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
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
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

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

地下鉄天神駅
西鉄グランド
ホテル
きらめき通り
岩田屋新館

福岡校（天神VIORO店）
&

天神コア
ソラリア
ステージ

VIORO
プラザ

092-771-6321（受付時間11：00〜21：00）

三越

福岡県福岡市中央区天神2-10-3 VIORO ６F

鉄
福
岡
駅

大丸

地下鉄天神南駅

名古屋校

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！
講座名／講師

イムズ

岩田屋本館 ソラリア 西

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）

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

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

│62618−326−01 │10/8㈪│ 17：30〜19：00
│62618−326−02 │10/23㈫│ 17：30〜19：00
コード│62618−326−03 │11/17㈯│ 17：30〜19：00
│62618−326−04 │12/6㈭│ 17：30〜19：00
│62618−326−05 │3/21㈭│ 17：30〜19：00
受講料 無料 教材費なし

講座内容

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

大阪校

対象者

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。

お持ち物 筆記用具
生活の木Herbal Life College

スタッフ
アロマテラピー入門講座

生活の木Herbal Life College

神戸校

スタッフ
AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会

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

注意事項 ＊予約制（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

全1回
場合もありますがご了承下さい。
│62618−327−01 │10/26㈮│ 14：00〜15：30 講座内容
│62618−327−02 │11/13㈫│ 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
コード│62618−327−03 │11/30㈮│ 17：30〜19：00 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
│62618−327−04 │1/31㈭│ 17：30〜19：00 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
│62618−327−05 │3/13㈬│ 17：30〜19：00 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 ￥2,700− 教材費別 ￥540（税込）
対 象 者 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 お持ち物 筆記用具
│62618−246−03 │9/10㈪│ 12：30〜16：30 講座内容
│62618−246−04 │9/24㈪│ 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
コード│62618−328−01 │12/24㈪│ 12：30〜16：30 を学びます。
│62618−328−02 │3/5㈫ │ 12：30〜16：30 ○ AEAJ アロマテラピーアドバイザー認定講習会
│62618−328−03 │3/21㈭│ 12：30〜16：30 ・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 ￥5,140− 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）
対 象 者 ・アロマテラピー検定試験1級合格の方。
お持ち物 筆記用具、
お持ちの方は
「資格マニュアル」
（最新版）
、
機関誌
「AEAJ」
（最新号）
注意事項 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

広島校

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

堀忍

8月期
コード
│
│ 62618−247−00 講座内容
8/21 │ 9/4 │ 9/18 │
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
続学 早得 7/20まで
全3回 12：30〜17：30 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、
10月期
コード
│
│ 62618−329−00 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
10/9 │ 10/16
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
続学 早得 9/2まで
全2回 12：00〜19：00（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 ￥19,440− 教材費別 初回一括￥3,240 （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）
アロマテラピーのメカニズム
実習：ミツロウクリーム
（5）
アロマテラピーのための健康学
実習：クレイパック
（休憩1時間）
（火曜）
（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
コード
│62619−330−00│
対 象 者 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
3/31 │ 4/21 │
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。

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 ￥19,440− 教材費別 初回一括￥3,240
日曜集中コース
【4月期】

お持ち物 筆記用具、
2015年改訂版
『アロマテラピー検定 公式テキスト1級』
（￥3,456/

税込）
、
生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,240・￥2,160/税込）
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。

注意事項 ※早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
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

続学 早得 2/27まで

全2回 12：30〜19：00
（休憩30分）
（日曜）

三浦 綾子

※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。

【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

│62618−250−00│

講座内容

9/20 │ 10/4 │ 10/18 │ 10/25 │
アロマブレンドデザイナー養成講座
木曜コース
受講料 ￥43,200− 教材費別 4,860
AEAJ認定アロマブレンドデザイナー
アロマセラピスト

竹中 栄子

大分校

アロマブレンドデザイナー養成講座
木曜コース
AEAJ認定アロマブレンドデザイナー
アロマセラピスト

竹中 栄子
アロマブレンドデザイナー養成講座
月曜コース
AEAJ認定アロマブレンドデザイナー
アロマセラピスト

竹中 栄子

ƒ受講申し込みはP61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
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
続学
全4回 11：30〜17：30
（休憩1時間）
（木曜）○
○
「香りのパレット」
を作る
○ブレンド実習とクリエーション
コード
│62618−331−00│
○創作した香りを活かす
11/1 │ 11/22 │ 12/13 │ 1/10 │
◯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。
受講料 ￥43,200− 教材費別 ￥4,860
対 象 者 経験者 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・
続学
全4回 11：30〜17：30
（休憩1時間）
（木曜）
講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
コード
│62619−332−00│
お持ち物 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』
（2,160/
2/11 │ 3/4 │ 4/1 │ 4/15 │
税込）
、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 ￥43,200− 教材費別 ￥4,860
注意事項 ※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
続学

全4回 11：30〜17：30
（休憩1時間）
（月曜）

1

時【全9種】￥100〜500程度）
＝
「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 → 詳細はP1へ

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）

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
AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

│62618−333−01 │10/15㈪│ 12：00〜18：00 講座内容
│62618−333−02 │10/21㈰│ 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
│62618−333−03 │1/8㈫ │ 12：00〜18：00 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
│62618−333−04 │1/14㈪│ 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。
※10/21、
1/14
（休憩30分）
／ 10/15、
1/14
（休憩1時間）○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 ￥12,960− 教材費別 ￥5,400
○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
対 象 者 経験者 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。
）
お持ち物 筆記用具、
『AEAJ認定アロマハンドセラピスト公式テキスト』
（￥1,728/

税込）
、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会員カード 又は 当校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。
）
注意事項 ※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

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

切ってご参加ください。
全1回

続学

【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
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

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

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

コード
講座内容
│62618−334−00│
11/7 │ 11/21 │ 12/5 │ 12/19 │ 12/26 │ 1/16 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
1/30 │ 2/13 │
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 ￥150,660− 教材費別 ￥7,560
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。
対象者
続学 早得 10/6まで

経験者 AEAJアロマテラピーアドバイザー有資格者、
「アロマテラピーアド
バイザー養成講座」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、受験ができないのでご注意ください。

