベ
 ットでの施術、イスでの施術をおこないますので、動きやすい服装で
お願い致します。

福岡校

│62619－553－02 │3/6㈮ │ 12：00～15：00 服を脱がない、ベットを使わない施術のためイベントや施設、病院どこにでも出張
座位フェイシャルトリートメント
でき、車椅子の方でもそのままでも施術を受けられるため、とても喜んでもらえる
〜座っておこなう気軽なフェイシャル〜 受講料 ￥10,000－ 教材費別 ￥3,500

スペシャルセミナー

講座名／講師

アロマヘッドセラピー

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
コード
│62619－554－00│
11/21㈭│11/22㈮│

講座内容

原宿表参道校

頭をほぐしていくことはもちろんですが、首や肩にもアプローチしていきます。こ
の講座で、ベッド＋イスの約 60 分の施術がおこなえるようにるため、ご家族の方に、
またサロンのプラスメニューにもオススメです。自分自身や大切な方の頭をほぐし
て、様々な疲れを解消しましょう。
バ
 スタオル１枚、フェイスタオル２枚
ベ
 ットでの施術、イスでの施術をおこないますので、動きやすい服装で
全2回 12：00～17：45
（休憩27分）
お願い致します。

受講料 ￥28,000－ 教材費別 ￥2,000

ISA認定メディカルアロマセラピスト、
講師

堀忍

札幌校

マタニティ・ベビー・キッズ講座
ママと子どものナチュラルアロマ生活

仙台校

│62619－555－01 │10/10㈭│ 11：30～13：00
│62619－555－02 │11/7㈭│ 11：30～13：00
│62619－555－03 │12/17㈫│ 11：30～13：00
コード
│62619－555－04 │1/16㈭│ 11：30～13：00
│62619－555－05 │2/17㈪│ 11：30～13：00
│62619－555－06 │2/21㈮│ 11：30～13：00

受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,000
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー

山村 容子

全1回

オムツかぶれ、あせも、虫よけ、おそうじに使えるレシピを学んで育児にアロマテ
ラピーを取り入れてみましょう。子育ても家事もアロマで楽しくナチュラルに！赤
ちゃんでも安心して使える天然成分でブレンド実習＆すぐに使えるアロマスプレー
のおみやげ付き。
※妊娠後期
（8～10 ヶ月） 生後6 ヶ月～2歳

お
（電子音のならないもの）
 子様のお出かけグッズ、お気に入りのおもちゃ
※抱っこひも
（赤ちゃんと参加の方は実習の時に便利です）
ア
 レルギーのある方は予約時にお申し出ください。レッスン中の授乳OK

宇都宮校

シーズナル・ライフスタイル講座
陰陽五行別 食事療法と香り
新四柱推命学 謙星社 師範

原田 泰子

柏校

季節のアロマキャンドル

飯能校（薬香草園）

ACA認定キャンドルスペシャルアーティスト

疋田 みゆき

町田校

アーユルヴェーダライフ
ヘルスケア ヘッドスパ体験
SLAMA/JAPAアーユルヴェーダインストラクター
アーユルヴェーダアドバイザー

│62619－540－01 │10/3㈭│ 15：00～17：30
コード
│62619－540－02 │2/22㈯│ 14：30～17：00 個人個人のタイプ別二分けて陰陽五行別にオリジナル食事療法、病気予防、香りを
学んでいきます。
受講料 ￥4,500－ 教材費別 ￥3,240
筆
 記用具
四
（お時間も）
 柱推命の鑑定書を作成いたしますので、前もって生年月日
全1回
（木曜）
オリジナル鑑定シートを作成いたします。
│62619－541－01 │10/17㈭│ 13：00～15：00
│62619－541－02 │11/8㈮│ 13：00～15：00 10月はハーバリウムディフューザー
11月はクリスマスのツリーキャンドル
│62619－541－03 │12/25㈬│ 13：00～15：00 12月はワックスサシェ
1月はバレンタインチョコレートキャンドル
コード
│62619－541－04 │1/15㈬│ 13：00～15：00 2月はハーバリウムディフューザー
3月はアネモネのボタニカルキャンドル
│62619－541－05 │2/5㈬ │ 13：00～15：00 それぞれ 1 回完結です。
│62619－541－06 │3/25㈬│ 13：00～15：00
エ
 プロン、筆記用具
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,000～￥2,000
制
 作中は火傷に注意して下さい。キャンドルで汚れることがありますの
全1回
でエプロンをお持ちください。内容は予告なく変更することがあります。
62619－552－01
10/3㈭
12
：
00～14
：
00
│
│
│
コード
│62619－552－02 │11/23㈯│ 14：30～16：30 アーユルヴェーダ
（伝承医学）
のヘルスケア マインドケアの実践法を学んでいきます。
ヘッドスパ
（スカルプケア）
の方法、体験をしていただけます。
受講料 ￥4,000－ 教材費別 ￥750
タ
 オル2枚

原田 泰子

たまプラ丨ザ校

静岡校
名古屋校
大阪校

全1回
│62619－556－01 │10/12㈯│ 17：00～18：30
│62619－556－02 │12/17㈫│ 14：00～15：30 心地よく質の高い暮らしに活かせるアロマを使った空間コーディネートを学びます。
コード
アロマインテリアコーディネート
│62619－556－03 │1/30㈭│ 14：00～15：30 住空間
（各部屋）
の特性や目的、それぞれに適した香りの選び方の基本を学び、実習
香りでつくる心地よい住空間
│62619－556－04 │3/14㈯│ 11：30～13：00 ではご自宅用にアロマルームスプレーを作ります。アロマ初心者の方も楽しく学べ
生活に活かせます。
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥1,500
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
筆
 記用具
大原 万喜子
全1回
ア
 レルギーのある方、妊娠中の方は事前にお知らせください。
│62619－557－01 │11/12㈫│ 13：00～15：00
コード│62619－557－02 │12/16㈪│ 15：30～17：30 カカオ 70 パーセントのチョコレートや、相性の良いドライフルーツやナッツ、ハー
〜ハーブをプラス〜
│62619－557－03 │2/12㈬│ 16：30～18：30 ブを使用。講師によるデモ形式で行います。後半のティータイムで試食したものを、
簡単！美味しい！チョコスイーツ講座
ご自宅ですぐに作れる材料をセットにしてをお持ち帰りいただきます。
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥2,500
筆
 記用具
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
全1回
ア
 レルギーのある方は、事前にお知らせください。
徳本 昭子
│62619－558－01 │11/19㈫│ 12：30～14：00
│62619－558－02 │1/16㈭│ 17：00～18：30 5 種類のスパイス・紅茶・豆乳を使い、講師によるデモ形式で行います。ご家庭で
〜豆乳で作る〜美味しいチャイ講座 コード│
62619－558－03 │2/26㈬│ 15：30～17：00 すぐに作れるチャイスパイスセットをお持ち帰りいただきます。ほうじ茶やハーブ
│62619－558－04 │3/31㈫│ 12：30～14：00 のアレンジレシピもご紹介します。
筆
 記用具
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 受講料 ￥3,000－ 教材費別 ￥2,000
ア
 レルギーのある方は、事前にお知らせください。
徳本 昭子
全1回

公益社団法人日本アロマ環境協会資格認定校
NPO法人日本メディカルハーブ協会認定校

アロマセラピスト

生活の木 ハンドメイドギルド認定校

手作り石けん講座 基礎科

アロマテラピーインストラクター アロマテラピーアドバイザー

ハーバルセラピスト
日本のハーブセラピスト

メディカルハーブコーディネーター

アロマハンドセラピスト

シニアハーバルセラピスト

神戸校

大分校 生活の木大分㈱トキハわさだ店

広島校

アロマテラピ－、メディカルハ－ブの認定コ－スからお子様向けのキッズ講座や石けん講座などの楽しく学べる1日体
験講座をご用意しております。講座の後はカフェスペ－スで癒しのティ－タイムを楽しみ、生活の木を満喫してみましょう。

&

097-542-7963（受付時間10：00〜20：00）

大分県大分市大字玉沢字楠本755-1 大分㈱トキハわさだ店 3F

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

JR大分駅経由、
大分バス わさだタウン下車徒歩1分
㈱トキハわさだ店 3F

講座内容

福岡校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／講座説明会・入門講座・認定講習会
アロマテラピー資格対応コース
講座説明会

大分校

│61419－608－02 │8/2㈮ │ 13：00～14：30
│61419－608－03 │8/16㈮│ 13：00～14：30
コード│61419－696－01 │11/14㈭│ 11：00～12：30
│61419－696－02 │1/10㈮│ 14：00～15：30
│61419－696－03 │2/14㈮│ 14：00～15：30

受講料 無料 教材費なし

受講申込み

生活の木Herbal Life College

スタッフ
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ハーバルライフカレッジ各校におけるアロマテラピーアドバイザー、アロマブレンド
デザイナー、アロマハンドセラピスト、アロマテラピーインストラクター、アロマセ
ラピストの各養成講座について詳しくご説明いたします。公益社団法人 日本アロ
マ環境協会
（AEAJ）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメリット、
講座の特徴やカリキュラムの内容等、実際のテキストをお見せしながらお話します。
○アロマテラピーとは ○協会
（AEAJ）
について ○アロマハンドバス体験
○質疑応答
こ
 れからアロマの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等どなたでもご受講いただけます。
筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。
＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

アロマテラピー入門講座

9月期

│

コード

│ 61419－613－00

8/24まで
全2回 10：30～17：30
（休憩1時間）
（水曜）
コード
│61419－616－00│
8/20 │ 8/27 │ 9/3 │

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

湯口 福代

静岡校

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
火曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

名古屋校

7/19まで
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（火曜）
コード
│61419－617－00│
9/17 │ 9/24 │ 10/1 │

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
火曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

8/16まで
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（火曜）
コード

│61419－618－00│

8/31 │ 9/14 │ 10/5 │
アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
土曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

嶋津 恵美子

7/13まで
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（水曜）
コード

│61419－702－00│

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

石垣 志保

2/8まで
全2回 10：30～17：30
（休憩1時間）
（月曜）
コード
│61420－703－00│
2/28 │ 3/6 │ 3/13 │ 3/27 │ 4/3 │ 4/10

AEAJ認定アロマセラピスト

河野 香緒里

1/27まで

大分校

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
金曜コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

全6回 13：00～15：00
（金曜）
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福岡校

3/9 │ 3/23 │
アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
月曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

筆
（￥2,400/
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
税抜）
、生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,000・￥2,000/税抜）
をご
用意下さい。
（各スクールで購入可）
2コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚。
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
装で、爪は短く切りご参加されることをお勧めします。

広島校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

神戸校

暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザ
ーを目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
AEAJ認定アロマセラピスト
（1）
アロマテラピーとは
実習：スキンローション
7/30まで
アロマテラピーインストラクター
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
全3回
10
：
30～15
：
30
（
休憩1時間）
（
土曜）
嶋津 恵美子
（3）
基材とホームケア
（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
（4）
アロマテラピーが心と身体に働くメカニズム 実習：ミツロウクリーム
コード
│61419－675－00│
（5）
健康学
（栄養・運動・睡眠・生活習慣病） 実習：クレイパック
8/14 │ 8/28 │ 9/11 │
アロマテラピー検定対策
（6）
アロマテラピー関連法規・環境
実習：フレグランス
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
水曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
定1、2級の合格を目指す方など、どなたでもご受講いただけます。

大阪校

嶋津 恵美子

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

石垣 志保

町田校

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥18,000－
水曜集中コース
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000

