原宿表参道校（対面講座）TEL：0３-3409-1709
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-3-8 Tree of life 2F

原宿表参道校

原宿表参道校（対面講座）
講座案内
[2022. 10 月 ~2023. 3 月開講予定 ]
2022.10.1 現在

Zoom

オンライン校

ハーバルライフ
カレッジ Web
・講座の実施方法として、オンライン講座と対面講座を同時に実施する講座もございます。詳細はマークでご確認ください。
・掲載講座は、中止または内容が一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。
・最新情報はハーバルライフカレッジ web をご覧くださいますよう、よろしくお願いいたします。
マークについて
＝新規講座

＝1 日体験講座

＝オンライン & 対面講座併行

＝修了証が発行される講座

＝四季を楽しむ講座

早得＝早得申込者対象サービスあり 続学＝AEAJ、JAMHA 認定コース継続受講特典あり

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

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！

「学んでショッピング」

特典2

続けて学んで、もっと豊かな
ハーバルライフ！

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。

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
※原宿表参道校・オンライン校対象外

Herbal Life College講座案内2022秋冬期掲載

【対象講座】

・アロマテラピーアドバイザー養成講座
・ハーバルセラピスト養成講座
・メディカルハーブコーディネーター養成講座

ＡＥＡＪ・ＪＡＭＨＡ・ＪＡＰＡ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

→100円(税込)以上お買い上げで、Tree of life membership 5倍ポイント付与

※受講期間中、何度でも有効

【対象期間】

2022年春夏期〜2022年秋冬期

【対象者】
【対象校】

ハーバルライフカレッジ（HLC）全校

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

※オンライン校対象外

【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〜講座終了日まで

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。

特典3
早期申込で総仕上げ講座も受けられる！

直前対策講座又は
生活の木商品プレゼント

早得

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！

※原宿表参道校、オンライン校対象外

『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、JAPA資格対応コース
①AEAJ認定資格対応講座 全コース

②JAMHA認定資格対応講座

全コース

全講座

）

試験準備
＆総復習に
最適

（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）

③JAPA認定資格対応講座

『最新情報掲載』

『お申込み場所はあなた次第』

【対象校】ハーバルライフカレッジ（H LC）全校

専科講座・アロマセラピスト養成講座（実技）

「ハーバルライフカレッジWeb」

｢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

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

〜カルチャー 講座の検索＆お申込みサイト〜

『検索機能の充実』

【日時】各校スケジュールをご確認ください

（

※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。

講座案内未掲載、号外講座等もUP！！お見逃しなく！

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』
を無料で受講又は生活の木商品をプレゼ
ントの特典です。

◀

ご注意・ご案内

全コース

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
※2023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。

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！

『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！

まずは検索を！

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。

講座名称・講師

2022秋冬

講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費

講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

生活の木Herbal Life Collegeスペシャルセミナー
【講座内容】
今回、主要精油として取り上げるのは①ミルラ②シダーウッド・バージニア
③シストローズの3種類です。香りを丁寧に感じながら官能評価を共有していきます。
さらにこれらの精油を使って、講師が作成した5種類のブレンドレシピを紹介。
精油の選択理由や組み立て方のポイントなどを解説してまいります 。
感覚を研ぎ澄まし、感性と精油のパーソナリティの融合の世界を学んでまいります。
【実習 】 自然香水(20ml)作成
【お持ち物】
筆記用具

61022-907-00 11/ 5(土)10:30～12:00
61022-908-00 11/ 5(土)13:30～15:00
岩間裕子の香りの森スペシャル
香りに恋して
─プレミアムなクリスマス自然香水作り─
申込締切日：11/3

受講料
教材費

\6,600受講料に含む

AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

岩間

裕子

全1回
61022-915-00 11/20(日)10:30～12:30
61022-916-00 11/20(日)14:30～16:30

グリーンが主役
「クリスマスドアリースレッスン」
申込締切日：11/13

受講料
教材費

【講座内容】
土台にワイヤーで、ヒバなど常緑針葉樹やハーブを巻きつけた後、
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。
\6,600リース作りが初めての方もお気軽にご参加ください。
受講料に含む(\3,300税込) ※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。
【お持ち物】
筆記用具、エプロン、軍手、花ばさみ(お持ちの方)

生活の木
薬香草園リーダー

城内

聡子

全1回
61022-940-00 11/12(土)10:00～12:00
61022-941-00 11/12(土)13:30～15:30

楽しく学ぶアーユルヴェーダとヨガ
申込締切日：11/10

受講料
教材費

【講座内容】
今回は時間生物学的な観点から朝、昼、夜に有効なヨガとアーユルヴェーダのお話と実
践をお伝えします。
①ヨガの実践にアーユルヴェーダがちょい足しされると自分に合ったペースで効果的に
行える。
②朝の体と心のエンジンのかけ方をヨガとアーユルヴェーダで実践します。
③日中起きやすい体や心の不調にヨガとアーユルヴェーダがお答えします。
④夜ちょっとヨガとアーユルヴェーダを実践することで健やかな眠りに導き、爽快な朝
を迎えることができます。
【受講条件】
※ヨガマットはスクールで貸出可能です。
【お持ち物】
筆記用具、ヨガマット(お持ちの方)

\6,600なし

株式会社ゼロサイト代表
アーユルヴェーダデザインスクール代表

西川

眞知子

全1回
61022-904-00 12/ 8(木)13:00～16:30

～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
申込締切日：12/6

受講料
教材費

\16,280受講料に含む(\3,080税

【講座内容】
○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。
○施術部位：足～脚、臀部、背中～肩
※大好評につき2019年秋冬期と同内容で、サロンAYUSHAにて開催するスペシャルバージョン。

【受講条件】
・妊娠中、授乳中の方はご遠慮頂きます。
・大きな手術後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。
・相モデルで行う実習中心の講座。
【お持ち物】
筆記用具、動きやすい服装(汚れてもいいもの)、上履き(施術用)

込)
※レンタルタオル付

SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

二見

葉子

全1回
61022-925-00 12/10(土)10:30～12:00
61022-926-00 12/10(土)13:30～15:00

お正月を祝う薫り
平安貴族・茶道の練香作り
申込締切日：12/8

受講料
教材費

\7,700受講料に含む(\2,200税

込)

【講座内容】
・「香 十徳」香りの効能について
・「六国五味」香りの種類
・「六種の薫物」源氏物語にでてくる薫りの紹介
・練香の目的、特徴
・実習：練香作り
【お持ち物】
筆記用具

ドイツベルリン国際ヒルデガルト会役員
DanielaDumann認定ヒルデガルトヘルスケアアドバイザー

長谷川

弘江

全1回
61022-942-00 2/ 4(土)10:30～12:00
61022-943-00 2/ 4(土)13:30～15:00

岩間裕子の香りの森スペシャル
香りに恋して
─春の香りの自然香水作り─
申込締切日：2/2

受講料
教材費

【講座内容】
今回、主要精油として取り上げるのは①トンカビーンズ②サイプレス③ネロリの3種類で
す。
香りを丁寧に感じながら官能評価を共有していきます。
さらにこれらの精油を使って、講師が作成した5種類のブレンドレシピを紹介。
精油の選択理由や組み立て方のポイントなどを解説してまいります。
「春の香り」という難しいテーマですが、身の周りに春の兆しを感じたら、
精油を1つ選んで、官能評価をやってみましょう。
【実習 】 自然香水(20ml)作成
【お持ち物】
筆記用具