11：30〜18：30
（休憩1時間）
（水曜）
│62618−335−00│
│ 12/22 │ 1/12 │ 1/26 │ 2/2 お持ち物 筆記用具、
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥2,052/税込・成美堂出版・各校で購入
│
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）
（￥2,700/税込）
』
『アロマテラピーインス
、
トラクター公式テキスト
受講料 ￥150,660− 教材費別 ￥7,560
（独自カリキュラム編）
（￥2,160/税込）
』
『アロマテラピー検定
、
公式テキスト1級』
（￥3,456/税込）
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
枚をお持ち下さい。
注意事項 ・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。
続学 早得 10/23まで
全8回 12：30〜19：00
（休憩30分）
（土曜）
全8回
コード
11/24 │ 12/8
2/16 │ 2/23

【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）
月曜集中コース

コード
講座内容
│62618−336−00│
11/12 │ 11/26 │ 12/17 │ 1/21 │ 2/4 │ 2/18 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、
2/25 │ 3/11 │ 3/18 │ 3/25 │ 4/8 │ 4/22 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。
※初回のみ12：00〜14：00
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 ￥170,100− 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
対 象 者 女性限定 経験者 ・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
お持ち物 筆記用具、
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥2,052/税込・成美堂出版）を

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
（実技）
金曜集中コース

続学 早得 10/11まで

全12回 12：00〜17：00
（休憩1時間）
（月曜）注意事項 ※早得対象の方は講座初日にご案内いたします。
コード
講座内容
│62618−337−00│
10/19 │ 11/2 │ 11/16 │ 12/7 │ 12/21 │ 1/11 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、
1/25 │ 2/8 │ 2/22 │ 3/8 │ 3/22 │ 4/5 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。
4/19 │
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、
※最終日のみ12：30〜17：00
圧のかけ方、手技、立ち位置等、実技を通して習得します。
受講料 ￥282,960− 教材費別 初回一括￥19,980 ○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）
対 象 者 女性限定 経験者 ※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
お持ち物 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）
（￥3,780/
』

税込）
、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
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

注意事項 ※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 12：30〜18：00
（休憩30分）
（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
アロマテラピー検定直前対策講座
（1級・2級）

コード│62618−257−00 │10/22 │ 12：00〜17：00 講座内容
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
受講料 ￥5,832− 教材費なし
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！
お持ち物 筆記用具、AEAJ発行検定1級テキストをご用意下さい。

堀忍

注意事項 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）
（月曜）

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

ビジネスセミナー アロマテラピー紀行セミナー

堀忍

事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）
』
（￥3,780/税込）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。

︻ＪＡＰＡ認定︼
︻生活の木 ハンドメイドギルド認定︼
︻ＪＡＭＨＡ認定︼
ホリスティックハーバルプラクティショナー アーユルヴェーダアドバイザー・セラピスト・インストラクター 他 手作り石けん素材研究科・ハンドメイドソープ講師養成講座

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

アロマテラピー検定直前対策講座
（1級・2級）

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）
講座内容
コード│62619−339−00│ 4/28 │ 12：00〜17：00 講座内容
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
受講料 ￥5,832− 教材費なし
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！
お持ち物 筆記用具、AEAJ発行検定1級テキストをご用意下さい。
注意事項 1級の試験には、2級の内容が含まれます。

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

三浦 綾子
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

嶋津 恵美子
インストラクター試験直前対策講座
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

堀忍
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

全1回
（休憩30分）
（日曜）

│ 受講生優待 │62618−258−01│ 9/13 講座内容
コード
一般
│
│62618−258−02│ 9/13 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：￥10,800− 一般：￥16,200−
お持ち物 筆記用具、
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥2,052/税込・成美堂出版）
『ア
教材費なし
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）
注意事項 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 11：30〜17：30
（休憩30分）
（木曜）
優待価格
（￥16,200のところ￥10,800/税込）
となります。
受講生優待 │62619−340−01│ 3/13 講座内容
│
コード
一般
│
│62619−340−02│ 3/13 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：￥10,800− 一般：￥16,200−
お持ち物 筆記用具、
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥2,052/税込・成美堂出版）
『ア
教材費なし
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 12：00〜16：30
（休憩30分）
（水曜）
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
│ 受講生優待 │62619−341−01│ 3/16
テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥2,160/税込）
コード
一般
│
│62619−341−02│ 3/16
注意事項 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
（￥16,200のところ￥10,800/税込）
となります。
受講料 受講生優待：￥10,800− 一般：￥16,200−
教材費なし
全1回 12：30〜16：30
（休憩30分）
（土曜）

三浦 綾子

【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
メディカルハーブ資格対応コース
講座説明会

神戸校

生活の木Herbal Life College

スタッフ
メディカルハーブ入門講座

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│62618−342−01 │10/5㈮│ 17：30〜18：30 講座内容
│62618−342−02 │11/4㈰│ 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
│62618−342−03 │12/9㈰│ 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、
コード
│62618−342−04 │1/27㈰│ 18：00〜19：00 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
│62618−342−05 │2/19㈫│ 18：00〜19：00 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
│62618−342−06 │3/12㈫│ 18：00〜19：00（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
対 象 者 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。
お持ち物 筆記用具
注意事項 予約制（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
全1回
合もありますがご了承下さい。
│62618−343−01 │10/12㈮│ 17：30〜19：00 講座内容
│62618−343−02 │11/12㈪│ 16：00〜17：30 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│62618−343−03 │12/24㈪│ 17：30〜19：00「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
│62618−343−04 │3/5㈫ │ 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
│62618−343−05 │3/28㈭│ 17：30〜19：00 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 ￥2,700− 教材費別 ￥540
○ JAMHA プログラム説明
対 象 者 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 お持ち物 筆記用具

広島校

【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＆ライフ検定対応
ハーブ＆ライフコーディネーター
養成講座
火曜集中コース

コード
│62619−346−00│
1/15 │ 1/29 │

講座内容

「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

受講料 ￥19,440− 教材費別 ￥4,860

対象者
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

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。

お持ち物 筆記用具、JAMHA発行『ハーブ＆ライフ検定テキスト』
（￥2,700/税込）
を
続学

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2回 11：30〜18：30
（休憩1時間）
（火曜）注意事項 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。