飯能校（薬香草園）

9/9まで
全2回 10：30～17：30（1）
アロマテラピーとは
実習：スキンローション
3月期
コード
│
│ 61419－701－00（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
3/5 │ 3/12 │ 3/19 │
（3）
基材とホームケア
（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
2/4まで 全3回 13：30～17：30（休憩なし）
（4）
アロマテラピーが心と身体に働くメカニズム 実習：ミツロウクリーム
受講料 ￥18,000－
（5）
健康学
（栄養・運動・睡眠・生活習慣病） 実習：クレイパック
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
（6）
アロマテラピー関連法規・環境
実習：フレグランス
石垣 志保
（休憩1時間）
（木曜）
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
9月期
コード
│
│ 61419－614－00
定1、2級の合格を目指す方など、どなたでもご受講いただけます。
9/13 │ 9/27 │
アロマテラピー検定対策
8/12まで
全2回 10：30～17：30
筆
（￥2,400/
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
アロマテラピーアドバイザー養成講座
10月号
コード
│
│ 61419－700－00
税抜）
、生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,000・￥2,000/税抜）
をご
金曜集中コース
10/11 │ 10/18 │
用意下さい。
（各スクールで購入可）
2コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚。
9/10まで
全2回 10：30～17：30
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
受講料 ￥18,000－
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,000
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
石垣 志保
（休憩1時間）
（金曜）
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
コード
│61419－615－00│
装で、爪は短く切りご参加されることをお勧めします。
9/25 │ 10/2 │

柏校

9/12 │ 9/19 │ 9/26 │
暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザ
アロマテラピー検定対策
8/11まで
全3回 10：30～15：30 ーを目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
アロマテラピーアドバイザー養成講座
10月期
コード
│
│ 61419－699－00 活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
木曜集中コース
10/10 │ 10/17 │
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。

宇都宮校

【アロマテラピー検定対策】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーアドバイザー養成講座

仙台校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

嶋津 恵美子

札幌校

AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会

原宿表参道校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│61419－609－02 │8/13㈫│ 10：30～12：00
コード│61419－697－01 │10/28㈪│ 10：30～12：00 アロマテラピーってなんだろう、精油ってどうやって使うのだろう…そんな皆さん
│61419－697－02 │1/24㈮│ 14：00～15：30 に「アロマテラピー」を感じて、体験していただく講座です。 自然の香りを楽しみ
ながら、心地よい時間を一緒に過ごしましょう。AEAJ の資格対応コースについても
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500（税抜） 併せてご説明いたします。
○アロマテラピーとは ○ルームフレッシュナー作り ○ AEAJ 資格対応コース説明
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、アロマを日常生活に役立てたい方、知
識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなたで
もご受講いただけます。
筆
 記用具
全1回
│61419－610－04 │8/12㈪│ 10：30～15：30
│61419－698－01 │12/14㈯│ 10：30～15：30 アロマテラピー検定 1 級合格後に、アロマテラピーアドバイザー認定に必要な知識
コード│61419－698－02 │12/24㈫│ 10：30～15：30 を学びます。
│61419－698－03 │2/11㈫│ 10：30～15：30 ○ AEAJ アロマテラピーアドバイザー認定講習会
│61419－698－04 │3/20㈮│ 10：30～15：30 ・アロマテラピーアドバイザーについて
・アロマテラピー関連法規
受講料 ￥4,759－ 教材費なし
・
（公社）
日本アロマ環境協会
（AEAJ）
について
○ AEAJ 資格対応コース講座説明会
（※ 説明会の参加は任意です）
・
 アロマテラピー検定試験1級合格の方。
筆
お持ちの方は「資格マニュアル」
（最新版）
、
機関誌「AEAJ」
（最新号）
 記用具、
履
 修証明書発行には本講習会カリキュラムを、同一日に全ての履修が必
全1回
（休憩1時間）
要となります。

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマブレンドデザイナー養成講座
コード

│61419－704－00│

原宿表参道校

10/13 │ 10/27 │ 11/10 │ 11/24 │
精油を組み合わせてブレンドし、さまざまなシーンや目的に合ったオリジナルの香
アロマブレンドデザイナー養成講座
りを創作する能力を養いながら、AEAJ の認定する資格を目指します。講座では、54
日曜コース
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜） 種類の希釈精油を使用し、複数の演習を通して、ブレンドの知識や技術を楽しみな

札幌校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

嶋津 恵美子

アロマブレンドデザイナー養成講座
火曜コース

仙台校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

嶋津 恵美子

がら創作し、その魅力を伝える力を培います。
○
「精油のブレンド技術」
を学ぶための基礎知識 ○香りの特徴をとらえる方法
○
「香りのパレット」
を作る
○ブレンド実習とクリエーション
○創作した香りを活かす
◯実習：ハーバル・アロマティック、
フローラルブーケ、
フゼア、
4711、
望郷の香りなど、
全4回 10：30～16：30
（休憩1時間）
（日曜）各回のテーマに応じたブレンド演習を行います。
コード
│61419－705－00│
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

10/29 │ 11/12 │ 11/26 │ 12/10 │
取得予定の方
（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当
校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可 ※申込時・
受講料 ￥40,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜）
講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
筆
『AEAJ認定アロマブレンドデザイナー公式テキスト』
（￥2,000/
 記用具、
税抜）
、AEAJ会員カード 又は ハーバルライフカレッジ アロマテラピーア
ドバイザー養成講座 修了証
（申込時・講座初回に確認致します。コピー可）
※
（各演習
 各自で作成する、演習時の希釈精油代は別途徴収となります
全4回 10：30～16：30
（休憩1時間）
（火曜）
時【全9種】￥100～￥500程度）

宇都宮校

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマハンドセラピスト養成講座
AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

柏校

嶋津 恵美子

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

飯能校（薬香草園）

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

嶋津 恵美子

コード│61419－619－02 │9/23㈪│ 10：30～16：30
1日完結のカリキュラムを通して、安全にアロマテラピーの知識を持ち、身の周り
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜） の方をはじめ、ボランティアや地域活動などにおいて、第三者にアロマハンドトリー
トメントを提供できる技術や能力を養いながら AEAJ が認定する資格を目指します。
○アロマハンドトリートメントとは
○アロマハンドセラピストのための解剖生理学
○アロマハンドトリートメントの準備と確認事項 ○アロマハンドトリートメントの手技と手順
全1回
（休憩1時間）
（月曜）○実習：トリートメントオイル作成、相モデル実習
│61419－706－01 │10/14㈪│ 10：30～16：30
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

コード│61419－706－02 │1/13㈪│ 10：30～16：30
取得予定の方
│61419－706－03 │3/10㈫│ 10：30～16：30
筆
『AEAJ認定アロマハンドセラピスト公式テキスト』
（￥1,600/税
 記用具、
抜）
、大判の厚手バスタオル2枚
（60×120cm程度）
、ハンドタオル1枚
受講料 ￥12,000－ 教材費別 ￥5,000
（税抜）
※
ハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、爪は短く

切ってご参加ください。
全1回
（休憩1時間）

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマテラピーインストラクター養成講座

町田校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
日曜集中コース

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

嶋津 恵美子

静岡校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
月曜集中コース

名古屋校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

嶋津 恵美子

コード
│61419－707－00│
12/1 │ 12/8 │ 12/15 │ 12/22 │ 1/5 │ 1/12 安全で正しく豊かなアロマテラピーが実践できるよう、専門家として指導できる知
1/19 │ 1/26 │
識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマテラピーインストラクター資格コースです。
生活の木のオーガニック精油や基材を使用した実習を交え、アロマテラピーの活用
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）法や手作り化粧品について、準備、作製、使用、保管等をきめ細やかに学習します。
活用法の他にも、31 種類の精油や 12 種類の植物油について、実際に香りや使い心
地を試しながら、化学的な成分への理解も深めます。その他、解剖生理学や栄養学、
生活習慣病、メンタルヘルスなど総合的に学び、アロマテラピーの専門家として、
正しい知識や利用法を指導できるよう、体系的に学習します。
A
「アロマテラピーアドバイ
 EAJアロマテラピーアドバイザー有資格者、
10/31まで
ザー養成講座」受講中又は修了者、受講期間中にアロマテラピー検定を
全8回 10：30～17：30
（休憩1時間）
（日曜）
受検予定の方。※アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちでない方は、
コード
│61419－708－00│
受験ができないのでご注意ください。
12/2 │ 12/9 │ 12/16 │ 12/23 │ 1/6 │ 1/20
1/27 │ 2/3 │
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/税抜・成美堂出版・各校で購
 記用具、
入可）
『アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキスト
（共通
受講料 ￥139,500－ 教材費別 ￥7,000
（税抜）
カリキュラム編）
（￥2,500/税抜）
』
『アロマテラピーインストラクター公式テキ
、
スト
（独自カリキュラム編）
（￥2,000/税抜）
』
、2019年改訂版『アロマテラピー
検定 公式テキスト』
（￥2,400/税抜）をご用意下さい。
（各スクールで購入可）
＜実習＞1コマ目：筆記用具のみ
2コマ目：フェイスタオル・ビニール袋 1枚
初回にフェイス
7コマ目：バスタオル1枚・集中コース受講の方は、
タオル・ビニール袋1枚をお持ちください。
・
 7 コマ目のフットトリートメント実習時は、爪を切って脚を出しやすい
服装でのご参加がお勧めです。
11/1まで
全8回 10：30～17：30
（休憩1時間）
（月曜）
・早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマセラピスト養成講座

大阪校

アロマセラピスト養成講座
アドバンス
（学科）
水曜集中コース
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

神戸校

嶋津 恵美子

アロマセラピスト養成講座
アドバンス
（学科）
土曜集中コース

広島校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

嶋津 恵美子

福岡校

アロマセラピスト養成講座
（実技）
水曜集中コース

大分校
受講申込み

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

嶋津 恵美子

ƒ受講申し込みはP141へ

コード
│61419－709－00│
10/9 │ 10/23 │ 11/6 │ 11/20 │ 12/4 │ 12/18 トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
1/8 │ 1/22 │ 2/5 │ 2/19 │ 3/4 │ 3/18 より専門的な知識と技術を学ぶためのAEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
※10/9は時間が異なります。
（10：30～12：30）
カリキュラムでは、ボディとフェイスを、骨格や筋肉などの解剖生理学や衛生学な
ど、セラピストとして人の身体に触れるうえで必要な基礎知識のほか、カルテの作
受講料 ￥157,500－ 教材費なし
成方法、コンサルテーション、ケーススタディーを通して学びます。
○コンサルテーション理論
○ボディフェイストリートメント理論
○解剖生理学
○顔面の皮膚科学
9/8まで
◯コンサルテーション実技
全12回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（水曜）○衛生学
○カルテ指導
○ケーススタディー
コード
│61419－710－00│
○実力テスト
10/26 │ 11/9 │ 11/23 │ 12/7 │ 12/21 │ 1/4
1/18 │ 2/1 │ 2/15 │ 2/29 │ 3/14 │ 3/28
・
 AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者・アロマテラピーイン
※10/26は時間が異なります。
（10：30～12：30）
ストラクターコース受講中、または修了者
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥1,900/ 税抜・成美堂出版）
を事
 記用具、
受講料 ￥157,500－ 教材費なし
前に各自でご用意頂きます。各スクールでもご購入可能です。
『アロマセ
ラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥3,500/ 税抜）
をご用意
下さい。
（各スクールで購入可）
※初回時にインストラクター必須履修科
9/25まで
目受講履歴を証明できる書類をお持ちください。
全12回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（土曜）
※
 早得対象の方は講座初日にご案内いたします。
コード
│61419－711－00│
10/16 │ 10/30 │ 11/13 │ 11/27 │ 12/11 │ 12/25 トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
1/15 │ 1/29 │ 2/12 │ 2/26 │ 3/11 │ 3/25 より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
4/1 │
カリキュラムでは、
ボディとフェイストリートメントを学びます。身体の触れ方から、
※4/1は時間が異なります。
（10：30～16：00）
（4.5h）圧のかけ方、手技、立ち位置等、実技を通して習得します。
（伏臥位、仰臥位）○応用
（伏臥位、仰臥位）
○ボディトリートメント基礎
受講料 ￥262,000－
（基礎テクニック）
○フェイストリートメント手技
○クレンジング手技 肌 総合
（税抜）
教材費別 初回一括￥18,500
○カルテ指導
○実技試験
○カルテ演習
（30症例の提出）
※AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者、アロマテラピ