\6,600受講料に含む

AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

岩間

裕子

全1回
61022-938-00 2/ 5(日)11:00～12:00
61022-939-00 2/ 5(日)13:30～14:30

「折花(オリハナ)入門」
～香りを楽しむ 春のｸﾞﾘｰﾃｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ作り～
申込締切日：2/3

受講料
教材費

\5,280受講料に含む(\1,980税

込)

【講座内容】
実習：
出会いと別れの季節、「春」のグリーティングカード作り。精油付。
季節の花をモチーフに5種類の折花でカードと簡易ディフューザーを作ります。
教材：「折花」カード＆ディフューザーキット、精油1本
【お持ち物】
筆記用具

折花代表

三谷

基

全1回
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講座名称・講師

講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費

講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース/講座説明会/入門講座
アロマテラピー資格対応コース講座説明会

61022-700-01
61022-700-02
61022-700-03
61022-700-04

【講座内容】
○アロマテラピーとは ○協会(AEAJ)について ○質疑応答
【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合もありますがご了承下さい。

10/14(金)10:30～12:15
11/ 3(木)10:30～12:15
11/22(火)10:30～12:15
3/ 2(木)10:30～12:15
受講料
教材費

無料
なし

生活の木HerbalLifeCollege

スタッフ

全1回
61022-701-01 12/16(金)10:30～12:00
61022-701-02 1/29(日)10:30～12:00

【講座内容】
○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
【受講条件】
初めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、
継続講座を申し込むのは不安な方などどなたでもご参加いただけます。
【お持ち物】
筆記用具

アロマテラピー入門講座
受講料
教材費

\2,750別 \550(税込)

生活の木HerbalLifeCollege

スタッフ

全1回

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース/認定講習会
61022-702-01 12/11(日)13:00～17:00
61022-702-02 3/21(火)13:00～17:00

【講座内容】
●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
●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。
【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要となりま
す。
※履修証明書は、講座日7日前までのお申込みは当日のお渡しとなりますが、
全1回 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。

AEAJアロマテラピーアドバイザー認定講習会
受講料
教材費

\5,236なし

AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

岡田

きみえ
61022-703-01 12/22(木)13:00～17:00

AEAJアロマテラピーアドバイザー認定講習会

受講料
教材費

\5,236なし

AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

加藤

美奈子

全1回

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース/アロマテラピーアドバイザー養成講座
61022-704-00 1/18 ,
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
水曜集中コース

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

早矢仕

幸智子

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
木曜集中コース

3/15
【講座内容】
毎回精油セットを使用し、30種類の精油プロフィールを学びます。
\16,500①協会について・アロマテラピーとは 実習：シアバター＆ラベンダークリーム
初回一括\4,730(税込) 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／セルフハンドト
リートメント
④アロマテラピーのメカニズム
実習：スキンローション
⑤アロマテラピーのための健康学
実習：クレイパック
⑥アロマテラピーの関連法規・心得・環境 実習：フレブランス
【受講条件】
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。
全3回 10:30～15:00 【お持ち物】
(休憩1時間30分)(水曜) 筆記用具、2020年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』(\2,640/税込)、生活の
木検定1・2級対応精油入門セット3種(\4,400・\3,300・\2,200/税込)をご用意下さい。
61022-706-00 3/23 , 4/ 6
(スクールで当日購入可)3コマ目のみ厚手フェイスタオル1枚
【注意事項】
受講料
\16,500※受講生は精油入門セットを当日受付にて20％割引で購入いただけます。
教材費別 初回一括\4,730(税込)
※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、爪は短く切っての参加を推奨します。
※検定のお申込みは、ご自身でお済ませください。
※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。

AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

苑田

晶子
61022-707-00 3/ 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
土曜集中コース

AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

岡田

きみえ

2/15 ,

受講料
教材費別

受講料
教材費別

全2回 10:30～16:45
(休憩1時間45分)(木曜)
3/11
\16,500初回一括\4,730(税込)

全2回 10:30～16:45
(休憩1時間45分)(土曜)
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講座名称・講師

講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費

講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

【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

61022-708-01
61022-708-02
61022-708-03
61022-708-04

10/26(水)10:00～16:00
11/18(金)10:00～16:00
1/17(火)10:00～16:00
2/23(木)10:00～16:00
(休憩1時間)
受講料
教材費別

\13,200\6,160(税込)

AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

加藤

美奈子

AEAJ認定アロマハンドセラピスト養成講座

61022-709-01
61022-709-02
61022-709-03
61022-709-04

11/23(水)10:00～16:00
12/10(土)10:00～16:00
1/14(土)10:00～16:00
3/12(日)10:00～16:00
(休憩1時間)
受講料
教材費別

\13,200\6,160(税込)

【講座内容】
○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
【受講条件】
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)【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』(\1,760/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
全1回
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(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、爪は短く切ってご参加く
ださい。
※履修証明書は講座日7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。
※講師は開催日により異なります。
※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認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

苑田

晶子

全1回

【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
61022-710-00 2/ 2 ,
3/16
アロマブレンドデザイナー養成講座
木曜コース

AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

加藤

美奈子

アロマブレンドデザイナー養成講座
日曜コース

AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

加藤

美奈子

2/16 ,

3/ 2

【講座内容】
○「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：
受講料
\44,000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
教材費別 \5,280(税込)
のテーマに応じたブレンド演習を行います。
【受講条件】
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)
【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』(\2,200/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
全4回 10:00～16:00
(講座初回に確認致します。コピー可)
(休憩1時間)(木曜)
【注意事項】
61022-711-00 10/23 , 11/13 , 12/ 4
※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
12/18
(各演習時 \100～500程度／全9種)
※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。
受講料
\44,000教材費別 \5,280(税込)

全4回 10:00～16:00
(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
金曜集中コース

AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定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
土曜集中コース

AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

加藤

美奈子

61022-712-00 12/ 2 , 12/16 ,
1/20 , 1/27 ,
2/10 , 2/24

1/ 6
2/ 3

【講座内容】
精油学総論 アロマテラピー利用法 アロマテラピー教育
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 ボランティア論メンタルヘルス ホスピ
受講料
\153,450タリティ
教材費別 \11,770(税込)
コミュニケーション
実力テスト
【受講条件】
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、履修証明書の発行並びに受験が出来ませんのでご注意ください。
【お持ち物】
筆記用具、「ぜんぶわかる人体解剖図」(\2,090/税込・成美堂出版)、『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)』(\2,750/税
全8回 10:00～17:30 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)』(\2,200/
(休憩1時間30分)(金曜) 税込)、『アロマテラピー検定 公式テキスト』(\2,640/税込)をご用意下さい。(各ス
クールで購入可)※AEAJ公式テキストは2020年改訂版をご用意ください
61022-713-00 11/26 , 12/10 , 12/24
＜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
1/ 7 , 1/21 , 1/28
目： バスタオル1枚
2/ 4 , 2/25
【注意事項】
※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、ビニール袋1枚をお持
受講料
\153,450ち下さい。
教材費別 \11,770(税込)
※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。
※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8回 10:00～17:30
(休憩1時間30分)(土曜)