福岡校

【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
火曜集中コース
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
土曜集中コース

コード
│62618−344−00│
12/4 │ 12/18 │ 1/22 │

講座内容

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 ￥19,440− 教材費別 初回一括￥6,480 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
続学 早得 11/3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
全3回 11：30〜16：30
（休憩1時間）
（火曜）
（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
│62618−345−00│
（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
12/1 │ 12/15 │ 1/19 │
（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 ￥19,440− 教材費別 初回一括￥6,480 対 象 者

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。

大分校

お持ち物 筆記用具、JAMHA発行『メディカルハーブ検定テキスト』
（￥3,024/税込）

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

ƒ受講申し込みはP61へ

注意事項 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。教材費には、公式テキ

続学 早得 10/31まで

全3回 11：30〜16：30
（休憩1時間）
（土曜）

3

ストに掲載されている15種類のハーブがセットになった「メディカルハ
ーブ検定公式テキスト対応ハーブセット（￥4,104/税込）
」が含まれます。

＝
「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 → 詳細はP1へ

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）

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
JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
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

徳本 昭子
JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
木曜集中コース
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

徳本 昭子
JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
金曜集中コース
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

徳本 昭子

コード
講座内容
│62618−348−00│
12/2 │ 12/9 │ 12/16 │ 12/23 │ 1/6 │ 1/13 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
2/3 │ 2/24 │ 3/17 │
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 ￥129,600−
にもおすすめします。
教材費別 初回一括 実習費￥2,160 テキスト代￥3,088 （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
続学 早得 11/1まで
（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
全9回 12：00〜17：00
（休憩1時間）
（日曜）
（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
コード
│62619−347−00│
1/24 │ 1/31 │ 2/14 │ 2/28 │ 3/7 │ 3/14 （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メディカルハーブ
（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
3/28 │ 4/4 │ 4/18 │
（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）
受講料 ￥129,600−
（18）自然治癒力を高めるライフスタイル及び修了式
教材費別 初回一括 実習費￥2,160 テキスト代￥3,088 （17）ハーバルライフのデザイン
続学 早得 12/23まで
対 象 者 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
全9回 11：30〜16：30
（休憩1時間）
（木曜）
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。
コード
│62618−265−00│
8/10 │ 8/17 │ 8/31 │ 9/7 │ 9/14 │ 9/21 お持ち物 筆記用具
9/28 │ 10/5 │ 10/12 │
注意事項 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
受講料 ￥129,600−
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
教材費別 初回一括 実習費￥2,160 テキスト代￥3,088
ンターにてご購入いただきます。
続学 早得 7/9まで
全9回 11：30〜16：30
（休憩1時間）
（金曜）

【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
コード

│62619−349−00│

講座内容

2/12 │ 2/19 │ 2/26 │ 3/12 │ 3/19 │ 3/26 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
4/2 │ 4/9 │ 4/16 │
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。
火曜集中コース
受講料 ￥155,520−
（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
教材費別 初回一括テキスト代￥4,536

（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
（13）
免疫系の植物療法
（14）植物美容法
（15）
妊娠と出産、小児科領域の植物療法
（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
対 象 者 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
お持ち物 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・￥3,456/税込）
を各自ご用意ください。
※『メディカルハーブ植物療法科テキスト』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
続学 早得 1/11まで

徳本 昭子

注意事項 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 12：00〜17：00
（休憩1時間）
（火曜）

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／ハーバルプラクティショナー養成講座
コード

│62619−350−00│

講座内容

1/20 │ 1/27 │ 2/10 │ 2/17 │ 3/3 │ 3/10 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 3/24 │ 4/7 │ 4/14 │
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 ￥155,520−
（1）化学の基礎Ⅰ
（2）化学の基礎Ⅱ
（3）序論・生合成
教材費別 初回一括テキスト代 ￥1,080

（4）糖質
（7）芳香族化合物Ⅱ
（10）テルペノイド・ステロイドⅡ
（13）
アルカロイドⅡ
（16）機能性天然物質Ⅱ
対象者

（5）脂質
（8）芳香族化合物Ⅲ
（11）テルペノイド・ステロイドⅢ
（14）
アルカロイドⅢ、その他の物質
（17）機能性天然物質Ⅲ

（6）芳香族化合物Ⅰ
（9）テルペノイド・ステロイドⅠ
（12）アルカロイドⅠ
（15）
機能性天然物質Ⅰ
（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

お持ち物 筆記用具、
（2016年
『メディカルハーブの事典−主要100種の基本データー

徳本 昭子

注意事項 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 12：00〜17：00
（休憩1時間）
（日曜）

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。

【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）P58掲載
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受けられる講座です。

【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
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
ハーバルセラピスト
試験直前対策講座
【11月試験対応】
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

│62618−268−00 │8/8㈬ │ 12：00〜15：00 講座内容
コード
│62619−351−00 │2/9㈯ │ 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 ￥3,888− 教材費なし
お持ち物 筆記用具、メディカルハーブ検定テキスト
全1回

│ 受講生優待 │62618−352−01│ 10/31 講座内容
コード
一般
│
│62618−352−02│ 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。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：￥10,800− 一般：￥16,200−
お持ち物 筆記用具、ハーバルセラピストテキスト
教材費なし
注意事項 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
（￥
16,200のところ￥10,800/税込）
となります。
全1回 12：00〜17：00
（休憩30分）
（水曜）
│ 受講生優待 │62618−353−01│ 10/30㈫ 講座内容
コード

一般
│
│62618−353−02│ 10/30㈫ 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
試験直前対策講座
【11月試験対応】 受講料 受講生優待：￥10,800− 一般：￥16,200− ましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。

徳本 昭子

（東京堂出版）
』
』
の事典−主要100種の基本データ−
注意事項 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）

格
（￥16,200のところ￥10,800/税込）
となります。

Check!