ーインストラクターコース受講中、または修了者、当校で新カリキュラム
『アロマセラピスト養成講座アドバンス
（学科）
』受講中、または修了者
筆
『アロマセラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
 記用具、
（￥3,500/ 税抜）
、実技に適した動きやすい服装
（ジーンズ、スカート不可）
、
室内用シューズ、ビニール袋、大判バスタオル 1 枚
（140 × 90cm）
、普通
サイズのバスタオル 2 枚、フェイスタオル 2 枚
爪
 を切ってご参加ください。※フェイストリートメント実技は別途持ち
全13回 10：30～16：30
（休憩1時間）
（水曜）
物あり
（詳細は講座内でお伝えします
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／検定直前対策講座・試験直前対策講座

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

石垣 志保

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

嶋津 恵美子

嶋津 恵美子

アロマセラピスト学科試験
直前対策講座

嶋津 恵美子

柏校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

全1回
（休憩1時間）
（火曜）

│ 受講生優待 │61419－628－01│9/16㈪
一般
│
│61419－628－02│9/16㈪ 出題範囲が広範なアロマテラピーインストラクター試験に向け、模擬試験形式で総
コード
│ 受講生優待 │61420－716－01│ 3/8㈰ 復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
一般
│
│61420－716－02│ 3/8㈰
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
『アロマテラピーインストラクター・
 記用具、
アロマセラピスト公式テキスト
（共通カリキュラム編）
』
、
『アロマテラピ
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
ーインストラクター公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
教材費なし
当
 校のアロマテラピーインストラクター養成講座の受講生は、受講料が
全1回 10：30～16：00
（休憩1時間）
（月曜）
優待価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
受講生優待 │61419－717－01│ 11/2
│
コード
一般
│
│61419－717－02│ 11/2 出題範囲が広範なアロマセラピスト学科試験に向け、模擬試験形式で総復習しま
しょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
、
『アロマセラピスト公式テキスト
 記用具、
教材費なし
（独自カリキュラム編）
』をご用意下さい。
（各スクールで購入可）
当
（学科）
養成講座の受講生は、受講料が優待価格
 校のアロマセラピスト
全1回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（土曜）
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。

宇都宮校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

受講料 ￥5,400－ 教材費なし

仙台校

インストラクター試験直前対策講座

コード│61419－715－00 │10/22 │ 10：30～16：00

札幌校

アロマテラピー検定直前対策講座
（1級・2級）

│61419－713－00 │10/24㈭│ 10：30～16：00
コード
│61419－714－00 │10/25㈮│ 13：00～17：30 アロマテラピー検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑問
や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
受講料 ￥5,400－ 教材費なし
筆
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』をご用意
下さい。
全1回
（10/24は休憩1時間、10/25は休憩なし）
1 級の試験には、2級の内容が含まれます。

原宿表参道校

アロマテラピー検定直前対策講座
（1級・2級）

スペシャルセミナー

講座名／講師

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／講座説明会・入門講座

スタッフ

ハーブ＆ライフ検定対応
ハーブ＆ライフコーディネーター
養成講座
木曜集中コース

11/18まで
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（木曜）

筆
（￥2,500/税抜）
を
 記用具、JAMHA発行『ハーブ＆ライフ検定テキスト』
事前に各自ご用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。

【メディカルハーブ検定対策】JAMHA資格対応コース／メディカルハーブコーディネーター養成講座

JAMHA認定シニアハーバルセラピスト

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

JAMHA認定シニアハーバルセラピスト

上屋 香

受講料 ￥18,000－
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
12/22まで
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（木曜）

早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。

ƒ受講申し込みはP141へ

136

最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

大分校

嶋津 恵美子
メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
木曜集中コース

福岡校

上屋 香
メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
火曜集中コース

コード
│61419－721－00│
12/20 │ 1/10 │ 1/17 │ 1/31 │ 2/7 │ 2/14 暮らしに役立つ、メディカルハーブの基礎知識を学び、メディカルハーブコーディ
ネーターを目指しませんか？ご自身の美容や健康の為、家族・友人と楽しむ為など、
受講料 ￥18,000－
生活にすぐに活かせるハーブの活用術を実習も交えて楽しく学びます。メディカル
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
ハーブ検定の試験範囲に対応したカリキュラムです。
11/19まで
（1）
メディカルハーブの世界
実習：ハーブティー
全6回 10：30～12：30
（金曜）
（2）
メディカルハーブの歴史
実習：ペパーミントの温湿布
コード
│61419－723－00│
（3）
メディカルハーブの効果と仕組み 実習：セントジョンズワート浸出油作り
12/17 │ 1/7 │ 1/14 │
（4）
ハーブのプロフィール
実習：エキナセアチンキ作り
（5）
メディカルハーブの活用法
実習：セントジョンズワートの軟膏作り
受講料 ￥18,000－
（6）
症状別メディカルハーブ
実習：マルベリーとカモミールのゴマージュ作り
（税抜）
教材費別 初回一括￥2,866
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、メディ
11/16まで
カルハーブ検定の合格を目指す方等、どなたでもご受講いただけます。
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（火曜）
筆
（￥2,800/税抜）
』
 記用具、JAMHA発行『メディカルハーブ検定テキスト
コード
│61420－722－00│
を事前に各自ご用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。
1/23 │ 2/6 │ 2/13 │

広島校

メディカルハーブ検定対応
メディカルハーブコーディネーター
養成講座
金曜ゆっくりコース

神戸校

上屋 香

「ハーブ＆ライフコーディネーター養成講座」は、
（NPO 法人）
日本メディカルハー
ブ協会が認定するハーブ＆ライフコーディネーター資格の取得を目指す方が、ハー
受講料 ￥18,000－ 教材費別 ￥4,500
（税抜） ブ＆ライフ検定試験に向け学ぶコースです。また、資格取得のみならず、身近なハー
ブやスパイスを生活の中で楽しく活用する為の基礎知識を習得したい方にもおすす
めのコースです。
実習：ハーブ・スパイスティー、ハーブ・スパイスソルト、ハーブコーディアル、ハー
バルバス、シューキーパー、ラベンダーバンドルズ
初
 めてハーブやスパイスについて学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、ハ
ーブ＆ライフ検定の合格を目指す方等、どなたでもご受講いただけます。

大阪校

JAMHA認定シニアハーバルセラピスト

コード
│61419－720－00│
12/19 │ 12/26 │ 1/16 │

名古屋校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーブ＆ライフコーディネーター養成講座

静岡校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

全1回
│61419－631－02 │8/6㈫ │ 13：00～14：30
コード│61419－719－01 │11/11㈪ │ 14：00～15：30 ハーブに興味があるけれど、何から学んだらよいのかわからない…そんな皆さんに
│61419－719－02 │12/20㈮│ 14：00～15：30「メディカルハーブの世界」を体験していただく講座です。ハーブの香りや色、風
味を楽しみながら、五感を通して心地よい時間を一緒に過ごしましょう。JAMHA 資
受講料 ￥2,500－ 教材費別 ￥500（税抜） 格対応コースについても併せてご説明いたします。
○メディカルハーブとは ○ハーブティー試飲 ○ハーバルハンドバス
○ JAMHA プログラム説明
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、ハーブを日常生活に役立てたい方、
知識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなた
でもご受講いただけます。
筆
 記用具
全1回

たまプラ丨ザ校

メディカルハーブ入門講座

筆
 記用具
予
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場合
 約制
もありますがご了承下さい。

町田校

生活の木Herbal Life College

│61419－718－01 │10/21㈪│ 14：00～15：30
コード│61419－718－02 │11/8㈮│ 11：00～12：30 ハーバルライフカレッジ各校における、メディカルハーブコーディネーター、ハー
│61419－718－03 │11/18㈪│ 14：00～15：30 ブ＆ライフコーディネーター、ハーバルセラピスト、シニアハーバルセラピスト、
ハーバルプラクティショナー、ホリスティックハーバルプラクティショナーの各養
受講料 無料 教材費なし
成講座について詳しくご説明いたします。NPO 法人 日本メディカルハーブ協会
（JAMHA）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメリット、講座の
特徴やカリキュラム内容等、実際のテキストをお見せしながらお話します。
こ
 れからハーブの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等 どなたでもご受講いただけます。

飯能校（薬香草園）

メディカルハーブ資格対応コース
講座説明会

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルセラピスト養成講座

原宿表参道校

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
日曜集中コース

札幌校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

嶋津 恵美子

仙台校

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
月曜集中コース
JAMHA認定シニアハーバルセラピスト

上屋 香

宇都宮校

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
火曜集中コース
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

柏校

嶋津 恵美子

コード
│61419－639－00│
8/4 │ 8/11 │ 8/18 │ 8/25 │ 9/1 │ 9/8 メディカルハーブを日常の健康維持・増進に役立てる為に必要な知識を、植物化学
9/15 │ 9/22 │ 9/29 │
や健康学・解剖生理学など、科学的・体系的な視点で広く学ぶ事ができる講座です。
7/3まで
資格取得だけでなく、知識に裏付けられたハーブの選択・活用法を身につけたい方
2月期
コード
│
│ 61420－727－00 にもおすすめします。
2/2 │ 2/9 │ 2/16 │ 2/23 │ 3/1 │ 3/15 （1）
メディカルハーブの歴史と今後の展望 （2）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅰ
3/22 │ 3/29 │ 4/5 │
（3）
メディカルハーブの基礎知識Ⅱ
（4）
アロマテラピーの基礎知識
1/1まで
（5）
メディカルハーブと精油の安全性 （6）
メディカルハーブ製剤Ⅰ
受講料 ￥120,000－
（7）
メディカルハーブ製剤Ⅱ
（8）
代謝を助けるメディカルハーブ
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
生活習慣病の予防に役立つメディカルハーブ
（9）
ライフスタイルの改善とQOLの向上 （10）
テキスト代￥2,860
（税抜）
（11）
外敵から身体を守るメディカルハーブ（12）
ストレス対策と心身症の予防に役立つメディカルハーブ
全9回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（日曜）
（13）
女性のためのメディカルハーブ
（14）
若さを保つメディカルハーブ
コード
│61420－725－00│
（15）
五感の刺激とメディカルハーブ
（16）
キッチンファーマシー
（わが家の台所薬局）
2/10 │ 2/17 │ 2/24 │ 3/2 │ 3/16 │ 3/30 （17）
自然治癒力を高めるライフスタイル及び修了式
ハーバルライフのデザイン
（18）
4/6 │ 4/13 │ 4/20 │
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルセラピスト資格の取得
を目指す方等、コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
受講料 ￥120,000－
講いただけます。
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
テキスト代￥2,860
（税抜）
筆
 記用具
1/9まで
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。ハーバルセラピスト養
全9回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（月曜）
成講座の修了には、各資格対応コース全18回中13回以上の出席、全9回
コード
│61420－726－00│
中7回以上の出席が必須となります。※テキストは講座初回に受付カウン
1/21 │ 1/28 │ 2/4 │ 2/18 │ 2/25 │ 3/3
ターにてご購入いただきます。
3/17 │ 3/24 │ 3/31 │
受講料 ￥120,000－
（税抜）
教材費別 初回一括 実習費￥2,000
テキスト代￥2,860
（税抜）
12/20まで
全9回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（火曜）