【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
61022-716-01 3/13(月)10:00～15:30
(HLC受講生) (休憩1時間)

【講座内容】
試験対策のポイントをしぼって学習します。
【お持ち物】
筆記用具、「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・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)』
【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(\16,500のところ\11,000/税込)となります。

インストラクター試験直前対策講座
受講料 \11,000教材費 なし

61022-716-02 3/13(月)10:00～15:30
(一般)
(休憩1時間)
受講料 \16,500教材費 なし

AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

加藤

美奈子

全1回
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講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費

講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

【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
61022-717-01
61022-717-02
メディカルハーブ資格対応コース講座説明会 61022-717-03
61022-717-04
61022-717-05

【講座内容】
○メディカルハーブとは
【お持ち物】
筆記用具

10/13(木)11:00～12:30
11/ 6(日)14:30～16:00
1/15(日)11:00～12:30
2/24(金)11:00～12:30
3/10(金)11:00～12:30
受講料
教材費

○協会(JAMHA)について

○質疑応答

無料
なし

生活の木HerbalLifeCollege

スタッフ

全1回
61022-718-01 10/27(木)11:00～12:30
61022-718-02 12/ 3(土)11:00～12:30

【講座内容】
○メディカルハーブとは
○ハーバルハンドバス
【お持ち物】
筆記用具

メディカルハーブ入門講座
受講料
教材費別

\2,750\440(税込)

○ハーブティー試飲
○JAMHAプログラム説明

JAMHA認定ハーバルセラピスト
JAMHA認定メディカルハーブコーディネーター

岡田

きみえ

全1回

【メディカルハーブ】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
61022-719-00 11/10 , 11/24 , 12/ 8
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
受講料
\19,800教材費別 初回一括\4,600(税込)

【講座内容】
(1)メディカルハーブの世界
実習：ハーブティー(シングル・ブレンド)
(2)メディカルハーブの歴史
実習：吸入法
(3)メディカルハーブの効果と仕組み 実習：フェイシャルスチーム＆ハンドバス
(4)ハーブのプロフィール
実習：浸出油作り
(5)メディカルハーブの活用法
実習：湿布法
(6)症状別メディカルハーブ
実習：練り石けん作り
【受講条件】
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、
JAMHA認定ハーバルセラピスト
全3回 10:00～15:00 メディカルハーブ検定の合格を目指す方等、どなたでも。
JAMHA認定メディカルハーブコーディネーター
岡田 きみえ
(休憩1時間)(木曜) 【お持ち物】
メディカルハーブ検定対応
61022-720-00 2/ 5 , 2/19
筆記用具、JAMHA発行『メディカルハーブ検定テキスト(\3,080/税込)』を
メディカルハーブコーディネーター養成講座
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。
日曜集中コース
受講料
\19,8003コマ目の実習にて、バスタオルを使用いたします。ご自身でご用意ください。
教材費別 初回一括\4,600(税込) 【注意事項】
※検定のお申し込みは、ご自身でお済ませください。
※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2回 10:00～17:30
(休憩1時間30分)(日曜)

JAMHA認定ハーバルセラピスト

栗原

冬子

【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
水曜集中コース

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

渡辺

肇子

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
土曜集中コース

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

三上

幸江

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
休日特別曜集中コース

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

岡崎

由美子

61022-534-00 11/16 , 12/ 7 , 12/14
12/21 , 1/11 , 1/25
2/ 8 , 2/22 , 3/ 8
受講料
教材費別

\121,000初回一括 \10,000(税込)
※公式テキスト代含む

全9回 10:30～15:30
(休憩1時間)(水曜)
61022-535-00 12/16 , 12/23 , 1/13
1/27 , 2/ 3 , 2/24
3/10 , 3/24 , 4/ 7
受講料
教材費別

\121,000初回一括 \10,000(税込)
※公式テキスト代含む

全9回 10:30～15:30
(休憩1時間)(金曜)
61022-536-00 12/10 , 12/24 , 1/14
1/28 , 2/ 4 , 2/25
3/11 , 3/25 , 4/ 8
受講料
教材費別

【講座内容】
(1)歴史と今後の展望
(2)基礎知識 Ⅰ
(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
(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) 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
(13) 女性のための
(14) 若さを保つ
(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)
(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
【受講条件】
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、どなたでもご受講頂けます。
【お持ち物】
筆記用具、テキスト
【注意事項】
※ハーバルセラピスト養成講座の修了には、全18コマ中13コマ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。
※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。

\121,000初回一括 \10,000(税込)
※公式テキスト代含む

全9回 10:30～15:30
(休憩1時間)(土曜)
61022-724-00 2/12(日) , 2/23(木・祝)
3/12(日) , 3/26(日)
4/ 8(土) , 4/15(土)
受講料
教材費別

\121,000初回一括 \10,000(税込)
※公式テキスト代含む

全6回 10:00～17:30
(休憩1時間30分)
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講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費

講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

【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
61022-538-00 1/20 ,
3/31
JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座
金曜コース

受講料
教材費別

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

渡辺

肇子
61022-539-00 2/12 ,
3/26

JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座
日曜集中コース

3/17

\61,600テキスト代\2,750(税込)

全4回 10:30～15:30
(休憩1時間)(金曜)
2/26 , 3/12

※3/26は10:30～12:30となります。

受講料
教材費別

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

三上

2/17 ,

※3/31は10:30～12:30となります。

\61,600テキスト代\2,750(税込)

【講座内容】
(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
【受講条件】
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
【お持ち物】
筆記用具、テキスト
【注意事項】
※このコースはオンライン講座と同時開催になります。
オンライン講座をご希望の方は、ハーバルライフカレッジWebをご確認ください。
※日本のハーバルセラピスト養成講座の修了には、
全7コマ中5コマ以上の出席が必須となります。
※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。
※『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。
※最終日のみ10：30～12：30まで
※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4回 10:30～15:30
(休憩1時間)(日曜)

幸江

【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
JAMHA認定
シニアハーバルセラピスト養成講座
日曜集中コース

61022-541-00 12/18 ,
2/ 5 ,
3/19 ,
受講料
教材費別

1/15 ,
2/19 ,
4/ 2 ,

1/29
3/ 5
4/ 9

\158,400初回一括
テキスト代\4,620(税込)

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

三上

幸江

JAMHA認定
シニアハーバルセラピスト養成講座
木曜集中コース

全9回 10:30～15:30
(休憩1時間)(日曜)
61022-727-00 12/15 , 12/22 , 1/12
1/26 , 2/ 9 , 2/16
3/ 9 , 3/23 , 4/ 6
受講料
教材費別

\158,400初回一括
テキスト代\4,620(税込)

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

岡崎

【講座内容】
(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
(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
【受講条件】
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)修了者
【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・\3,520/税込)を各自ご用意ください。(受付カウンターでもご購入
可能です。)
※『ｼﾆｱﾊｰﾊﾞﾙｾﾗﾋﾟｽﾄｺｰｽ・植物療法科ﾃｷｽﾄ』は講座初回に受付カウンターでご購入いただ
きます。
【注意事項】
※コース修了には、全18コマ中13コマ以上の出席、論文の提出と発表が必須。
※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9回 10:00～15:00
(休憩1時間)(木曜)