ƒ受講申し込みはP61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

お持ち物 筆記用具、
『メディカルハーブ植物療法科テキスト』
、
『メディカルハーブ

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

ビジネスセミナー アロマテラピー紀行セミナー

改訂新版）
（東京堂出版・￥3,456/税込）
』
『薬学生のための天然物化学テ
キスト
（廣川書店・￥4,860/税込）
』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。

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 12/19まで

︻ＪＡＰＡ認定︼
︻生活の木 ハンドメイドギルド認定︼
︻ＪＡＭＨＡ認定︼
ホリスティックハーバルプラクティショナー アーユルヴェーダアドバイザー・セラピスト・インストラクター 他 手作り石けん素材研究科・ハンドメイドソープ講師養成講座

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

ハーバルプラクティショナー
試験直前対策講座
【11月試験対応】
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

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）
講座内容
│ 受講生優待 │62618−354−01│ 11/4 講座内容
コード
一般
│
│62618−354−02│ 11/4 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：￥10,800− 一般：￥16,200−
お持ち物 筆記用具、
『メディカルハーブ植物化学科テキスト』
、2016年改訂新版『メ
教材費なし
（東京堂出版）
』
『薬学
ディカルハーブの事典−主要100種の基本データ−
生のための天然物化学テキスト
（廣川書店）
』
注意事項 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
（￥16,200のところ￥10,800/税込）
となります。

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース

名古屋校

JAPA資格対応コース講座事前説明会

│62619−355−01 │1/24㈭│ 17：30〜18：30 講座内容
コード
│62619−355−02 │2/10㈰│ 18：00〜19：00 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 無料 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
お持ち物 筆記用具
注意事項 ＊予約制
（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

生活の木Herbal Life College

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。
62618−274−00
講座内容
│
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
3月期
コード
│
│ 62619−356−00（1）
アーユルヴェーダの歴史と哲学
水曜集中コース
3/6 │ 3/27 │
（2）
体質別の新生活術Ⅰ
（3）
体質別の新生活術Ⅱ
受講料 ￥25,920− 教材費別 初回一括￥2,268 （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

スタッフ

9月期
│
9/5 │ 9/19 │

コード

大阪校

お持ち物 筆記用具、書籍『癒しのアーユルヴェーダ』
（BAR

ジャパン・￥1,728/
税込）
（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。

注意事項 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

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

全2回 11：30〜18：30
（休憩1時間）
（水曜）

野口 千鶴

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース

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。

P58〜59掲載

アーユルヴェーダアドバイザー養成講座（開催校：名古屋校・大阪校・福岡校・原宿表参道校・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。

神戸校

アーユルヴェーダセラピスト養成講座（開催校：原宿表参道校）
アーユルヴェーダの理論から実技までトータルに習得いただけます。

【アーユルヴェーダ】〜スリランカのつどい〜現地で体験するアーユルヴェーダ講座説明会（開催校：原宿表参道校）
原宿表参道校
〜スリランカのつどい〜
現地で体験するアーユルヴェーダ
講座説明会
生活の木Herbal Life College

スタッフ

│61018−717−01 │9/4㈫ │ 13：30〜15：30 講座内容
│61018−717−02 │9/18㈫│ 19：00〜20：30 スリランカで学ぶアーユルヴェーダ講座の説明会です。
コード
│61018−717−03 │1/18㈮│ 10：00〜12：00 ・
「JAPA 認定アーユルヴェーダ特別集中講座」詳細説明
│61018−717−04 │2/12㈫│ 10：00〜12：00 ・
「アーユルヴェ―ディックライフ〜食・Yoga・瞑想〜」講座詳細説明
・お申込みの流れについての説明
受講料 無料 教材費なし
・質疑応答
・ハーブティーブレイク
全1回 お持ち物 筆記用具

【アーユルヴェーダ】JAPA認定

アーユルヴェーダ特別集中講座（開催校：スリランカ校）

広島校

コード
│
│
2018年11月27日㈫〜12月2日㈰予定

講座内容

本コースは、スリランカでの研修を通じてアーユルヴェーダ医学専門家などの指導の
下、行なわれる6日間のコースです。日常に生かすことのできるアーユルヴェーダの
基礎理論と実践法を学びます。
※このコースに合わせて説明会「スリランカのつどい」も開催しております。
2018年秋のカリキュラム内容
（予定）
1日目 アーユルヴェーダとスリランカ伝統医学の歴史・スリランカの食事と調理法
2日目 アーユルヴェーダマッサージ療法の基礎
3日目 パンチャカルマと前処理
4日目 アーユルヴェーダビューティーケアと女性の健康
5日目 コロンボ大学アーユルヴェーダワークショップ
6日目 コロンボ大学アーユルヴェーダワークショップ
※内容は講師の都合、天候等の状況により順番が入れ替わることがあります。
※日程は変更になることもございます。

コロンボ大学・JAPAスリランカ校で学ぶ
アーユルヴェーダ特別集中講座
受講料 ￥359,700−（予定）

お持ち物 筆記用具

福岡校

アーユルヴェーダ医学専門家

【アーユルヴェーダ】JAPA企画
JAPAスリランカ校
アーユルヴェーディックライフ講座
〜食・Yoga・瞑想〜

全6日間

続学

注意事項 ※航空券・宿泊費別

（TEL：03−3409−1900）
までご連絡下さい。
※お申込み・お問合せは生活の木トラベル

アーユルヴェーディックライフ講座（開催校：スリランカ校）

コード
│
2019年3月〜4月予定

│

講座内容

アーユルヴェーダでいう瞑想にはいくつかあり、呼吸法を取り入れた動く瞑想の「ヨガ」
、
栄養を補うための瞑想である「食事」
、
そしてゆっくり目を閉じて行う「瞑想」があります。
アーユルヴェーダでいう 3 つの瞑想法をスリランカでゆっくり体験する 5 日間。
○ヴィパッサナ瞑想
（瞑想①）
○アーユルヴェーダ食事療法
（瞑想②）
○ハタ・ヨガ
（瞑想③）
○アーユルヴェーダ基礎理論
○アーユルヴェーダ・トリートメント ○スリランカのスーパーフード
※このコースに合わせて説明会「スリランカのつどい」も開催しております。