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／シニアハーバルセラピスト養成講座

飯能校（薬香草園）

JAMHA認定
シニアハーバルセラピスト養成講座
火曜夜コース
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

嶋津 恵美子

町田校

JAMHA認定
シニアハーバルセラピスト養成講座
土曜集中コース

たまプラ丨ザ校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

嶋津 恵美子

コード
│61419－728－00│
11/12 │ 11/19 │ 11/26 │ 12/3 │ 12/10 │ 12/17 ハーバルセラピストで触れた 30 種類のメディカルハーブの成分、有効性や安全性
12/24 │ 1/7 │ 1/14 │ 1/21 │ 1/28 │ 2/4 等を、植物療法による疾病の予防という観点を中心に、より深く学びます。より専
2/18 │ 2/25 │ 3/3 │ 3/17 │ 3/24 │ 3/31 門的な知識を身につけたい方、講師として活躍の場を広げたい方におすすめです。
（1）
植物療法概論
（2）
治癒系と老化制御
（3）
安全性と薬物相互作用
受講料 ￥144,000－
（4）
調製と植物製剤学
（5）
消化器系の植物療法Ⅰ （6）
消化器系の植物療法Ⅱ
（税抜） （7）
教材費別 初回一括テキスト代￥4,200
循環器系の植物療法Ⅰ （8）
循環器系の植物療法Ⅱ （9）
呼吸器系の植物療法
（10）
代謝性疾患の植物療法 （11）
神経系の植物療法
（12）
内分泌系の植物療法
10/11まで 全18回 17：30～19：30
（火曜）
妊娠と出産、小児科領域の植物療法
（13）
免疫系の植物療法
（14）
植物美容法
（15）
コード
│61419－729－00│
（16）
生活習慣病と高齢者の植物療法 （17）
ケーススタディー
（18）
論文発表、修了式
11/30 │ 12/28 │ 1/11 │ 1/25 │ 2/8 │ 2/22
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、シニアハーバルセラピスト資格
3/7 │ 3/21 │ 4/4 │
の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたで
もご受講いただけます。
受講料 ￥144,000－
筆
（税抜）
教材費別 初回一括テキスト代￥4,200
 記用具、指定書籍『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年改訂新版）
』
（東京堂出版・￥3,200/税抜）
を各自ご用意ください。
※『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019年改
訂版）
は講座初回に受付カウンターで購入可能。
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全18
10/30まで
回中13回以上の出席、全9回中7回以上の出席、論文の提出と発表が必須。
全9回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（土曜）

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／日本のハーブセラピスト養成講座

静岡校

JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座
土曜コース

名古屋校
大阪校
JAMHA認定日本のハーブセラピスト

上屋 香

神戸校

コード
│61420－724－00│
1/11 │ 1/25 │ 2/8 │ 2/22 │ 3/7 │ 3/21 日本のハーブを歴史的・科学的に深く学ぶことに加えて、日本で用いられてきた30
4/4 │
種のメディカルハーブと、身近に目にすることのある16種の有毒植物についても知
識を習得できます。日本で利用されてきたハーブの特徴や有用性、さらに法制度と
受講料 ￥56,000－
安全性を理解し、正しい知識をもってご自身や家族の健康維持・増進に役立てられ
教材費別 テキスト代￥2,500
（税抜）
るようになります。
（1）
日本のメディカルハーブの歴史
（2）
くらしの中のメディカルハーブ
（3）
民族のハーブと地域のハーブ
（4）
法制度と安全性
（5）
日本のメディカルハーブの活用（自然観・四季）
（6）
日本のメディカルハーブの活用（不調・トラブル）
（7）
民間療法と具体的な日本のメディカルハーブの利用
日
 本のハーブの知識を深めたい方、日本のハーブセラピスト資格の取得
を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格者○日
本のハーブセラピスト養成講座7コマ中5コマ以上修了
筆
 記用具※『日本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に
受付カウンターで購入可能
（￥2,500
（税抜）
）
コ
全 7 コマ中 5 コマ以上の出席が必須となります。※『日
 ース修了には、
本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に受付カウンター
12/10まで
にてご購入いただきます。
全7回 16：00～18：00
（土曜）

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／検定直前対策講座
メディカルハーブ検定直前対策講座

広島校

JAMHA認定シニアハーバルセラピスト

上屋 香

│61419－641－00 │8/1㈭ │ 10：30～13：30
│61419－642－00 │8/17㈯│ 15：00～18：00 メディカルハーブ検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑
コード
│61420－730－00 │2/20㈭│ 13：00～16：00 問や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
│61420－731－00 │2/21㈮│ 10：30～13：30
筆
 記用具、メディカルハーブ検定テキスト
受講料 ￥3,600－ 教材費なし
全1回
コード│61419－643－00│ 8/17 │ 10：30～13：30

メディカルハーブ検定直前対策講座 受講料 ￥3,600－ 教材費なし
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

福岡校

嶋津 恵美子

全1回
（土曜）

大分校

│ 受講生優待 │61419－732－01│ 11/1
コード
一般
│
│61419－732－02│ 11/1 出題範囲が広範なハーバルセラピスト試験に向け、
模擬試験形式で総復習しましょう。
ハーバルセラピスト試験直前対策講座
試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
（2019年改訂版）
 記用具、ハーバルセラピストコース・テキスト
教材費なし
当
（￥
JAMHA認定シニアハーバルセラピスト
 校のハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
全1回 10：30～16：00
（休憩1時間）
（金曜）
15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。
上屋 香

受講申込み

ƒ受講申し込みはP141へ
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

嶋津 恵美子

JAMHA認定日本のハーブセラピスト

全1回 16：00～19：00
（水曜）

上屋 香

│61419－736－01 │ 10/15 │ 14：00～16：00
コード

生活の木Herbal Life College

全1回
（火曜）

スタッフ

薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
加下さい。

【生活の木ハンドメイドギルド認定コース】ハンドメイドギルド手作り石けん講座 基礎科／応用科
コード

│61419－737－00│

ハンドメイドギルド
アロマストーンレッスン

ハンドメイドギルド
ソープデコレッスン

アロマブレンディンク講座

全1回
（木曜）

│61419－739－01 │ 12/5 │ 18：00～19：30
コード│61419－739－02 │ 12/12 │ 18：00～19：30 精油の基礎的な部分から香りの分類、系統などブレンドに必要な知識を学びます。
│61419－739－03 │ 12/19 │ 18：00～19：30 実際にたくさんの香りにふれ、新しい精油の楽しみ方を見つけましょう。
筆
 記用具
受講料 ￥2,100－ 教材費なし

クリスマスの香り
ルームフレグランス

クリスマスの香り
アロマワックスオーナメント

ƒ受講申し込みはP141へ
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

大分校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

石垣 志保

福岡校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

石垣 志保

全1回
（木曜）
│61419－740－01 │ 11/8 │ 18：00～19：30
コード│61419－740－02 │ 11/15 │ 18：00～19：30 クリスマスをイメージさせる精油をブレンドし、ルームフレグランスを作ります。
│61419－740－03 │ 11/22 │ 18：00～19：30 精油のブレンド方法、クリスマスにゆかりのある精油についてなどもあわせてご紹
介します。
受講料 ￥2,400－ 教材費別 ￥800
筆
 記用具
全1回
（金曜）
│61419－741－01 │ 11/7 │ 18：00～19：30
コード│61419－741－02 │ 11/14 │ 18：00～19：30 クリスマスにゆかりのある香りやクリスマスをイメージさせる香りを使い、ツリー
│61419－741－03 │ 11/21 │ 18：00～19：30 に飾れるアロマワックスオーナメントをつくります。色づけやドライフラワーなど
を使いオリジナルデザインのオーナメントでクリスマスを楽しみましょう。
受講料 ￥2,400－ 教材費別 ￥900
筆
 記用具
全1回
（木曜）

広島校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

石垣 志保

神戸校

アロマ･ハーブ講座

大阪校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

全1回
（金曜）
│61419－738－01 │ 11/7 │ 14：00～16：00
61419－738－02
11/21
14
：
00～16
：00 11/ （
コード│
│
│
7 木） 宝石ソープ
│61419－738－03 │ 12/5 │ 14：00～16：00 11/21
（木） クリスマスソープ
12/ （
5 木） New Year ソープ
受講料 ￥3,000－
デ
 コレーション石けんにご興味のある方。どなたでも。
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
エ
 プロン、筆記用具

名古屋校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│61419－712－01 │ 11/15 │ 13：00～15：00
コード
│61419－712－02 │ 1/31 │ 13：00～15：00 11/15
（金）フラワーガーデン
1/31
（金）メモスタンド
ア
 ロマクラフト作り初心者の方、アロマテラピーやハーブを勉強された
受講料 ￥3,000－
方、手作りを楽しみたい方など、どなたでも
教材費別 ￥2,000～￥3,000
（税抜）
程度
オリジナルブレンド精油・シリコーン型付
筆
 記用具

静岡校

クラフト/アート

たまプラ丨ザ校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

けん作り。毎回違ったベーシックソープを作りながら、石けん作りを楽しみます。
（税抜）
教材費別 初回一括￥3,850
※講座終了後5回以上出席された方に、基礎科修了書を発行致します。
3回目の精油代 6回目の教材費は別途徴収いた（1）
石けんについて
実習：オリーブ100％石けん
します。
（2）
植物油について
実習：肌をいたわるしっとりソープ
（3）
精油について
実習：オリジナルの香りソープ
（4）
ハーブの効果と活用 実習：カモマイル&カレンデュラハーブのはちみつソープ
（5）
製法の種類
実習：ホットプロセスソープ
（6）
卒業制作
エ
（メガネでも可）
 プロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
薬
（長袖）
・靴でご参
 品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
全6回 16：00～18：00
（水曜）
加下さい。

町田校

生活の木ハンドメイドギルド認定コース 11/6 │ 11/20 │ 12/4 │ 12/18 │ 1/8 │ 1/22 「石けんをかえたら肌も変わった」毎日に使うものだから、安心 ･ 安全な石けんを
自分で手作りしましょう！ハーブ精油 ･ 植物油を使用したナチュラルでやさしい石
手作り石けん 基礎科
受講料 ￥18,000－

飯能校（薬香草園）

│61419－736－02 │ 11/5 │ 13：00～15：00 広範な出題範囲を持つ、日本のハーブセラピスト試験の最終仕上げに、模擬試験形
ハンドメイドギルド手作り石けん入門講座
式で総復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
手作り石けん
受講料 ￥3,000－
1日体験コース
筆
（メガネでも可）
 記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、あればゴーグル
（税抜）
教材費別 初回一括￥1,200

柏校

【手作り石けん】生活の木ハンドメイドギルド認定コース／入門講座

宇都宮校

日本のハーブセラピスト試験
直前対策講座

全1回 10：30～16：00
（休憩1時間）
（月曜）
│ 受講生優待 │61419－734－01│ 10/23
コード
一般
│
│61419－734－02│ 10/23 広範な出題範囲を持つ、日本のハーブセラピスト試験の最終仕上げに、模擬試験形
式で総復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
 記用具、日本のハーブセラピストコース・テキスト
教材費なし
当
 校の日本のハーブセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。