由美子

【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
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

61022-542-00 1/17 ,
2/14 ,
3/28 ,
受講料
教材費別

1/31 ,
2/28 ,
4/ 4 ,

2/ 7
3/ 7
4/11

\158,400初回一括
テキスト代\1,100(税込)

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
JAMHA認定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養成講座
日曜集中コース

61022-543-00 1/15 ,
2/ 5 ,
3/19 ,
受講料
教材費別

全9回 10:30～15:30
(休憩1時間)(火曜)
1/22 , 1/29
2/19 , 3/ 5
4/ 2 , 4/ 9
\158,400初回一括
テキスト代\1,100(税込)

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

岡崎

由美子

【講座内容】
(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(7)芳香族化合物Ⅱ (8)芳香族化合物Ⅲ
(9)テルペノイド・ステロイドⅠ(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
(13)アルカロイドⅡ
(14)アルカロイドⅢ、その他の物質(15)機能性天然物質Ⅰ
(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
【受講条件】
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)修了者
【お持ち物】
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・\3,520/税込)』『薬学生のための天然物化学テキスト(廣川書店・\4,950/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にてご購入いただきます。
【注意事項】
※このコースはオンライン講座と同時開催になります。
オンライン講座をご希望の方は、ハーバルライフカレッジWebをご確認ください。
※コース修了には、全18コマ中13コマ以上の出席、論文の提出と論文発表が必須。
※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9回 10:30～15:30
(休憩1時間)(日曜)
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【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
61022-544-00 12/17 ,
3/18
JAMHA認定ホリスティック
ハーバルプラクティショナー養成コース
ホリスティック医学領域
土曜集中ｺｰｽ

降矢英成他講師陣

受講料
教材費

1/21 ,

2/18

\212,520なし

指定の書籍を各自ご用意ください
(\10,000程度)。

【講座内容】
○ホリスティック医学 ○東洋医学
○心身医学
○気・エネルギー
○ケイシー療法 ○シュタイナー医学 他
【受講条件】
※他2日間実地研修があります。2023年4月1日(土)・4月8日(土)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以上の単位を取得、の2点が必要です。※このコースは
受講条件に制限はございません。
【お持ち物】
筆記用具、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。原宿表参道校：03-3409-1709)
※営業時間：11:00～18:30
【注意事項】
※このコースはオンライン講座と同時開催になります。
オンライン講座をご希望の方はハーバルライフカレッジWebをご確認ください。
※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4回 10:00～19:30
(お昼休憩1時間+小休憩)(土曜)

【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
61022-548-01 10/16(日)10:30～16:00
(休憩1時間)
ハーバルセラピスト試験直前対策講座
(対象者：HLC受講生)

受講料
教材費

\11,000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
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡崎

由美子
61022-549-01 10/27(木)10:30～16:00
(休憩1時間)

ハーバルセラピスト試験直前対策講座
(対象者：HLC受講生)

受講料
教材費

【講座内容】
試験対策のポイントをしぼって学習します。
【受講条件】
※ハーバルライフカレッジ受講生
【お持ち物】
筆記用具、ハーバルセラピストテキスト
【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(\16,500のところ\11,000/税込)となります。
全1回 対面の一般でお申込みの場合、原宿表参道校へお電話にてお問合せください。
電話：03-3409-1709 ※営業時間：11:00～18:30

\11,000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
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡崎

由美子

全1回
61022-551-01 10/23(日)10:30～13:30

日本のハーブセラピスト試験直前対策講座
(対象者：HLC受講生)

受講料
教材費

\11,000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
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡崎

由美子
61022-553-01 11/ 2(水)10:30～13:30

日本のハーブセラピスト試験直前対策講座
(対象者：HLC受講生)

受講料
教材費

【講座内容】
試験対策のポイントをしぼって学習します。
【受講条件】
※ハーバルライフカレッジ受講生
【お持ち物】
筆記用具、日本のハーブセラピストテキスト
【注意事項】
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(\16,500のところ\11,000/税込)となります。
全1回 ※こちらの講座はオンライン講座と同時開催となります。
※対面の一般でお申込みの場合、原宿表参道校へお電話にてお問合せください。
電話：03-3409-1709 ※営業時間：11:00～18:30

\11,000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
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡崎

由美子

全1回
61022-555-01 10/22(土)10:30～16:00
(休憩1時間)

シニアハーバルセラピスト試験直前対策講座
(対象者：HLC受講生)

受講料
教材費

\11,000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
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡崎

由美子
61022-557-01 10/26(水)10:30～16:00
(休憩1時間)

シニアハーバルセラピスト試験直前対策講座
(対象者：HLC受講生)

受講料
教材費

【講座内容】
試験対策のポイントをしぼって学習します。
※シニアハーバルセラピストテキスト第6版に対応しております。
【受講条件】
※ハーバルライフカレッジ受講生
【お持ち物】
筆記用具、シニアハーバルセラピストテキスト
【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、
全1回 受講料が優待価格(\16,500のところ\11,000/税込)となります。
※こちらの講座はオンライン講座と同時開催となります。(63022-049-01)
※対面の一般でお申込みの場合、原宿表参道校へお電話にてお問合せください。
電話：03-3409-1709 ※営業時間：11:00～18:30

\11,000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
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡崎

由美子

全1回
61022-559-01 10/19(水)10:30～16:00
(休憩1時間)

ハーバルプラクティショナー試験直前対策講
座
(対象者：HLC受講生)

受講料
教材費

\11,000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
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡崎

由美子
61022-560-01 10/30(日)10:30～16:00
(休憩1時間)

ハーバルプラクティショナー試験直前対策講
座
(対象者：HLC受講生)

受講料
教材費

【講座内容】
試験対策のポイントをしぼって学習します。
【受講条件】
※ハーバルライフカレッジ受講生
【お持ち物】
筆記用具、ハーバルプラクティショナーテキスト
【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、
受講料が優待価格(\16,500のところ\11,000/税込)となります。
全1回 ※こちらの講座はオンライン講座と同時開催となります。
※対面の一般でお申込みの場合、原宿表参道校へお電話にてお問合せください。
電話：03-3409-1709 ※営業時間：11:00～18:30

\11,000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
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡崎

由美子

全1回
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【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
61022-787-01 11/30(水)10:30～12:00
61022-787-02 3/30(木)10:30～12:00

【講座内容】
◯アーユルヴェーダとは
◯ドーシャ別ワンポイントスカルプケア
【お持ち物】
筆記用具

アーユルヴェーダ入門講座
受講料
教材費別

\3,300\528(税込)