受講料 ￥142,300−（予定）

お持ち物 筆記用具
注意事項 ※航空券・宿泊費別

※受講料、カリキュラムは変更になる可能性があ
ります。※実際の講座時間帯は、
カリキュラムの内容によって変わります。
※お申込み・お問合せは生活の木トラベル
（TEL：03−3409−1900）
までご連絡下さい。

アーユルヴェーダ医学専門家

大分校

【手作り石けん・化粧品】生活の木ハンドメイドギルド認定コース／入門講座
│62618−357−01 │10/17㈬│ 15：00〜17：00 講座内容

│62618−357−02 │11/14㈬│ 16：00〜18：00 10/17 マルセイユソープ
11/14 クレイでさっぱりマーブルソープ
ハンドメイドギルド手作り石けん入門講座
│62618−357−03 │12/3㈪│ 14：00〜16：00 12/ 3 夏のお肌いたわりソープ
1/ 5 カモマイル＆ハニーソープ
コード
手作り石けん
│62618−357−04 │1/5㈯ │ 16：00〜18：00 2/ 9 ダマスクローズの贅沢フェイスソープ
1日体験コース
│62618−357−05 │2/9㈯ │ 16：30〜18：30
生活の木Herbal Life College

スタッフ

ƒ受講申し込みはP61へ

（メガネでも可）
│62618−357−06 │3/20㈬│ 16：30〜18：30 お持ち物 筆記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、あればゴーグル
注意事項 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
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,296
加下さい。
全1回

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 → 詳細はP1へ

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）
講座内容
コード
講座内容
│62618−358−00│
生活の木ハンドメイドギルド認定コース 10/1 │ 10/29 │ 11/19 │ 12/10 │ 1/7 │ 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 ￥19,440− 教材費別 初回一括￥4,158 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。
3回目の精油代、6回目の教材費は別途徴収いた ※講座終了後5回以上出席された方に、
ハンドメイドソーパー基礎科修了書を発行致
します。
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
お持ち物 筆記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、ゴーグル
（メガネでも可）
、電卓
生活の木

古賀 汐莉

続学

注意事項 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

全6回 14：00〜16：00
（月曜）

加ください。

【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 研究科/ハンドメイドソープ講師養成講座（開催校：原宿表参道校）P59〜60掲載
思い通りの石けんを作るためのノウハウを磨きます。／「手作り石けん基礎科」の講師を育成するカリキュラムです。
ハンドメイドギルド
手作り化粧品レッスン

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│62618−359−01 │10/3㈬│ 15：00〜16：30
│62618−359−02 │11/10㈯│ 15：00〜16：30
│62618−359−03 │11/28㈬│ 15：00〜16：30
コード
│62618−359−04 │12/11㈫│ 17：30〜19：00
│62618−359−05 │2/14㈭│ 17：30〜19：00
│62618−359−06 │3/30㈯│ 15：00〜16：30

講座内容

① 10/ 3
② 11/10
③ 11/28
④ 12/11
⑤ 2/14
⑥ 3/30

パウダーファンデーション作り、美容に良いハーブ
（教材費￥972 税込）
海藻クレイパック作り、フェイシャルスチーム
（教材費￥1,296 税込）
クレンジング作り、睡眠のおはなし
（教材費￥1,296 税込）
ローズの化粧水作り、肌のしくみを知る
（教材費￥1,836 税込）
オリーブスクワランの日焼け止め作り、ハーブで疲労回復
（教材費￥1,728 税込）
シアバターたっぷりシトラスボディミルク作り、
癒しの時間作り
（教材費￥756 税込）

受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥756〜￥1,836
全1回 お持ち物 筆記用具、エプロン

アロマ･ハーブ講座
〜マヌカハニーで作る〜
ハニーハーブシロップ講座

│62618−360−01 │10/24㈬│ 16：00〜17：30 講座内容
コード│62618−360−02 │11/9㈮│ 12：00〜13：30 ローズヒップ、ハイビスカス、ホーソンなど注目のメディカルハーブを使用します。
│62618−360−03 │3/20㈬│ 14：00〜15：30 活用法など試食していただきながら解説していきます。
お持ち物 筆記用具

受講料 ￥2,700− 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

全1回

徳本 昭子

│62618−361−01 │10/2㈫│ 12：00〜14：00
│62618−361−02 │10/28㈰│ 14：30〜16：30
庭・ベランダでカンタン！ハーブ栽培！
62618−361−03 │11/6㈫│ 15：00〜17：00
フレッシュハーブで手作りキッチンリース！ コード│
│62618−361−04 │12/25㈫│ 15：00〜17：00
│62618−361−05 │2/15㈮│ 12：00〜14：00
│62618−361−06 │3/29㈮│ 16：00〜18：00
ハーブガーデン
「Little Green Takk」
運営

水草 岳司

受講料 ￥2,916− 教材費別 ￥1,000

注意事項 アレルギーのある方は、事前にお知らせください。
講座内容

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、
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
と利用法などを楽しく学びます。
お持ち物 筆記用具、ゴム手袋、ハンドタオル、ビニール袋
（小サイズ4~5枚）
、ハ

ーブ苗の持ち帰り用バッグ
（トート、紙袋・手さげ袋等）
注意事項 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

AEAJ認定アロマブレンドデザイナー

村上 有香
香りのオーナメント
〜アロマストーン作り〜

プリザーブドフラワーデザイナー

村上 有香
香るハーバリウム
〜香って楽しむ クリスマス〜

ハーバリウムデザイナー

お持ち物 エプロン 筆記用具
全1回 注意事項 石膏で洋服が汚れる場合がありますので、エプロンをご持参ください。
│62618−388−01 │11/11㈰│ 11：30〜13：30 講座内容
コード
│62618−388−02 │12/12㈬│ 13：00〜15：00 ボトルに広がる植物・お花の世界。想像力を膨らませながら素材を選んだり、色合
い・配置を考えたり、夢中になれる時間です。ハーバリウムオイルとアロマストー
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥2,300
ンにクリスマスをイメージした香りをつけて仕上げます。
対 象 者 女性限定
お持ち物 筆記用具、エプロン
全1回 注意事項 オイルをこぼしたりする場合がありますので、エプロンをご持参ください。

Check!