仙台校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

嶋津 恵美子

札幌校

シニアハーバルセラピスト試験
直前対策講座

全1回 10：30～16：00
（休憩1時間）
（日曜）
│ 受講生優待 │61419－735－01│ 11/4
コード
一般
│
│61419－735－02│ 11/4 出題範囲が広範なシニアハーバルセラピスト試験に向け、模擬試験形式で総復習し
ましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』
（2019
 記用具、
教材費なし
年改訂版）
、
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（2016年
改訂新版）
（東京堂出版）
』
当
 校のシニアハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価
格
（￥15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。

原宿表参道校

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│ 受講生優待 │61419－733－01│ 11/3
コード
一般
│
│61419－733－02│ 11/3 出題範囲が広範なハーバルセラピスト試験に向け、
模擬試験形式で総復習しましょう。
ハーバルセラピスト試験直前対策講座
試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,000－ 一般：￥15,000－
筆
（2019年改訂版）
 記用具、ハーバルセラピストコース・テキスト
教材費なし
当
（￥
 校のハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
15,000のところ￥10,000/税抜）
となります。

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

食事と精油で体ケア

原宿表参道校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

石垣 志保

〜女性のミカタ・ゼラニウムの精油で〜
ロールオンアロマ・甘いお花の香り

札幌校

AEAJ認定アロマセラピスト

川野 初美

仙台校

〜女性のミカタ・ゼラニウムの精油で〜
ロールオンアロマ・柑橘系の明るい香り
AEAJ認定アロマセラピスト

川野 初美

宇都宮校

〜女性のミカタ・ゼラニウムの精油で〜
ロールオンアロマ・
清々しいグリーンな香り
AEAJ認定アロマセラピスト

川野 初美

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費
講座内容
│61419－742－01 │10/8㈫│ 18：00～19：30
コード
│61419－742－02 │12/11㈬│ 18：00～19：30 精油の選び方使用方法、身体への働きを学びます。また、気になる体調や体質にあ
わせた野菜と果物の選び方、栄養などもあわせて紹介します。
受講料 ￥2,592－ 教材費なし
筆
 記用具
全1回
│61419－743－01 │10/12㈯│ 16：00～17：30
61419－743－02
10/31㈭
16
：
00～17
：30 ゼラニウムの香りをメインに、さらに女性らしくなれそうな甘いお花のロールオン
│
│
│
コード
│61419－743－03 │11/9㈯│ 16：00～17：30 アロマを作ってみましょう！
│61419－743－04 │11/28㈭│ 16：00～17：30
筆
 記用具
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥500
全1回
│61419－744－01 │12/14㈯│ 16：00～17：30
│61419－744－02 │12/26㈭│ 16：00～17：30 ゼラニウムの香りをメインに、心に明るく光を与えてくれるような温かい香りのロー
コード
│61419－744－03 │1/9㈭ │ 16：00～17：30 ルオンアロマを作ってみましょう！
│61419－744－04 │1/18㈯│ 16：00～17：30
筆
 記用具
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥500
全1回
│61420－745－01 │2/1㈯ │ 16：00～17：30
│61420－745－02 │2/20㈭│ 16：00～17：30 ゼラニウムの香りをメインに、清々しいグリーンを合わせて、静かに心身を浄化し
コード
│61420－745－03 │3/14㈯│ 16：00～17：30 てくれるようなロールオンアロマを作りましょう！
│61420－745－04 │3/26㈭│ 16：00～17：30
筆
 記用具
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥500
全1回

トリートメント・マッサージ講座

柏校

好きな香りで！セルフフットケア

飯能校（薬香草園）

AEAJ認定アロマセラピスト

安藤 陽子

好きな香りで！セルフヘッドスパ

町田校

AEAJ認定アロマセラピスト

安藤 陽子

たまプラ丨ザ校

ボランティアに活用
ネイルケアとハンドトリートメント

│61419－746－01 │10/8㈫│ 10：30～12：00
│61419－746－02 │11/11㈪│ 10：30～12：00 好きな香りの精油を使ってトリートメントオイルを作って、セルフフットケアを学
│61419－746－03 │12/12㈭│ 10：30～12：00 びます。足裏をほぐして日々の疲れをやわらげましょう！
コード
│61419－746－04 │1/9㈭ │ 10：30～12：00

│61419－746－05 │2/28㈮│ 10：30～12：00
│61419－746－06 │3/19㈭│ 10：30～12：00
タ
 オル2枚
皮
 膚疾患のある方はご遠慮下さい。
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥700
全1回
│61419－747－01 │10/21㈪│ 10：30～12：00
│61419－747－02 │11/28㈭│ 10：30～12：00 好きな香りでトリートメントローションを作ります。セルフでできるヘッドスパを
│61419－747－03 │12/3㈫│ 10：30～12：00 学びます。頭皮をしっかりほぐし、明るい印象を目指しましょう！
コード
│61419－747－04 │1/24㈮│ 10：30～12：00

│61419－747－05 │2/20㈭│ 10：30～12：00
│61419－747－06 │3/27㈮│ 10：30～12：00
タ
 オル2枚
皮
 膚疾患のある方はご遠慮下さい。
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥700
全1回
│61419－748－01 │11/17㈰│ 10：30～12：00
コード
│61419－748－02 │1/16㈭│ 18：00～19：30 トリートメントにおすすめのキャリアオイル、それぞれの世代に合わせた精油につ
いて特徴と注意点、使用方法を学びます。ハンドトリートメントオイルを作成し、
受講料 ￥2,300－ 教材費別 ￥700
ハンドバスを行いながらトリートメント実習をしていきます。

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

石垣 志保

静岡校

セルフトリートメント入門


筆
 記用具、タオル

全1回


筆
 記用具、タオル

│61419－749－01 │10/12㈯│ 10：30～12：00
コード
│61419－749－02 │12/13㈮│ 10：30～12：00 ストレス、姿勢や緊張などで首肩まわりに負担がかかります。体の不快感を和らげ
リラックスや体の浄化を目的とした精油を使い、トリートメントオイルの作成と実
受講料 ￥2,300－ 教材費別 ￥700
習を行います。精油やキャリアオイルの特徴と注意点、使用方法を学び生活にアロ
マを取り入れていきましょう。

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

名古屋校

全1回

石垣 志保

大阪校

│61419－750－01 │ 12/6 │ 18：00～19：30
コード│61419－750－02 │ 1/17 │ 18：00～19：30 トリートメントにおすすめのキャリアオイルや精油の特徴と注意点、使用方法につ
│61419－750－03 │ 2/21 │ 18：00～19：30 いて学びます。日常で使えるアロマケアとトリートメントの方法を実習を行いなが
らご紹介します。ハンドバスでリラックスしながら、アロマの力を感じましょう。
受講料 ￥2,300－ 教材費別 ￥700
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

石垣 志保
全1回
（金曜）
筆
 記用具、タオル
│61419－751－01 │10/6㈰│ 10：30～12：00
61419－751－02 │11/16㈯│ 10：30～12：00 手は意外と疲れが出やすい場所です。ゆっくり優しいタッチはストレスから疲れた
ハンドトリートメントでストレスケア コード│
│61419－751－03 │2/27㈭│ 10：30～12：00 身体や心を穏やかに守ってくれます。さらに好きな香りを使うことでリラックスも
体験練習講座
できます。相手に行うこともセルフケアとしても、ハンドトリートメントを取り入
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,000
れてみましょう。

はじめてのトリートメント入門

神戸校


フ
（長めのもの）
、筆記用具
 ェイスタオル2枚
爪
 を切ってきてください。肘から少し上が出しやすい服装でお越しください。

JAA認定ハンドトリートメントトレーナー

上屋 香

全1回
61419－752－01 │10/3㈭│ 13：00～15：00
│
コード
│61419－752－02 │11/29㈮│ 13：00～15：00 頭のコリのほぐし方、目元や耳などの顔周りのコリほぐしも合わせて学んでいきます。

目ヂカラUP ! 頭のコリほぐし

広島校

AEAJ認定アロマセラピスト



受講料 ￥2,000－ 教材費なし

河野 香緒里
コード
│61419－760－00│
アーユルヴェーダ
10/28 │ 11/25 │
ホームケアセラピスト講座
〜アーユルヴェーダを生活に取り入れる〜

全1回

福岡校

全 2 回。1 回目にアーユルヴェーダ基礎理論・体質論・生活法と頭耳足のオイルマッ
サージ実習。2 回目は食事法・ギー作り・スパイスを使ったクッキング・美容法とパッ
ク作りを体験していただけます。
筆
 記用具、タオル、バスタオル、ビニール袋
足
（1回目）
足が出せる服装でご参加
 元のオイルマッサージを行いますので
全2回 13：00～17：30
（月曜）
下さい。

受講料 ￥36,000－ 教材費別 ￥2,000

按摩マッサージ指圧師

幸田 麻紀

介護・人のために役立つ講座
大分校
受講申込み

│61419－753－01 │10/20㈰│ 10：30～12：30

│61419－753－02 │11/22㈮│ 13：00～15：00 シニア世代に活用したいアロマテラピーの講座です。やっぱりよく知っている香り
シニア世代に向けた日本産精油の使い方 コード│
61419－753－03 │3/26㈭│ 10：30～12：30 は安心できます。日本産精油の活用方法と世代に合わせたハンドトリートメントの
介護に役立つ＆ハンドトリートメント

上屋 香

受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,000
JAA認定介護アロマセラピスト

ƒ受講申し込みはP141へ

実習を行います。
ど
 なたでも
フ
（長めのもの）
、筆記用具
 ェイスタオル2枚
爪
 を切ってきてください。実習を行うので肘から少し上がだせる服装。
全1回
※男性の希望者はまずはご相談ください。

139

＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

講座コード／日時／受講料（税抜）
・教材費

講座内容

シーズナル・ライフスタイル講座

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

石垣 志保

受講料 ￥2,400－ 教材費なし

全1回

│61419－755－01 │10/15㈫│ 10：30～12：00
コード│61419－755－02 │11/5㈫│ 18：00～19：30 ・女性ホルモンの仕組み
・時期や体調に合わせた精油の選び方と使用方法
│61419－755－03 │12/9㈪│ 18：00～19：30 ・野菜、果物の取り入れ方と栄養 ・ハンドバスでリラックス
受講料 ￥2,400－ 教材費なし

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

石垣 志保


筆
 記用具

全1回


筆
 記用具

仙台校
宇都宮校
柏校
飯能校（薬香草園）

町田校

│61419－756－01 │10/19㈯│ 13：00～16：00
61419－756－02 │12/13㈮│ 13：00～16：00 アロマテラピーの基本から、心と体の関係、更には香りがどう関わるのかまでを学
自分を知るアロマテラピー
（基本編） コード│
│61419－756－03 │2/7㈮ │ 13：00～16：00 んでいきます。そこから導き出された心と体の声を元に、選んだ香りの活用法まで
〜心と身体のセルフケア〜
をしっかり学びます。
受講料 ￥2,000－ 教材費なし
AEAJ認定アロマセラピスト
筆
 記用具
河野 香緒里
全1回
│61419－757－01 │ 12/6 │ 13：00～16：00
コード
│61419－757－02 │ 1/17 │ 13：00～16：00 心と香りの関係について学びます。講義を受けた後に選んだ香りは、心のメッセー
自分を知るアロマテラピー
（ココロ編）
ジとしてお伝えします。また実習では、香りとメッセージをもとに、オリジナルの
〜心のセルフケアにコロンを作る〜 受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,500
コロンを作ります。
な
 るべく「自分を知るアロマテラピー基本編」を受講されてからの参加
をお願い致します。
AEAJ認定アロマセラピスト
全1回
（金曜）
筆
 記用具
河野 香緒里
61420－758－01 │ 1/30 │ 13：00～16：00
│
コード
│61420－758－02 │ 2/27 │ 13：00～16：00 体と香りの関係について学びます。選んだ香りでトリートメント用のオイルを作り、
自分を知るアロマテラピー
（カラダ編）
オイルを使ったセルフケアの方法についても学んでいきます。
〜トリートメントオイルを作る〜
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,500
出
 来るだけ「自分を知るアロマテラピー基本編」を受講されてからの参
加をお願い致します。
AEAJ認定アロマセラピスト
筆
 記用具
河野 香緒里
全1回
（木曜）
│61419－759－01 │10/9㈬│ 13：30～15：30
コード
│61419－759－02 │10/26㈯│ 13：30～15：30 シリコン型で作る簡単アロマストーン精油の楽しみ方基材について MP ソープなど
暮らしの中に香りの彩り
応用基材について
はじめてのアロマストーン作り
受講料 ￥2,000－ 教材費別 ￥1,000
筆
 記用具、割り箸、爪楊枝
AEAJ認定アロマブレンドデザイナー
全1回
嶋津 恵美子

札幌校

女性に寄りそう精油と食事

│61419－754－01 │10/31㈭│ 10：30～12：00
コード│61419－754－02 │11/18㈪│ 10：30～12：00 体の仕組みと様々な働きをもつ精油と食べ物について学び、ストレス、スキンケア、
│61419－754－03 │1/30㈭│ 10：30～12：00 女性の身体の悩み、睡眠までトータルケアをしてみましょう。

原宿表参道校

自然の力でインナーケア
精油と食べ物

スペシャルセミナー

講座名／講師

たまプラ丨ザ校

静岡校
名古屋校
大阪校
神戸校
広島校
福岡校
大分校

ƒ受講申し込みはP141へ
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps://hlc.t reeoflife.co.jp

受講申込み

Check!