◯アーユルヴェーディック・スパイス
◯ JAPA 資格対応コース説明

SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

二見

葉子

全1回

【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
【講座内容】
(1)アーユルヴェーダの歴史と哲学、体質別の新生活術Ⅰ
(2)体質別の新生活術Ⅱ、トリートメントの基礎知識
\26,650【実習】スカルプケア・ハンドトリートメント
初回一括\4,510(税込) (3)総まとめ・スリランカ式アーユルヴェーダ・認定試験・試験解説
【実習】ケーススタディ
【受講条件】
アーユルヴェーダに興味を持ち、生活に取り入れたい方向けの入門コース
【お持ち物】
筆記用具、書籍『癒しのアーユルヴェーダ』\1,760(税込)
※スクールでも初回にご購入いただけます
2回目のみフェイスタオル2枚。
【注意事項】
※2回目はスカルプケアと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。
※資格取得のためには、9時間中、8時間の履修が必要です。
※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。

61022-788-00 10/ 2(日) , 10/16(日)
11/ 3(木・祝)
アーユルヴェーダアドバイザー養成講座
日曜・祝日コース

受講料
教材費別

全3回

SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

二見

葉子

10:30～14:30
(休憩1時間)

【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
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

【講座内容】
○アーユルヴェーダフットセラピストとは
○フットセラピストの為の解剖生理学
○フットトリートメントの準備と注意事項
○フットセラピストの手技と手順
【受講条件】
※女性限定※どなたでもご受講頂けます。
※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、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。
【お持ち物】
筆記用具、大判の厚手バスタオル２枚(60×120cm程度)、ハンドタオル１枚(30×90ｃｍ
程度)、膝が出せる服装、室内履き、消毒用エタノール(100ml)、大判コットン(約6×
8cm)10枚程度、ヨガマット
【注意事項】
※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。
※修了認定証は講座日7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。
※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。

61022-741-01 12/13(火)10:00～16:00
61022-741-02 3/ 5(日)10:00～16:00
(休憩1時間)
受講料
教材費別

\14,850\6,820(税込)

SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

二見

葉子

全1回

【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
【ｵﾝﾗｲﾝ&ｽｸｰﾘﾝｸﾞ】
JAPA認定
アーユルヴェーダセラピスト養成講座
木曜集中コース
実習教材
※書籍のあり、なしにより
右記のお申込講座コードが異なります。

書籍付き 11/24 , 12/ 1 , 12/15
63022-567-00 1/12 , 1/26 , 2/ 2
2/16 , 3/ 2 , 3/16

【講座内容】
(1)総論(アーユルヴェーダの歴史と哲学)/体質別の新生活術Ⅰ/
アーユルヴェーダハーブ各論/ 実習：ハーブティーブレンド
(2)体質別の新生活術Ⅱ/トリートメント理論/コンサルテーション理論/
受講料 \216,550実習：スプレー作り
教材費【受講料に含む】
(3)理論まとめ/スリランカのアーユルヴェーダ/理論試験/コンサルテーション実習/
ｵﾝﾗｲﾝ実習教材\19,690
(4)コンサルテーション実習・環境設定/トリートメント実習/解剖生理
書籍『癒しのｱｰﾕﾙｳﾞｪｰﾀﾞ』
(5)～(7)トリートメント実習/解剖生理
\1,760(税込)
(8)トリートメント実習
(9)実技試験(ヘッド・ボディトリートメント)※女性限定
※日にちによって
※妊娠中、授乳中の方はご遠慮下さい。高血圧、既往症の方、敏感肌の方はご相談下さ
受講時間が異なります。
い。
1～3回目：10:00～15:00
※トリートメント経験者(初心者は要相談)
4～8回目：10:00～17:30
※JAPA認定アーユルヴェーダアドバイザーを先に取得されることをお勧めいたします。
9回目：10:00～14:30
【お持ち物】
筆記用具、書籍『癒しのアーユルヴェーダ』、無水エタノール(500ml)、精製水
(500ml)、大判コットン(約6×8cm)24枚。4回目以降はシャツ、室内用シューズもお持ち
全9回(木曜) ください。
※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
書籍なし 11/24 , 12/ 1 , 12/15
【注意事項】
63022-568-00 1/12 , 1/26 , 2/ 2
※妊娠中、授乳中の方はご遠慮下さい。高血圧、既往症の方、敏感肌の方はご相談下さ
2/16 , 3/ 2 , 3/16
い。
※ｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰ(1回目～3回目)は、PCやタブレットをご用意の上、ご自宅などでご参加下さ
受講料 \214,790い。
教材費【受講料に含む】
安定した通信環境でご参加下さい。
ｵﾝﾗｲﾝ実習教材\19,690
※資格取得のためには、48時間中、44時間の履修が必要です。
※書籍『癒しのｱｰﾕﾙｳﾞｪｰﾀﾞ』は
※日にちによって受講時間が変わります。ご注意ください
ご自身でご準備下さい。
※【実習教材】は、11/17以降に生活の木よりご登録のご住所宛にお送りさせていただき
※日にちによって
ます。
受講時間が異なります。
※書籍『癒しのｱｰﾕﾙｳﾞｪｰﾀﾞ』をお持ちの方は63022-568-00でお申込下さい。
1～3回目：10:00～15:00
※ID・パスワードは講座日の1週間前にﾒｰﾙにてお知らせいたします。
4～8回目：10:00～17:30
(前日12:00を過ぎても届かない場合には、原宿表参道校：0
9回目：10:00～14:30

生活の木

全9回(木曜)
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講座名称・講師

講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費

講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

【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

61022-742-01
61022-742-02
61022-742-03
61022-742-04

10/ 9(日)10:00～12:00
12/ 1(木)10:00～12:00
2/22(水)10:00～12:00
3/18(土)10:00～12:00
受講料
教材費別

【講座内容】
10/9 (日) :贅沢シアバターソープ
12/1 (木) :うっとり雅な柚子ソープ
2/22 (水) :さくら薫るスプリングソープ
3/18 (土) :肌美人を目指すマイルドカレンデュラソープ
【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(メガネでも可)
【注意事項】
※薬品等を扱いますので、受講時は作業しやすい服装(長袖)・靴でご参加下さい。

\5,500\1,320(税込)

生活の木HerbalLifeCollege

スタッフ

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
61022-744-00 1/24 ,
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)
火曜集中コース

生活の木

伊東

裕美

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)
土曜集中コース

基礎科

3/28

【講座内容】
(1)石けんについて
実習：オリーブ100％石けん
受講料
\33,000(2)植物油について
実習：肌をいたわるしっとりソープ
教材費別 初回一括\6,160(税込) (3)精油について
実習：オリジナルの香りソープ
3回目の精油代、6回目の教材費は
(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
別途徴収いたします。
(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、電卓、あればゴーグル(メガネでも可)
【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)・靴でご参加下さい。
全3回 10:00～15:30 ※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。
(休憩1時間30分)(火曜)
61022-746-00 10/15 , 11/19 , 12/17
受講料
教材費別

\33,000初回一括\6,160(税込)

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)

生活の木

毛塚

2/21 ,

理恵

【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

応用科

61022-747-00 10/18 , 11/29 , 12/13
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)
火曜集中コース