ƒ受講申し込みはP61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

村上 有香

対 象 者 女性限定
全1回 お持ち物 筆記用具
│62618−384−01 │10/28㈰│ 11：30〜13：30 講座内容
│62618−384−02 │11/5㈪│ 11：30〜13：30 石膏と水を混ぜ、キュートな型に流し込んで固めます。お好みで色付けしたり、ビー
コード
│62618−384−03 │11/27㈫│ 15：00〜17：00 ズを付けたり想像以上のかわいさです。お好みの精油をいくつか選んでアロマブレ
│62618−384−04 │2/6㈬ │ 11：30〜13：30 ンドも作りますので、すぐにお家で楽しめます。
対 象 者 女性限定
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥2,000

受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥1,000

ビジネスセミナー アロマテラピー紀行セミナー

全1回
フレッシュハーブを使用
│62618−374−01 │10/20㈯│ 15：00〜16：30 講座内容
│62618−374−02 │11/6㈫│ 12：00〜13：30 ハンガリー王妃が使っていたというハンガリアンウォーター。ローズマリーのチン
若返りの水といわれる
コード│62618−374−03 │11/30㈮│ 12：00〜13：30 キとお好みの精油、ローズウォーターで作ります。使用するハーブや精油のお話も
ハンガリアンウォーターを作ろう
│62618−374−04 │2/5㈫ │ 12：00〜13：30 しますので初めての方もお気軽に参加していただけます。
│62618−374−05 │3/2㈯ │ 15：00〜16：30
お持ち物 筆記用具
JAMHA認定シニアハーバルセラピスト
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥1,500
清水 純子
全1回
│62618−375−01 │10/8㈪│ 12：00〜13：30 講座内容
│62618−375−02 │11/3㈯│ 15：00〜16：30 普段飲まれているコーヒー、緑茶もハーブです。でも、意外とその健康効果、パワー
身近なハーブを知ろう
│62618−375−03 │2/1㈮ │ 15：00〜16：30 は知られていません。ここでその効能などを学びませんか？コーヒーをメインに緑
コーヒー、
緑茶、
桑葉茶のパワーと飲み方 コード│
62618−375−04 │3/1㈮ │ 15：00〜16：30 茶、それから、私たち日本人が是非摂りたい桑葉茶
（マルベリー）
の紹介をしていき
│62618−375−05 │3/30㈯│ 12：00〜13：30 ます。試飲もある楽しい講座です。
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
お持ち物 筆記用具
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥500
清水 純子
全1回
│62618−376−01 │10/23㈫│ 15：00〜16：30 講座内容
コード
│62618−376−02 │11/23㈮│ 11：30〜13：00 ①タイプ別おすすめハーブ、精油のご紹介
〜アロマ＆ハーブでヘルシーエイジング〜
②更年期のハーバルケアのお話
（保湿ケア・植物オイル選びなど）
更年期のセルフケア
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥1,500
③オリジナルのブレンドハーブティーとアロマブレンドオイル作り
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
お持ち物 筆記用具
徳本 昭子
全1回 注意事項 アレルギーのある方は、事前にお知らせください。
│62618−377−01 │11/13㈫│ 12：00〜13：30 講座内容
コード│62618−377−02 │11/25㈰│ 15：00〜16：30 ①抗菌や防カビに使うスパイスについて ②その他ポマンダーにおすすめの柑橘類
〜香りの魔除け〜
│62618−377−03 │3/15㈮│ 15：00〜16：30 ③クリスマスオーナメント活用法
④スパイスハーブティー試飲
オレンジポマンダー作り
⑤オレンジポマンダー作り
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥1,500
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
お持ち物 筆記用具
徳本 昭子
全1回 注意事項 アレルギーのある方は、事前にお知らせください。
│62618−383−01 │10/26㈮│ 16：30〜18：00 講座内容
│62618−383−02 │11/17㈯│ 11：30〜13：00 お好みの精油と気になるフラワーエッセンスを選んで、外出先でも使いやすいアロ
コード
はじめてさんのお守りアロマづくり
│62618−383−03 │2/5㈫ │ 15：30〜17：00 マバームを作ります。フラワーエッセンスはフラワーカードを使いますので、はじ
〜フラワーエッセンス入りアロマバーム〜
│62618−383−04 │3/20㈬│ 11：30〜13：00 めての方も楽しめます。ご自分で選んだ植物のメッセージをきいてみませんか？

︻ＪＡＰＡ認定︼
︻生活の木 ハンドメイドギルド認定︼
︻ＪＡＭＨＡ認定︼
ホリスティックハーバルプラクティショナー アーユルヴェーダアドバイザー・セラピスト・インストラクター 他 手作り石けん素材研究科・ハンドメイドソープ講師養成講座

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・教材費（税込）

講座内容

手作り石けん・化粧品講座
アロマオイル香水
ナチュラルな香水をお守りに！
AEAJ認定アロマセラピスト

大藤 チエミ

│62618−362−01 │10/2㈫│ 16：00〜18：00
│62618−362−02 │11/10㈯│ 12：00〜14：00
コード
│62618−362−03 │11/30㈮│ 14：30〜16：30
│62618−362−04 │2/6㈬ │ 15：00〜17：00
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥2,500

講座内容

ふんわり香る優しい、オーデコロンを作ります。好きな香りは今、自分にとって必
要な香りです。香りをお守りにして、日々の荒波を乗り越え、穏やかな心で
（なり
たい自分）
を引き寄せていきましょう。市販の香水が苦手な方や男性、子育て中の
ママさんにもおすすめです。