スペシャルセミナー

原宿表参道校

受講申込みのご案内

札幌校

お申込書での
申込み

1.「生活の木Herbal Life College 講座案内」をご覧ください。
※資料請求は表紙をご覧ください。

2.お電話にて空席確認／

3.お申込み

必ず事前に空き状況をご確認下さい。

仙台校
宇都宮校

・申込書をご記入の上、開催校宛にFAX、郵送、
ご持参のいずれかの方法にてお送り下さい。
・申込書が届いてからのご予約になります。空席を確認後、お早めにお送り下さい。
・2講座のお申込みにつき１枚ご記入下さい（コピー可）。
・宛先は各校のトップページに記載された住所、FAX番号へお送り下さい。
・各講座は定員になり次第、締め切らせていただきます。
・ご記入例がございますので、ご参照下さい。

ご希望の講座名・受講希望日を確
認の上、開催校に直接、ご連絡下
さい。

4.お支払い

柏校
飯能校︵薬香草園︶

原宿表参道校へお申込みの場合

その他各校へお申込みの場合

・お申込み後、請求書が届きます。お支払いは請求書受け取り後
にお願いいたします。
・期限を過ぎてもご入金が確認できない場合、ご予約はキャンセ
ル扱いとなりますので、ご注意下さい。

・各校よりご案内する期日までに受講料のみをお支払い下さい。
・ご入金はお早めにお願いします。
※空席確認後、お申込書・ご入金を頂く前に、満席となる場合がございます。
※申込書とご入金が揃って正式なお申込みとなります。

教材費について

町田校

・資格対応コースの教材費は、
講座初日カウンターにてお支払い下さい。
・一般講座（資格対応コース以外）の教材費は講座当日、各
講師へ直接お支払いください。

お支払い方法

申込書をFAX・ご郵送でいただく場合は、
必ずこちらからのご連絡の後、
ご入金をお願いいたします。

※ご来店以外でのお支払いにつきましては、お電話で空席をご確認の上ご入金下さい。

たまプラ丨ザ校

原宿表参道校

飯能校

●店頭払い（現金・クレジットカード）

静岡校

●現金書留 ●銀行振込
●受講申込書による
クレジットカード決済

仙台校

●店頭払い

その他各校

●店頭払い

（現金・クレジットカード）

●現金書留
●銀行振込

店 頭 払 い （現金・クレジットカード）

●店頭払い

（クレジットカードのみ）

●現金書留

（現金・クレジットカード）

●現金書留

※詳細は下記をご覧下さい

名古屋校

各校店頭カウンターにてお支払いください。
クレジットカード・現金書留も承ります。
※仙台校は現金による店頭払いは承っておりません。

銀行振込

¥

原宿表参道校・飯能校の受講申込みのみ承ります。

現金書留

各校あてにお送りください。

※送付にかかる料金はお客様のご負担にてお願い致します。
※仙台校送り先
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前6-12-20
J6 Front 5F（株）
生活の木カルチャー事業本部宛

大阪校

・ご案内した期日までに指定の口座にお振込みください。

原宿表参道校
請求書をご参照下さい。

飯能校

＊飯能校アロマセラピスト養成講座アドバンス
（学科）
例
〈お振込人欄〉月曜コース受講希望の場合

神戸校

三菱UFJ銀行（銀行CD：0005）
青山支店（支店CD：608）
普通預金口座：No.1176680
口 座 名 義：生活の木

0000000000 セイカツハナコ ０３××××××××
（ 講 座コード）

・ 事務手続き上、振込手数料はお客様のご負担にてお願い致します。
・お振込の際、お振込人欄に必ず下記をご入力ください。
（右記記入例参照）

（ 受 講 者のお名 前 ） （ 受 講 者のお電 話 番 号 ）

＊講座コード、
お電話番号のハイフン ̶ は不要です。
＊入力文字数に制限がある場合は、
入るところまで、
ご記入下さい。

広島校

①お申込みの講座コード（講座案内をご参照ください） ②お名前（フルネーム（カタカナ）でお願い致します。） ③お電話番号
※お名前、お電話番号は受講申込書と同じものをご記入ください。
※講座コードは各講座欄をご参照ください。

福岡校

クレジットカード決済

※受講申込書を使用

原宿表参道校の受講申込みのみ承ります。

大分校

・申込書にクレジットカード詳細情報をご記入下さい。※お支払いは一括払いとなります。
分割・ボーナス払いは承れませんのでご了承下さい。
・各クレジットカードの支払い指定日に従い、お客様のクレジットカードご契約口座より、引き落としを行います。
・ご利用いただけるクレジットカード：VISA・MasterCard・JCB・AMEX

5.お申込み完了
受講申込み

申込書とご入金が揃って正式なお申込みとなります。
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スペシャルセミナー

「ハーバルライフカレッジWeb」
ウェブで講座を手軽に検索・お申込みしていただけるサービスです。
スクールの営業時間外でもお申込みいただけます。
便利な「ハーバルライフカレッジWeb」を、是非ご利用ください。
生活の木

カレッジ W e b

仙台校

まずは検索を！

札幌校

インターネットでの
申込み

原宿表参道校

インターネットから
講座検索やお申込みが
できます！

お申込み方法は2パターン。
申込書での申込みとインターネットでの申込みがございます。

検 索

『 カレッジ W e b 』ペ ージ へアクセ スを！
（https://hlc.treeoﬂife.co.jp）

宇都宮校

※生活の木 HP のトップページにある『カレッジ Web』アイコンからもアクセス頂けます。

スムーズなお申込み
一度の会員登録（入会金・年会費無料）で、お申込みは手軽にペーパーレスで行えます。

柏校

生活の木よりご案内等が届いているお客様

飯能校︵薬香草園︶

お客様の登録情報と繋げるパスワードをお知らせします。
お手数ですが、下記までお電話ください。
〈TEL〉0120‑821‑272 〈受付〉9：00〜18：00（日・祝を除く）
※上記のお客様が新規会員登録をされると今後、ご案内等が重送されることがあります。

町田校

充実の検索機能

例えば

「原宿表参道校」で「10月1日〜10月15日」の間に「アロマテラピー」の講座を受講したい！
といった条件絞込みも可能です。

静岡校

お支払い方法

■Web上でのクレジットカード決済受付校
… 原宿表参道校、飯能校、仙台校
クレジット決済

■店頭支払い（現金／クレジット）または現金書留
… その他スクール
お申込み

講座受講

店頭支払い

名古屋校

お支払い方法は、スクールによって異なります。

お申込み

たまプラ丨ザ校

ご希望の「スクール」や「カテゴリー」「日程」「曜日」「キーワード」など条件を絞り込んで検索可能。
あなたのスケジュールにあわせ、空いている時間を学びの時間にしませんか？

講座受講

大阪校
神戸校

※Web上でのお申込みは、お席の確保のみ。メールにてご案内
する期日までにご入金ください。

受講の取り消し

福岡校

取消し手数料

広島校

・納入された受講料の返金は原則として承りません。但し、転勤、転居、長期入院によるやむを得ない事情の場合は、開講日
前に限り、弊社規定の手数料を申し受けの上、払い戻しをお受けすることもございます。その場合は証明書、診断書等のご
提示をお願いいたします。開講日以降の返金は致しかねますのでご了承下さい。
・必要書類受領後、納入いただいた受講料から下記の手数料を差し引いた金額を銀行振込みによりご返金いたします。別途振
込手数料をご負担いただきます。
・尚、受講料振込や送金にかかった手数料の返金は致しかねますことご了承ください。
※やむを得ない事情の際の取り消し手数料

0％

手数料50％

21日 20日
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開講日

20％

Check!

1日

最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps:// h l c.t re eoflife.co.j p

受講申込み

申込み

11日 10日

大分校

・開講日前日より21日を越える以前まで ……………… 全額を返金
・開講日前日より11日前から20日前まで ……………… 受講料の20％
・開講日前日より10日前以降、開講日前日まで ……… 受講料の50％
・無連絡による不参加及び開講後の返金は致しません。

スペシャルセミナー

ご記入例
講座案内を
ご参照の上
ご記入下さい。

原宿表参道校

カルチャー講座受講申込書
19 年 00 月 00日

ご記入日 西暦20

札幌校

フリガナ

宇都宮校

お申込者

仙台校

お名前
・
顧客CD

漢

花子

男・女

＊修了証や認定証は、上記にご記入頂いたお名前での発行となります。

考
顧客CD※原宿表参道校のみ

（局番）

（番号）

ライフウェアハイツ505号

F A X
携

（市外局番）

帯

（局番）

（番号）

00 ‐ 0000 ‐ 0000
090 ‐ 0000 ‐ 0000
ご職業

seikatu @ treeoﬂife.co.jp

会社員

差し支えなければ
ご記入下さい。

ご登録いただいたご住所、メールアドレスにご案内をお送りしてよろしいですか

□ハイ

□イイエ

資格対応コースをお申込みの方は、お持ちの資格にチェックをお願い致します。

柏校

□
□
□
□
□

AEAJ認定アロマテラピー検定１級合格 □ AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー □ AEAJ認定アロマハンドセラピスト
AEAJ認定アロマブレンドデザイナー □ AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
AEAJ認定インストラクター資格対応コース履修済（他校も含む） □ AEAJ認定インストラクター資格対応コース受講中（他校も含む）
JAMHA認定メディカルハーブコーディネーター □ JAMHA認定ハーブ＆ライフコーディネーター □ JAMHA認定ハーバルセラピスト
JAMHA認定シニアハーバルセラピスト □ JAMHA認定ハーバルプラクティショナー □ JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