生活の木

室

満美子

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)
土曜集中コース

【講座内容】
(1)石けん概要
実習：椿＆ヘナソープ
受講料
\44,000(2)油脂総論
実習：ローズヒップソープ
教材費別 初回一括\10,131(税
(3)油脂各論
実習：ベジタブルエキスソープ
込)
(4)石けんのデザイン
実習：アートソープ
6回目の教材費は別途徴収いたしま
(5)液体石けん
実習：リキッドソープ
す。
(6)卒業制作
【受講条件】
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
【お持ち物】
筆記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、電卓、あればゴーグル(メガネでも可)
全3回 10:00～15:30 【注意事項】
(休憩1時間30分)(火曜) ※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)・靴でご参加下さい。
61022-749-00 1/21 , 2/18 , 3/25
※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。
受講料
教材費別
込)

\44,000初回一括\10,131(税

6回目の教材費は別途徴収いたしま
す。

生活の木

毛塚

理恵

全3回 10:00～15:30
(休憩1時間30分)(土曜)

【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ソープ講師養成講座
【ｵﾝﾗｲﾝ＆ｽｸｰﾘﾝｸﾞ】
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

生活の木クリエイティブプランナー

梅原

亜也子

63022-750-00 ◆学科科目：11/21(月)
※試験含む(オンライン)

【講座内容】
本講座規定カリキュラムを履修すると「ハンドメイドギルドインストラクター」と認定
され、「生活の木ハンドメイドコース基礎科」の開設が可能です。学科はオンライン学
◆実技科目：11/22(火)
習、実技はスクールで習得します。講座では、手作り石けんの楽しさや豊かさととも
(原宿表参道校でのスクーリング) に、石けん作りの指導法に必要な知識と技術を学びます。安全に指導が出来るよう道具
や原料の使い方や実習制作に必要な指導ポイントを説明します。
受講料 \51,040◆学科科目：
教材費[受講料に含む]
(1)ハンドメイドギルドとは
実習教材\3,520
(2)実習の安全な進め方・苛性ソーダの取り扱いについて
(3)実習環境について・パッチテスト・衛生
(4)教育・関連法規・環境
(5)卒業制作の進め方
(6)筆記試験・解説
◆実技科目：生活の木ハンドメイドギルド認定コース基礎科の実習内容
【受講条件】
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
【お持ち物】
◆学科科目：筆記用具、電卓(携帯・スマートフォン不可)基礎科のテキスト
◆実技科目：エプロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓
(携帯・スマートフォン不可) 、あればゴーグル(メガネでも可)、基礎科のテキスト
【注意事項】
※学科科目(1日目)はZOOMによるオンライン講義。
実技科目(2日目)は原宿表参道校でのスクーリング実習
※実技科目(2日目)のスクーリング実習では、薬品を使用しますので、
受講中は作業しやすい服装(長袖)・ 靴でご参加ください。

全2回 10:00～17:30
(休憩1時間30分)
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講座名称・講師

講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費

講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

ナチュラルコスメ/手作り石けん
61022-751-01 10/25(火)10:30～12:30
61022-751-02 2/20(月)10:30～12:30
毎日使いたい最高級椿油のシャンプーバー
～安心安全サステナブルな日常を～

受講料
教材費別

\8,800\4,800
(教材費は現金のみ)

【講座内容】
お肌や頭皮に優しく、きめ細かい泡立ちが魅力の最高級椿油を使用した石けんを作成い
たします。お1人様1台作成。少人数なので自分のペースで作成していただけます。熟成
要らずのクイックCP SOAPの技法。おひとり様約500g(82gの石けん6個)作成します。お土
産つき
【お持ち物】
エプロン、薄手のゴム手袋、マスク、筆記用具
【注意事項】
※当日は苛性ソーダ使用しますので、作業しやすい服装(長袖・靴)でお越しください。
汚れてもいい服装をおすすめします。
※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)

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

近藤

由香里

全1回
61022-752-01 11/14(月)10:30～12:30
61022-752-02 2/10(金)10:30～12:30

西太后が好んだ玉容散入り極上洗顔石けん
～最強美容漢方でサステナブル生活～

受講料
教材費別

\8,800\4,800
(教材費は現金のみ)

【講座内容】
最高級美容漢方【玉容酸】を使用した、界面活性剤不使用の昔ながらのコールドプロセ
ス製法で作る安心安全で地球にも優しい石けん。台湾に行かなくても自分で手作りでき
ちゃう秘伝のレシピをご紹介。熟成要らずのクイックCP SOAP技法。全約500g(約82g×6
コ作成)
【お持ち物】
エプロン、薄手のゴム手袋、マスク、筆記用具
【注意事項】
※当日は苛性ソーダ使用しますので、作業しやすい服装(長袖・靴)でお越しください。
汚れてもいい服装をおすすめします。
※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)

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

近藤

由香里

全1回
61022-753-01 10/17(月)10:30～12:30
61022-753-02 1/25(水)10:30～12:30

よもぎ・小豆・抹茶3種の酒粕石けん
～つるつるすべすべ美白美肌に～

受講料
教材費別

\8,800\4,800
(教材費は現金のみ)

【講座内容】
酒粕に＋よもぎ・小豆・抹茶を使用した和石けん。
美の点滴と言われるほどたくさんの効能が含まれている酒粕の大人気美容洗顔石けん。
綺麗に仕上がる技法で作成します。当日、熟成要らずのクイックCP SOAP技法。
お1人1台約500g(約82g×6コ作成)
【お持ち物】
エプロン、薄手のゴム手袋、マスク、筆記用具
【注意事項】
※当日は苛性ソーダ使用しますので、作業しやすい服装(長袖・靴)でお越しください。
汚れてもいい服装をおすすめします。
※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)

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

近藤

由香里

全1回
61022-755-01 11/12(土)10:30～12:00
61022-755-02 2/17(金)10:30～12:00

手作りコスメでつや玉アップ
美容液＆クリーム＆グロスで輝く肌へ

受講料
教材費別

\2,200\2,000
(教材費は現金のみ)

【講座内容】
美容液セラム＆ふわふわクリーム＆つやつやマキシマイザー風グロスを手作りします。
高品質で頬につや玉が出来るようなうるうるなコスメ3点を手作りします。
【受講条件】
※女性限定
【お持ち物】
筆記用具

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

浜野

有美

全1回

ブラッシュアップ講座
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ・ｾﾗﾋﾟｽﾄﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ講座
健康維持･ケアのための
精油ブレンドレシピ集ー2022.23 秋冬版

61022-756-00 10/27 , 11/24 , 12/ 8
1/26 , 2/ 9 , 3/16
受講料
教材費別

\29,700各回\1,000～\2,000
(教材費は現金のみ)

【講座内容】
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を念頭に、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学成分(2)ハーブ系の精油(3)柑橘・スパイス系の精油
(4)ウッディ系の精油(5)樹脂系の精油(6)花の精油
【受講条件】
※AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー有資格者もしくは同等の知識がある方
【お持ち物】
筆記用具、マスク、使い捨て手袋
【注意事項】
※コロナ対策として、講座では手指洗浄・消毒、
マスク、使い捨て手袋を使用しての作成となります。
ご協力をよろしくお願いいたします。