名古屋校
大阪校

全1回
│62618−363−01 │10/8㈪│ 14：30〜16：30 講座内容
│62618−363−02 │11/3㈯│ 12：00〜14：00 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
コード
香る ボタニカル キャンドル
│62618−363−03 │12/11㈫│ 14：30〜16：30 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
香りと1/Fのゆらぎのいやし
│62618−363−04 │3/23㈯│ 11：30〜13：30 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。
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥2,500
AEAJ認定アロマセラピスト
お持ち物 エプロン、持ち帰り用バック
大藤 チエミ
全1回 注意事項 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。
│62618−364−01 │10/27㈯│ 12：00〜14：00 講座内容
│62618−364−02 │11/17㈯│ 14：30〜16：30 MPソープを作って宝石みたいなキラキラ宝石を作ります。色と香りをお好みで選び
コード
キラキラ 宝石石鹸
│62618−364−03 │11/23㈮│ 14：00〜16：00 ます。フレグランスソープとしてインテリアとして楽しめます。苛性ソーダを使っ
MPソープで作るフレグランスソープ
│62618−364−04 │2/15㈮│ 16：00〜18：00 ていないのでその日のうちにお使いできます。
AEAJ認定アロマセラピスト
注意事項 石けんを製作しますので、動きやすい服装でお願いします。
受講料 ￥3,000− 教材費別 ￥2,500
大藤 チエミ
全1回
│62618−365−01 │10/27㈯│ 15：00〜17：00 講座内容
│62618−365−02 │11/25㈰│ 12：00〜14：00 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
コード
恋するアロマ ワックス サシェ
│62618−365−03 │1/23㈬│ 16：00〜18：00 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
ふんわり香る キャンドル
│62618−365−04 │2/1㈮ │ 17：30〜19：30 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
し、時を忘れる癒しのひと時をお楽しみください。
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥2,000
AEAJ認定アロマセラピスト
お持ち物 エプロン、持ち帰り用バック
大藤 チエミ
全1回 注意事項 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。
│62618−366−01 │10/20㈯│ 11：30〜13：30 講座内容
│62618−366−02 │11/9㈮│ 16：00〜18：00 MP ソープに色彩と香りをとじこめて、キラキラ・カラフルなアロマ石けんを作りま
コード
MPソープで作る
│62618−366−03 │12/11㈫│ 11：30〜13：30 す。ひと手間加えることで、多彩な表情を見せてくれます。コツを掴むとアイデア
〜きらめきアロマ石けん〜
│62618−366−04 │3/9㈯ │ 16：00〜18：00 もひろがります。
AEAJ認定アロマブレンドデザイナー

村上 有香
肌に優しい手作り石けん
全身に使えます

神戸校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

太田 富美子

対 象 者 女性限定
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥1,500
全1回
（土曜）お持ち物 筆記用具
│62618−372−01 │10/23㈫│ 12：00〜14：00 講座内容
│62618−372−02 │11/20㈫│ 12：00〜14：00 オリーブ油等を使って石けんを手作りします。肌や髪にも優しく、
赤ちゃんにも使っ
コード│62618−372−03 │11/28㈬│ 11：30〜13：30 ていただけます。お好みで精油を混ぜて頂くことも可能です。
（別途料金がかかり
│62618−372−04 │2/27㈬│ 12：00〜14：00 ます。
）
│62618−372−05 │3/2㈯ │ 12：00〜14：00
お持ち物 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、
マスク、ゴーグル、筆記用具
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥1,800
全1回 注意事項 薬品等を使用します。作業しやすい服装
（長袖）
で参加をお願いします。

トリートメント・マッサージ講座
アロマヘッドセラピー
［1月期］

コード
│62619−368−00│
1/17㈭│1/18㈮│

講座内容

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・身
近の方に、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。

受講料 ￥30,240− 教材費別 ￥2,000

お持ち物 バスタオル2枚、フェイスタオル1枚
ISA認定メディカルアロマセラピスト

注意事項 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 12：00〜18：00
（休憩1時間）
お願い致します。
コード│62619−369−00│3/23㈯│ 15：00〜18：00 講座内容
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 ￥10,800− 教材費別 ￥3,500
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。
対 象 者 女性限定

堀忍

広島校

お持ち物 フェイスタオル2枚、大きめの鏡、必要であれば化粧道具
ISA認定メディカルアロマセラピスト

注意事項 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

堀忍

全1回
（土曜）

お願い致します。

マタニティ・ベビー・キッズ講座
│62618−386−01 │10/26㈮│ 11：30〜13：00 講座内容

62618−386−02 │11/15㈭│ 11：30〜13：00 風邪対策、オムツかぶれ、あせも、おそうじ等に使えるレシピを知って毎日の生活に
ママと子どものナチュラルアロマ生活 コード│
│62618−386−03 │12/14㈮│ 11：30〜13：00 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

福岡校

AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー

山村 容子

│62618−386−04 │2/1㈮ │ 11：30〜13：00 に！天然成分を使ったブレンド実習＆すぐに使えるルームスプレーのおみやげ付き。
│62618−386−05 │3/1㈮ │ 11：30〜13：00
（8〜10 ヶ月） 生後6 ヶ月〜2歳
対 象 者 女性限定 親子 ※妊娠後期
受講料 ￥2,160− 教材費別 ￥1,000
お持ち物 お子様のお出かけグッズ、
お気に入りのおもちゃ
（電子音のならないもの）
※抱っこひも
（赤ちゃんとご参加の方は実習の時に便利です）
全1回 注意事項 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.