飯能校︵薬香草園︶

1971 年

西暦

□ 講座コード

3月

お申込講座

町田校

19 年

□ 講師名

10 月

6日

￥

太郎

00,000
3 回分）

（税込）

（全

□ 講座名

受講料

静岡校

□ 講師名

12 日

瑞浪

〜

￥

太郎

00,000
6 回分）

（税込）

（全

＊お支払い方法をお選びいただき、番号に○印をおつけ下さい。

1

各校店頭支払い ＊各校窓口での現金支払いクレジットカード支払い、現金書留も含みます。※現金書留の際は、消費税を加えて送金ください。

2

原宿表参道校、飯能校のみ
銀行振込み
＊銀行振込みは、原宿表参道校、飯能校のみのお取扱いとなります。講座お申込み後ご入金ください。
■原宿表参道校……請求書をご参照ください。
（セイカツノキ）
■飯
能
校……三菱UFJ銀行（銀行CD：0005）青山支店（支店CD：608）普通預金口座 No. 1176680 口座名義：生活の木

お
支

3

払

名古屋校

＊原宿表参道校のみのお取扱いになります。下記枠内をご記入下さい。

原宿表参道校のみ
受講申込書によるクレジットカード決済（※FAX・郵便でのお申込の場合のみご記入下さい）
カード会社

い

大阪校
神戸校
広島校

ご確認の上必ずご記入下さい

たまプラ丨ザ校

○ ○ 養成講座 月曜午前コース

□ 開講日（受講開始日）

11 月

瑞浪

〜

※ハイフンは除く

6 1 0○○△△△□□
19 年

受講料

○ ○ 養成講座 日曜午後コース

□ 開講日（受講開始日）
□ 講座コード

＊ご提供いただいた個人情報はお客様へ有用な情報をお届けする為
のみ使用致します。第三者には情報は一切提供致しません。

3日

□ 講座名

※ハイフンは除く

6 1 0○○△△△□□

20

性 別

00 ‐ 0000 ‐ 0000

生年月日

20

ハナコ

東京都渋谷区神宮前6−3−8

（ご 自 宅）

必ずご記入を
お願いします

備

初めて ／ 2回目以上

〒 150‐0001

ＴＥＬ

お持ちの
資格

（名）

生活

字

（市外局番）

メール
アドレス

セイカツ

（姓）

生活の木ハーバルライフカレッジの
ご利用は？（○をお付け下さい）

校

原宿表参道

学校名

ご住所

＊原宿表参道校のみ顧客CDをご記入頂いた場合、お名前とTelのご記入のみで申込みが可能です。

カード番号
カード有効期限

4

仙台校のみ

1
1

2
0

VISA

・

MasterCard

4

1
2

2
0

3

月／

・

JCB

3

4

5

年

（ローマ字）

カード名義

6

・

AMEX

7

8

HANAKO

5

6

7

SEIKATU

仙台校の講座をお申込の方は必ず下記までお問合せ下さい。
022-263-0139 ※カレッジWebでのお申込はお問合せは不要です。

●Herbal Life Collegeカルチャー講座を何でお知りになりましたか？ □ ハーバルライフカレッジNEWS
□ 店頭で見て
□ 生活の木ホームページ
□ ハーバルライフカレッジWeb
□ スタイルブック／講座案内
□ 知人にすすめられて
□ 会報誌（AEAJ、JAMHA）広告を見て
□メールマガジン
□ その他（

□ Lifeware Book
□ SNS
）

下記を確認の上 □欄に「 」
でチェック願います。※未成年者の受講の場合、保護者様がご記入下さい。

福岡校

□ ご案内した期日までに受講料をご入金下さい。申込書とご入金が揃って正式なお申込みとなります。
□ 定員に満たない場合はやむを得ず講座を中止することがございます。
□ 納入された受講料の返金は原則として承りません。但し、
やむを得ない事情の場合は開講前に限り、
弊社規定の手数料
を申し受けの上、払い戻しをお受けすることもございます。開講日以降の返金は致しかねますのでご了承ください。
□ その他「受講にあたってのお願い」を必ずご確認いただくようお願い申し上げます。

上記を確認・同意の上、講座受講を申し込みます。
大分校

西暦

20

8

19 年 00 月

00 日

お名前

生活

花子

印
＊サイン可

受講申込み
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スペシャルセミナー

カルチャー講座受講申込書
ご記入日 西暦20

年

月

日

＊原宿表参道校のみ顧客CDをご記入頂いた場合、お名前とTelのご記入のみで申込みが可能です。

フリガナ

漢

（姓）

字

考

性 別

（名）

顧客CD※原宿表参道校のみ

男・女
仙台校

＊修了証や認定証は、上記にご記入頂いたお名前での発行となります。

‐

〒

（市外局番）

（局番）

‐

（ご 自 宅）

（番号）

F A X

‐

携

（市外局番）

（局番）

‐
‐

帯

@

（番号）

‐
‐
ご職業

宇都宮校

ＴＥＬ
メール
アドレス

備

初めて ／ 2回目以上

差し支えなければ
ご記入下さい。

ご登録いただいたご住所、メールアドレスにご案内をお送りしてよろしいですか

□ハイ

□イイエ

必ずご記入を
お願いします

生年月日

AEAJ認定アロマテラピー検定１級合格 □ AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー □ AEAJ認定アロマハンドセラピスト
AEAJ認定アロマブレンドデザイナー □ AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
AEAJ認定インストラクター資格対応コース履修済（他校も含む） □ AEAJ認定インストラクター資格対応コース受講中（他校も含む）
JAMHA認定メディカルハーブコーディネーター □ JAMHA認定ハーブ＆ライフコーディネーター □ JAMHA認定ハーバルセラピスト
JAMHA認定シニアハーバルセラピスト □ JAMHA認定ハーバルプラクティショナー □ JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

西暦

□ 講座コード

年

月

＊ご提供いただいた個人情報はお客様へ有用な情報をお届けする為
のみ使用致します。第三者には情報は一切提供致しません。

日

□ 講座名

※ハイフンは除く

受講料

20

年

月

日

（全

〜
□ 講座名

※ハイフンは除く

回分）
受講料

￥
□ 開講日（受講開始日）

20

年

月

（税込）

□ 講師名

日

（全

〜

回分）

各校店頭支払い ＊各校窓口での現金支払いクレジットカード支払い、現金書留も含みます。※現金書留の際は、消費税を加えて送金ください。

2

原宿表参道校、飯能校のみ
銀行振込み
＊銀行振込みは、原宿表参道校、飯能校のみのお取扱いとなります。講座お申込み後ご入金ください。

お

■原宿表参道校……請求書をご参照ください。
（セイカツノキ）
■飯
能
校……三菱UFJ銀行（銀行CD：0005）青山支店（支店CD：608）普通預金口座 No. 1176680 口座名義：生活の木

払

＊原宿表参道校のみのお取扱いになります。下記枠内をご記入下さい。

原宿表参道校のみ
受講申込書によるクレジットカード決済（※FAX・郵便でのお申込の場合のみご記入下さい）

い

カード会社

VISA

・

MasterCard

・

JCB

・

AMEX
神戸校

カード番号
カード有効期限

4

仙台校のみ

月／

年

カード名義
（ローマ字）

□ Lifeware Book
□ SNS
）

」
でチェック願います。※未成年者の受講の場合、保護者様がご記入下さい。

西暦

20

年

月

日

お名前

印
＊サイン可

144

受講申込み

上記を確認・同意の上、講座受講を申し込みます。

大分校

□ ご案内した期日までに受講料をご入金下さい。申込書とご入金が揃って正式なお申込みとなります。
□ 定員に満たない場合はやむを得ず講座を中止することがございます。
□ 納入された受講料の返金は原則として承りません。但し、
やむを得ない事情の場合は開講前に限り、
弊社規定の手数料
を申し受けの上、払い戻しをお受けすることもございます。開講日以降の返金は致しかねますのでご了承ください。
□ その他「受講にあたってのお願い」を必ずご確認いただくようお願い申し上げます。

福岡校

●Herbal Life Collegeカルチャー講座を何でお知りになりましたか？ □ ハーバルライフカレッジNEWS
□ 店頭で見て
□ 生活の木ホームページ
□ ハーバルライフカレッジWeb
□ スタイルブック／講座案内
□ 知人にすすめられて
□ 会報誌（AEAJ、JAMHA）広告を見て
□メールマガジン
□ その他（

広島校

仙台校の講座をお申込の方は必ず下記までお問合せ下さい。
022-263-0139 ※カレッジWebでのお申込はお問合せは不要です。

下記を確認の上 □欄に「

大阪校

支

3

名古屋校

1

静岡校

＊お支払い方法をお選びいただき、番号に○印をおつけ下さい。

たまプラ丨ザ校

□ 講座コード

（税込）

□ 講師名

町田校

キリトリ線

お申込講座

￥
□ 開講日（受講開始日）

飯能校︵薬香草園︶

□
□
□
□
□

柏校

資格対応コースをお申込みの方は、お持ちの資格にチェックをお願い致します。

お持ちの
資格

札幌校

お申込者

ご住所

生活の木ハーバルライフカレッジの
ご利用は？（○をお付け下さい）

校

学校名
お名前
・
顧客CD

●FAXでも承ります。

原宿表参道校

この方向に送信
してください。

に関するQ &A
アロマテラピーを初めて学びます。初心者でも入れるクラスを教えて下さい。
先ずはアロマテラピー入門講座など、1 回から受講できる講座がおすすめです。また、アロマテラピー
アドバイザー養成講座（AEAJ 資格対応コース）は初心者の方にも対応しますので、将来的に資格取得を目指
されたい方にはこちらをおすすめします。

どんな方が受講されていますか。
幅 広い年 代の方にご 受講いただいており、男性の方も増えています。
（ 一部トリートメント講 座など女 性
限定のものもございます。
）また、初心者から上級者までご受講いただけるよう講座を設けております。

申込の流れを教えて下さい。
お申込書又は、インターネットでお申込みができます。お申込書でのお申込みは、本誌にて日程、詳細をご確認
下さい。その後ご希望のスクールにお電話にて空席をご確認下さい。空席確認後、申込書を各校まで持参又は
お送り下さい。各校よりご案内する期日までに受講料をご入金下さい。申込書とご入金が揃って正式なお申込み
になります。詳しいお申込み方法は P149 をご覧下さい。
ネット
申込

●「ハーバルライフカレッジ Web」
ウェブで講座を手軽に検索・お申込みしていただけるサービスです。
スクールの営業時間外でもお申込みいただけます。
便利な「ハーバルライフカレッジ Web」を、是非ご活用ください。

いつまでに講座申込みをすればよいですか。
講座開催日 1 週間前までにお申込み下さい。最少開講人数に達しましたら講座開講が決定します。開講が決定して
いる講座は、原則、講座開催前日までお申込みを受け付けます。
（クラフト系講座など一部例外あり）
。
※各講座は定員になり次第、申込み受付を締め切ります。詳しい申込方法は P149 をご覧下さい。

講座に子どもを連れてきても大丈夫ですか。
指定された講座以外お子様をお連れになることはご遠慮頂いております。アロマキッズ講座などお子様と一緒に
ご参加頂ける講座がございます。

ヨガなどの体を動かす講座はありますか。
各校でヨガやボディワーク等の講座がございます。さらに原宿表参道校には広いボディスタジオがございます。

資格取得の流れを教えて下さい。
各校にて事前説明会（無料）を設け、詳細記載の「受講ガイド」を基に詳しくお伝えしております。各校にお
問合せ下さい。

アロマテラピービジネスに役立つ講座はありますか。
「ハーブ・アロマテラピーの為のビジネスセミナー」がございます。この講座はハーブ・アロマテラピー専門店の
開業をお考えの方のための 1 日講座です。講師はハーブ専門店として43 年の経験と約120 店舗の運営ノウハウを活
かし、生活の木の第一線で活動する面々です。 開催校：原宿表参道校・大阪校