AEAJ認定アロマセラピスト

岩間

裕子

全6回 14:30～17:00(木曜)
61022-758-00 10/27 , 11/17 , 12/15
【講座内容】
1/19 , 2/ 2 , 3/16
約100種類の精油を揃えて自然香水を作る講座です。
※10/27(木)・ 3/16(木)の講座のみ
アロマブレンドデザイナーブラッシュアップ
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。
10:00～12:30になります。
自然香水・専科
各自が作成した自然香水への印象を報告書にまとめ、受講者全員でレシピをシェアし、
二十四節気・七十二候と精油
ブレンド技術の向上につなげていきます。
受講料 \29,700【受講条件】
教材費別 各回\1,500～2,000
※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、
(教材費は現金のみ)
もしくは同等の知識のある方。
【お持ち物】
筆記用具、マスク、使い捨て手袋
【注意事項】
※10/27(木)・ 3/16(木)の講座のみ10：00～12：30になります。
2回目～5回目までは、14：30～17：00のお時間で行います。
※コロナ対策として、講座では手指洗浄・消毒、
マスク、使い捨て手袋を使用しての作成となります。
ご協力をよろしくお願いいたします。

AEAJ認定アロマセラピスト

岩間

裕子

全6回

14:30～17:00(木曜)
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講座名称・講師

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

講座
コード
61022-759-01
61022-759-02
61022-759-03

日時・受講料（税込）・教材費
11/23(水)13:00～15:00
1/19(木)13:00～15:00
3/30(木)13:00～15:00
受講料
教材費別

講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項
【講座内容】
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いただけます。
【お持ち物】
筆記用具

\4,400\2,000
(教材費は現金のみ)

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

61022-760-01 11/16(水)10:30～16:00
61022-760-02 1/29(日)10:30～16:00
インストラクター実践のコツとポイント講座
(休憩1時間30分)
ワークショップ・養成講座にトライしよう！
受講料
\9,900教材費別 \550
(教材費は現金のみ)

【講座内容】
「前半」講師としての心構え、講義のコツ・ポイント等。
「後半」アロマテラピー1級テキスト①P8～11(イントロダクション)②P12～17(精油と
は)③P56～60(精油が心身に伝わる仕組み)④P62～68(ビューティー＆ヘルス)ワーク
ショップ、初心者講座でも使える内容です。
【受講条件】
アロマテラピーインストラクター程度の方。資格取得無しでも可能。
【お持ち物】
①筆記用具 ②AEAJ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)
③アロマテラピー検定テキスト(最新2020年6月改訂版)
【注意事項】
受講者のインストラクター実習は行いませんが、1級テキスト①P8～11・②P12～17・③
P56～60・④P62～68を「講義するとしたら？」という視点で見てきてください。

AEAJ認定アロマセラピスト

古屋

清美

分かるとおもしろい「精油の化学」講座
～芳香成分＆植物油と仲良くなれます～

全1回
61022-761-01 12/ 7(水)10:30～16:00
61022-761-02 2/26(日)10:30～16:00
(休憩1時間30分)
受講料
教材費別

\9,900\2,860

(教材費は現金のみ)
※分子構造模型を持っている方は、
教材費\1,100

【講座内容】
精油・植物油は分子構造で特徴があります。
分子構造模型で作成して理解、単一成分(リモネン等)を嗅ぐことで精油の化学を学ぶ面
白さ、大切さ、安全性を体現します。成分を丸覚えして終わりではなく、精油は芳香成
分の混合物として学ぶと楽しく理解が出来て自然と身に付きます。
【受講条件】
AEAJアロマテラピーインストラクター養成講座受講中、卒業生。既にインストラク
ター・アロマセラピストを取得されている方。アドバイザー取得され精油の化学に興味
のある方。
【お持ち物】
①AEAJアロマテラピーインストラクター公式テキスト(共通)
②分子構造模型をお持ちの方は御持参ください
(無い方は教材費に模型代が含まれていますので持ち帰れます)
③筆記用具

AEAJ認定アロマセラピスト

古屋

清美

全1回

調香/薫香/インセンス
61022-767-00 10/ 3 , 11/ 7 , 12/ 5
2/ 6 , 3/ 6
香りと室礼事始め
伝えていきたい日本の美しい文化

受講料
教材費初回一括

\16,500\11,000

(教材費は現金のみ)

【講座内容】
豊かな気候風土に育まれてきた繊細な日本文化。人々は春夏秋冬と巡りくる季節に感謝
をこめて折々にふさわしい行事を生みだしてきました。日本の香りの歴史や文化を学び
ながら、趣深い作品を制作していただきます。今期制作予定「伝統の書院飾り・金襴の
カリロク」
【お持ち物】
筆記用具、裁縫道具

香りと室礼文化研究所

宮沢

敏子

浄化とお守りのハーブ香
～香司の調合をまなぶ～

全5回 10:30～12:30(月曜)
【講座内容】
61022-765-01 11/ 8(火)13:30～15:30
貴重な香薬を使って、開運の部屋香のお香ハーバリウムと浄化の匂い袋を実習します。
受講料
\3,300生活を薫りで寿ぎましょう。
教材費別 \1,500
【お持ち物】
(教材費は現金のみ)
筆記用具

産調出版「癒しのお香」監修・執筆

長谷川

弘江

全1回

自然療法/ライフスタイル/他
61022-766-01 2/14(火)13:30～15:30
癒しの石・宝石療法入門～
ドイツ自然療法・聖ヒルデガルトの知恵～

受講料
教材費別

\3,850\1,500
(教材費は現金のみ)

【講座内容】
ドイツから持ち帰った宝石キットを使って、お勧めの代表的な宝石の力と使い方、
星座や天体との対応、中世僧院医学などもお伝えします。
【お持ち物】
筆記用具

公認ヒルデカルトヘルスケアアドバイザー

長谷川

弘江

ビアトリクスポターと学ぶ英国ハーブ療法
ピーターラビットとその仲間達とハーブ

全1回
61022-769-01 10/23(日)10:30～12:00
61022-769-02 11/ 6(日)10:30～12:00
61022-769-03 12/11(日)10:30～12:00
受講料
教材費別

\4,015\700
(教材費は現金のみ)

【講座内容】
各回2話と作中に登場する4種のハーブをご紹介。
10月：ピーター・ラビットのおはなし&ベンジャミン・バニーのおはなし
11月：『ジンジャーとピクルスや』のおはなし＆まちねずみジョニーのおはなし
12月：あひるのジマイマのおはなし＆りすのナトキンのおはなし
【お持ち物】
筆記用具
【注意事項】
※各回講座で完結しています。
毎回ビアトリクスポターのお話とハーブの内容は異なります。

英国認定メディカルハーバリスト

菅原

麻貴

全1回
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講座名称・講師

心を癒す花の療法
はじめてのフラワーレメディ体験レッスン

講座
コード
61022-772-01
61022-772-02
61022-772-03

日時・受講料（税込）・教材費
10/15(土)10:30～12:00
11/29(火)10:30～12:00
3/ 6(月)10:30～12:00
受講料
教材費別

\3,300\1,000
(教材費は現金のみ)

講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項
【講座内容】
心を癒して恐れを手放す事で、本当の自分らしい整った状態を取り戻す事が出来ます。
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。
心をケアする事で免疫力も向上します。
メンタル不調を薬に頼らず自分でケア出来る知識を身に付けましょう。
【お持ち物】
筆記用具

(財)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
61022-773-00 11/10 , 12/15 ,