シーズナル・ライフスタイル講座
スーパーフード入門講座

大分校

生活の木
スーパーフードアドバイザー
季節のアロマキャンドル

ACA認定キャンドルスペシャルアーティスト

疋田 みゆき

ƒ受講申し込みはP61へ

│62618−370−01 │11/5㈪│ 17：30〜19：00 講座内容
│62618−370−02 │11/20㈫│ 15：00〜16：30 美と健康に良い栄養分を豊富に含む「スーパーフード」を楽しく、美味しく学べる
コード
│62618−370−03 │12/12㈬│ 17：30〜19：00 講座です。
│62618−370−04 │3/7㈭ │ 17：30〜19：00 ・スーパーフードのプロフィール ・スーパーフードの取り入れ方、活用法
・簡単な実習＆試食
・スーパーフードゴールデンベリー
（30g）
プレゼント
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥540
【ご紹介する スーパーフード】
・オイルで健康に
・チアシードでスッキリボディ
・アサイーで内側からキレイになる
・ゴールデンベリーでアンチエイジング
・マキベリーで美味しくビューティーケア ・その他の魅力的なスーパーフード
全1回 お持ち物 筆記用具
│62618−371−01 │10/24㈬│ 13：00〜15：00 講座内容
│62618−371−02 │11/14㈬│ 13：00〜15：00 10 月はみつろうのローズキャンドル、11 月はジェルキャンドル、12 月はクリスマス
│62618−371−03 │12/6㈭│ 13：00〜15：00 ツリー、1 月はバレンタインチョコレートキャンドル、2 月は香りを楽しむワックス
コード
│62618−371−04 │1/23㈬│ 13：00〜15：00 サシェ、3 月はアネモネをのせた本格的ボタニカルキャンドルを作ります。
│62618−371−05 │2/20㈬│ 13：00〜15：00
│62618−371−06 │3/29㈮│ 13：00〜15：00 お持ち物 エプロン、筆記用具
注意事項 製作中は火傷には十分注意して下さい。キャンドルで服が汚れることが
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥800〜￥1,300
ありますのでエプロンをお持ち下さい。レッスンの内容は予告なく変更
全1回
することがあります。
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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 → 詳細はP1へ

15種類のハーブとスパイスで
香味油作り
JAMHA認定シニアハーバルセラピスト

太田 富美子
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
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
九州リフレクソロジーフットケア学院

原田 泰子
アーユルヴェーダライフ
ヘッドスパ体験

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）
講座内容
│62618−373−01 │11/27㈫│ 12：00〜14：00 講座内容
│62618−373−02 │12/25㈫│ 12：00〜14：00 15 種類のドライハーブやスパイスを使ったオリジナルハーブ入りごま香味油作りを
コード
│62618−373−03 │2/27㈬│ 15：00〜17：00 紹介します。
│62618−373−04 │3/15㈮│ 12：00〜14：00
お持ち物 筆記用具、エプロン
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥1,800
注意事項
全1回
（木曜）
│62618−378−01 │ 10/11 │ 15：00〜17：30 講座内容
│62618−378−02 │ 11/8 │ 15：00〜17：30 個人個人のタイプ別に分けて 陰陽五行別にオリジナル食事療法、香りを学んでい
コード│62618−378−03 │ 11/29 │ 15：00〜17：30 きます。
│62618−378−04 │12/20 │ 15：00〜17：30
│62618−378−05 │ 2/21 │ 12：00〜14：30 お持ち物 筆記用具
注意事項 四柱推命 鑑定書を作成いたしますので 前もって生年月日
（お時間も）
受講料 ￥4,320− 教材費別 ￥3,240
オリジナル鑑定シートを作成いたします。
全1回
（木曜）

│62618−379−01 │ 10/11 │ 12：00〜13：30 講座内容
コード│62618−379−02 │ 11/29 │ 12：00〜13：30 話題の骨盤矯正、呼吸法で呼吸を整えて、歪みをチェックしていきましょう。骨盤
│62618−379−03 │ 2/21 │ 16：00〜17：30 の位置を調整することで体のバランスを整え、美しい姿勢に導いていきます。

全1回
（木曜）
│62618−380−01 │ 11/8 │ 12：00〜14：00 講座内容
コード
│62618−380−02 │12/20 │ 12：00〜14：00 ヘルスケア マインドケアの実践法について： ヘッドスパ
（スカルプケア）
体験

ココロを元気にする
「フラワーエッセンス」
講座
バッチ財団登録プラクティショナー

まるた よしえ
はじめての
「アロマテラピー占星術」
〜3回コース〜

お持ち物 タオル2枚

受講料 ￥4,320− 教材費別 ￥750

SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

原田 泰子

お持ち物 ヨガマット

受講料 ￥3,780− 教材費なし

全1回
（木曜）

│62618−381−01 │11/5㈪│ 14：30〜16：30 講座内容
コード│62618−381−02 │2/7㈭ │ 12：00〜14：00 フラワーエッセンスの選び方と使い方をわかりやすく学びます。レッスンの中で、
│62618−381−03 │3/9㈯ │ 12：00〜14：00 今の心の状態に必要なフラワーエッセンスを選び、自分だけのボトルを作り、お持
ち帰り頂きます。
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,500
全1回 お持ち物 筆記用具
コード
│62618−382−00│
10/3 │ 10/10 │ 10/17 │

講座内容

（1 回目）
バースチャートの基本的な読み方、10 惑星の象徴オイル
（2 回目）
バースチャートに表されている 4 つのエレメントと偏りの調整法、
12 サインの象徴オイル
（3 回目）
12 サインと身体の部位の関係、パーソナル・アロマスプレー作成

受講料 ￥12,960− 教材費別 ￥2,000
エコル＊ソレイユ 主宰・講師

まるた よしえ
アロマージュフラワー
〜しめ縄リースのお正月飾り〜
プリザーブドフラワーデザイナー

村上 有香

お持ち物 筆記用具
全3回 12：00〜14：00
（水曜）注意事項 お申込時に生年月日、出生地、出生時間をお知らせ下さい。
コード│62618−385−00│ 12/14 │ 16：00〜18：00 講座内容
カラフルなしめ縄にアーティフィシャルフラワー等で華やかに飾りつけします。お
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥2,500
正月をイメージしたアロマブレンドは、しめ飾りに香りをつけてもルームスプレー
としても使えます。お花と香りで新しい年を迎えましょう。
対 象 者 女性限定
全1回
（金曜）お持ち物 筆記用具

ハーブ・アロマテラピーの為のビジネスセミナー講座（開催校：大阪校・原宿表参道校）P60掲載
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。

佐々木 薫のアロマテラピー紀行セミナー P60掲載
アロマテラピーの第一人者佐々木 薫の毎回大人気セミナー。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。

︻ＪＡＰＡ認定︼
︻生活の木 ハンドメイドギルド認定︼
︻ＪＡＭＨＡ認定︼
ホリスティックハーバルプラクティショナー アーユルヴェーダアドバイザー・セラピスト・インストラクター 他 手作り石けん素材研究科・ハンドメイドソープ講師養成講座

講座名／講師

ビジネスセミナー アロマテラピー紀行セミナー

ƒ受講申し込みはP61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!