受講修了後、学んだことを活かした仕事をしたいのですが、
就職先の紹介は行っていますか。
就職先のご紹介は承っておりません。但し、生活の木では知識や経験、資格をビジネスに活かしたい方向けにハー
ブ・アロマテラピーの為のビジネスセミナーなどを開講しております。起業の方法や生のビジネス体験談などが学べ、
お店を経営されたい方にお勧めです。更に、ショップ、サロン、スクールなどハーブ・アロマテラピービジネス向
けの業務用卸売りシステム「生活の木ホールセールクラブ」もご用意しております。卒業生の方はショップ、サロ
ン経営、講師など幅広い分野でご活躍されていらっしゃいます。
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生活の木ハーバルライフカレッジの校則 〜受講にあたってのお願い〜
※ご受講にあたり、以下、 ご了承の上お申込みをお願い致します。

① 受講申込・休講・開講判断及び中止について
各講座とも、定員になり次第締切りとさせていただきます。尚、キャンセル待
ちのご予約を承ります。
お申込が最少開講人数に達しない場合、講座の開講を延期又は中止することが
ございます。
開講については、講座開講日（連続講座については初回開講日）１週間前を
めどに決定いたします。中止の場合は、
お申込された方へその旨を連絡致します。
台風やその他の天変地異、交通機関の運休、ストライキ等により、やむを得ず
休講となる場合がございます。その場合は日程変更、講師代行にて講座を設
定致します。
講師の都合により、やむを得ず休講、
日程変更、講師代行となる場合がございます。
講座により、年令、性別の制限がある講座もございます。
受講申込後に日程の変更や講師代行となる場合がございます。

② 受講料のご返金について
納入された受講料及び材料費は原則ご返金できません。ただし、転勤、転居、
長期入院によるやむを得ない事情に該当される場合には、開講前に限り、当
校規定の手数料を引いてご返金致します。※開講日以降の返金は致しません。
開講人数に満たず開講中止になった場合は、全額返金致します。
※尚、
受講料振込や送金にかかった手数料の返金は致しかねますことご了承ください。

③ 授業について
講座の見学聴講は原則として承っておりません。
休憩中等、席を離れる場合は、貴重品の管理はご自身でお願いします。
授業予定時間や教室は、やむを得ず変更となる場合もございます。
スクール内の設備、備品は大切に扱って下さいますようお願いいたします。

④ 出席について
出席時は必ず受付を通り、出欠席の確認を終えてから教室へお入り下さい。
資格対応コースの場合、30 分以上の遅刻早退は欠席となります。遅刻、早退、
欠席の場合は事前に認定校までご連絡をお願いします。

⑨ トリートメント実技受講生対象者への確認事項

⑤ 資格対応コースの振替について

トリートメント関連の講座（全身・部分・リフレクソロジー・フェイシャル）では
受講生同士で、
相モデル
（２〜３人でペア組み）でトリートメント実習を行います。
トリートメント関連の講座をご受講の場合は下記をご承諾頂いた上、ご受講下
さい。※セルフトリートメント講座を除く

資格対応コースに限り、欠席された講座の振替受講を承ります。
欠席される場合は、必ずスクールへご連絡下さい。所定の用紙に記入の上、ス
クールへ提出をお願いします。
お振替は、原則として講座が行われた日から1 年以内となります。
期間内に実施される該当講座にお振替下さい。事前にスクールからご連絡致し
ません。お振替を希望される際は、欠席されたスクールへお問合せ下さい。
（例： 10/10 の講座 〜 翌年 10/9 まで振替可能となります。
）

◆受講前の確認事項◆

原則、お振替は、1 コマにつき 回限りとなります。
申請した振替日に必ず受講して下さい。
他コースへの振替の場合、同一コースへの振替は 4 コマまでとなります。5 コマ以上
の振替はコース変更となりますため、受講開始後のコース変更は当校では承りません。
定員、開講状況等によりご希望のクラスで振替受講が出来ない場合もございます。
トリートメント実技講座の場合は、相モデルで行う為、振替受講をお受け出来
ない場合があります。
手作り石けん素材研究講座及びハンドメイドソープ講師養成講座、アーユルヴェー
ダインストラクター養成講座は、カリキュラムの都合上、振替受講は行っていません。

❶ 事前に爪は短くお切り下さい。また、マニキュア、ネイルアート、つけ爪（チップ）
、
アクセサリーは全てお取り下さい。
❷ フェイシャルトリートメント講座の場合、まつ毛エクステンションが落ちる可能
性がございます。また、アートメイク施術約 1 週間後までは受講をご遠慮いた
だく場合がございます。アートメイクを行っている場合はスクールへお申し出
下さいますようお願いいたします。
❸ 風邪、発熱、皮膚のトラブルなど心身に不調のある場合、妊娠中、医師の治
療を受けている、医師の指示に基づいて医薬品を使用している場合は、スクー
ルへお申し出下さい。状況により、見学となる場合があります。特にお申し出
が無い場合は、自己責任のもとでの受講となり、受講においてのトラブルに
ついて責任は負いかねますことをご承知おきください。
❹ 特に資格対応コースの受講生は、受講期間中は欠席の無いように自己管理
（体調管理）に留意して下さい。また、やむを得ず欠席の場合は、必ずスクール
までご連絡をお願いします。

◆講座中について◆

⑥ お申し込み後の講座・コース変更について

❶ トリートメントの技術、行う部位、圧等はその場で講師に直接確認をして下さい。
❷ 授業中に不調を感じた場合は、無理をせず講師にお申し出下さい。

お申込後の講座、コース変更は原則承っておりません。
上記の場合、スクールまでご相談下さい。

◆講座終了後◆

⑦ 休学・復学について
やむを得ない理由により受講が困難となった場合（出産、介護、入院等）は、
お申し出より１年以内であれば、復学することが出来ます。休学・復学をご希望
される場合は必ずスクールへお問合せ下さい。事前の届け出が無い場合は、
休学・
復学の対象となりません。その場合欠席扱いとなりますので、ご注意下さい。
復学を希望される場合は、事前に必ず休学申請をしたスクールへお知らせ下さい。
復学は原則として同スクール・同コース
（曜日・講師）
となり、休学申請を受理さ
れた日から１年以内となります。この期間を過ぎた場合は、復学をお受け出来な
い場合がございます。また状況により同スクールで開講されない場合もございます。
スクールから事前にご連絡は致しません。
ご自身で日程の管理をお願いいたします。

⑧ 受講にあたっての注意、禁止事項
講座内で使用する道具、刃物、火気、薬品等の取扱いは慎重にし、事故や
ケガ等の発生が無いよう十分注意をお願いします。
講座での試飲や試食、作製した実習、化粧品等の使用については、自己責任
のもとで行って下さい（特にアレルギー等お持ちの方はご注意下さい）
。
㈱生活の木 カルチャー事業本部

当校の施設・教室内での宗教、政治活動などへの勧誘、無許可での物品販売・
宣伝活動、飲食、喫煙、酩酊、口論、暴力行為、携帯電話等他の人や講師の迷惑
になる行為、
その他講座の秩序を乱す行為はおやめ下さい。又、講師や他の受
講生に迷惑をかける行為があった場合は、受講をお断りする場合がございます。
お子様が受講生の場合を除き、お子様連れの受講はできません。
未成年者（20才未満）
のご受講には保護者様による受講申込書への同意が必要です。
未成年者の当校での受講年齢条件は下記のとおりです。
○一般講座・資格講座（危険が伴わない実習含む）
：中学生（13 歳）以上〜受講可能
○トリートメント実技講座・苛性ソーダ等（劇物）を使用する講座
：高校生（16 歳）以上〜受講可能
ペットやご友人等受講生以外の同伴の受講はできません。
緊急時以外は受講中の電話の取り次ぎ、呼び出しは致しません。
貴重品、現金は、手元に置くなどして各自で責任をもって管理して下さい。
ご本人の不注意による事故、紛失、盗難の責任は負いません。
施設内での健 康管理には十分ご注意下さい。教室等での病気、ケガ等に
ついては、明らかに施設側の過失による場合のほかは、責任を負いかねます
のでご了承下さい。
講座当日の発熱、皮膚トラブル、妊娠中や治療中などの際は、必ずスクールへ
お申し出ください。
状況により、見学となる場合があります。特にお申し出が無い場合は、自己責
任のもとでの受講となり、受講においてのトラブルについて責任は負いかねま
すことをご承知おきください。
講義中は携帯電話の電源をお切りいただくか、マナーモードにして下さい。
教室内では、授業中の録音・録画・写真撮影はお断り致します。
授業終了時の自己の作品のみの撮影は可能とします。自己の作品以外を撮影
する場合、あらかじめ撮影対象の人物または作品の作成者の許諾を得てくだ
さい。なお、肖像権、著作権等、第三者の権利、利益を侵害する行為は一
切禁止します。またこれらの行為によるトラブルについては責任を負いかねま
すのでご了承ください。
当校講座内でお配りするレジメやレシピ等の著作物を、ホームページ、ブログ、
SNS 等、媒体を問わず、複写 複製（コピー）
、第三者に譲渡、貸与もしくは
売却することは著作権法で禁止されています。
受講生が持参された資料、道具類は当校ではお預かりはできません。
スクールや講師からのレジュメ等の配布物については原則、
再配布はしておりません。

❶ トリートメントの終了後は、体への負担を配慮しましょう。直後にボディートリート
メントの練習をしたり、他のトリートメントを受けることは控えて下さい。
❷ また、
過度の飲酒や長めの入浴、
夜更かし等は避け早めに身体をやすめて下さい。

⑩ 個人情報
個人情報保護法により、
講師や受講生の連絡先はお教えすることは出来ません。
当校へご提供いただいた個人情報は、当校において事務処理、ご案内、発送
業務、等に限ってのみ使用されます。各種調査に利用したり、第三者に提供す
ることは、一切ございません（ただし、法的義務のため情報の提示が求められ
た場合は上記の限りではございません）
。
ご登録いただいた個人情報は個人保護に関する法令、諸規則に基づき管理
致します。個人情報への不正アクセスまたは、紛失、破壊、改ざん、漏洩など
のリスクに対して、技術的に必要な安全対策を継続的に且つ厳重な情報管理・
運営に講ずるよう努めております。
当校が保有する個人情報について開示、訂正、削除がある場合はスクール
までご連絡下さい。ご本人からのお申し出であることが確認できた場合は、す
みやかに開示、訂正、削除致します。個人情報の取扱いについてご意見及び
お問合せは、カルチャー事業本部までご連絡下さい。
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最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
ht t ps:// h l c.t re eoflife.co.j p

ハーバルライフカレッジ16 校 のネットワーク
全国のハーバルライフカレッジで学ぶ充実の約1,400 講座。
講座案内

国内15 校が（公社）
日本アロマ環境協会 総合資格認定校です。

２０１９

（公社）
日本アロマ環境協会 総合資格認定校

NPO 法人 日本メディカルハーブ協会認定校
スリランカ校

札幌校

秋冬

日本アーユルヴェーダ普及協会認定校
生活の木ハンドメイドギルド認定校

名古屋校
仙台校
宇都宮校
神戸校

柏校

広島校

原宿表参道校
飯能校
静岡校

大分校

たまプラーザ校

大阪校

メールマガジン
会員募集中！
※こちらにアクセスしてください
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町田校

福岡校
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Herbal Life College
飯能校 042-972-1787

大阪校 06-6646-1770

札幌校 011-743-9304

町田校 042-812-2793

神戸校 078-262-5272

仙台校 022-263-0139

たまプラーザ校 045-904-3879

広島校 082-502-3443

宇都宮校 028-624-2223

静岡校 054-266-7268

福岡校 092-771-6321

柏校 04-7148-2261

名古屋校 052-242-2568

大分校 097-542-7963

原宿表参道校 0120-821272

スリランカ校 03-3409-1900

（株）生活の木カルチャー事業本部

99-700-3480