チャクラバランスを整えるアロマテラピー
～チャクラを整える精油・クリスタル・色～

受講料
教材費別

1/26

\13,200初回一括\3,000
(教材費は現金のみ)

【講座内容】
1)チャクラとは？自分のメインチャクラを探す。第1第2チャクラについて
2)第3第4第5チャクラについて
3)第6第7チャクラについて。まとめ。
※毎回チャクラのテーマに合わせた精油の香りを試し選んで
アロマミストやボディオイルなどを作ります。(1回に1種類)
【受講条件】
※女性限定
【お持ち物】
筆記用具

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

神田

温子

カラーとアロマで元気になる！
１日体験講座

全3回 10:30～12:00(木曜)
61022-774-01 11/ 9(水)10:00～12:00
【講座内容】
61022-774-02 2/18(土)10:00～12:00
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しいただくヒントをお伝えします。
受講料
\3,300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、
教材費別 \1,100
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。
(教材費は現金のみ)
【お持ち物】
筆記用具

和み彩香認定インストラクター

田上

祥子

全1回
61022-775-01 11/ 9(水)13:30～15:30
61022-775-02 2/18(土)13:30～15:30

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

受講料
教材費別

\3,300\1,100
(教材費は現金のみ)

【講座内容】
嗅覚を利用して体質気質を分析する嗅覚反応分析を体験することで、
あなたの性格・体質がチャート化されます。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ジェルの実習付で
す。
【お持ち物】
筆記用具

嗅覚反応分析士インストラクター

田上

祥子

家族おもいのアロマテラピー
より仲良く過ごすために

全1回
61022-768-01 10/14(金)13:30～15:30
61022-768-02 12/ 2(金)13:30～15:30
61022-768-03 3/10(金)13:30～15:30
受講料
教材費別

\3,300\1,200
(教材費は現金のみ)

【講座内容】
ご家族のために使えるアロマを知れば、毎日がより快適に楽しくなります。
①お勉強やお仕事に！
②安眠や緊張をほぐすために
③マスクに使えるアロマ
④おうち時間のイライラに
⑤精油をブレンドしてアロマスプレー作り
【お持ち物】
筆記用具、ポケットティッシュ

健康管理士

恵野

十未香

プレ・マタニティのためのアロマ
妊活を自分らしく過ごすアロマケア

全1回
61022-771-01 10/22(土)13:00～15:30
61022-771-02 12/ 3(土)13:00～15:30
61022-771-03 3/25(土)13:00～15:30
受講料
教材費別

\3,850\500
(教材費は現金のみ)

【講座内容】
妊活期間を心地よく過ごすためのアロマケア。
40種類ほどの精油から「自分の香り」を探ります。
ご自身が「シフトチェンジ」ができるような香りを見つけてください。
妊活期間を自分らしく過ごすケアをご紹介。
香りを選んで、アロマアイテムとして制作・実践をしていただきます。
【受講条件】
※女性限定
【お持ち物】
筆記用具
講座で制作したアロマアイテムを使ってアロマケアの実践があります。
小さいタオルご持参、足先が出せる格好でお越しください。
【注意事項】
※講師は女性です。
※講座の特性上、治療などについてお伺いすることがありますことをご了承ください。
お答えいただかなくても講座参加にまったく問題はありませんので、ご安心くださ
い。

IFPA認定アロマセラピスト

本部

順和

全1回

クラフト/アート
アロマでディフューザー作り
アロマ風水から読みとる開運ディフューザー

61022-754-01 10/ 8(土)10:30～12:00
61022-754-02 12/ 9(金)10:30～12:00
61022-754-03 3/14(火)10:30～12:00
受講料
教材費別

\2,200\2,000
(教材費は現金のみ)

【講座内容】
アロマと風水の力で、お部屋の空気を変えませんか？
オリジナルのガラスボトル入りのディフューザーを作ります。
今の自分にあった、風水アロマの香りで、運気UPしていきましょう。
【受講条件】
※女性限定
【お持ち物】
筆記用具

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

浜野

有美

全1回
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講座名称・講師

香る糸かけ曼荼羅
聖なる円の色と香りにときめいて

講座
コード
61022-777-01
61022-777-02
61022-777-03

日時・受講料（税込）・教材費
11/23(水)10:00～12:00
1/19(木)10:00～12:00
3/30(木)10:00～12:00
受講料
教材費別

\3,300\2,000
(教材費は現金のみ)

講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項
【講座内容】
７色の糸を選び、作ることを楽しんで頂きます。
釘打ち、糸をかけて曼荼羅を作ります。最後に精油の香りをつけ完成。
作業時間には個人差があり、時間内に終わらない場合はご自宅での作業になります。
【受講条件】
釘打ち作業に問題のない方
【お持ち物】
お持ち帰り用の袋

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
植物に親しむボタニカルアート
科学的な目で植物に親しむアートレッスン
10月～12月

全1回
61022-778-00 10/ 4 , 11/ 1 , 12/ 6
受講料
教材費別

\9,900各月\300
(教材費は現金のみ)

【講座内容】
身近な植物をまず鉛筆デッサンすることから始めます。
形や大きさを正しくつかむコツや描き方などを身につけていく練習をしていきます。
色の塗り方から始め、植物の部分から全体を描けるように進めていきます。
経験者の方には、アドバイスをしながら作品造りを進めて頂きます。
【お持ち物】
鉛筆、消しゴム、画紙、透明水彩絵の具、筆洗、パレット、面相筆(中2本、小１本)、
筆を拭く布又は紙、モチーフを持ち帰る袋 ※初心者は初回鉛筆、消しゴムのみ
【注意事項】
※初心者の方は、すぐに道具を揃えずに初回は筆記用具のみご用意下さい。
講座で説明を受けてから道具を揃えて頂きます。

日本ボタニカルアート協会会員

西山 敦子
植物に親しむボタニカルアート
科学的な目で植物に親しむアートレッスン
1月～3月

全3回 10:00～12:00(火曜)
61022-779-00 1/10 , 2/ 7 , 3/ 7
【講座内容】
身近な植物をまず鉛筆デッサンすることから始めます。
受講料
\9,900形や大きさを正しくつかむコツや描き方などを身につけていく練習をしていきます。
教材費別 各月\300
色の塗り方から始め、植物の部分から全体を描けるように進めていきます。
(教材費は現金のみ)
経験者の方には、アドバイスをしながら作品造りを進めて頂きます。
【お持ち物】
鉛筆、消しゴム、画紙、透明水彩絵の具、筆洗、パレット、面相筆(中2本、小１本)、
筆を拭く布又は紙、モチーフを持ち帰る袋 ※初心者は初回鉛筆、消しゴムのみ
【注意事項】
※初心者の方は、すぐに道具を揃えずに初回は筆記用具のみご用意下さい。
講座で説明を受けてから道具を揃えて頂きます。

日本ボタニカルアート協会会員

西山

敦子

全3回

10:00～12:00(火曜)

フェイシャル/ボディトリートメント
初めてのアロマセラピートリートメント
簡単!!セルフハンドトリートメント

61022-780-01 10/ 9(日)10:00～12:00
61022-780-02 12/ 5(月)13:00～15:00
61022-780-03 3/18(土)10:00～12:00
受講料
教材費別

\3,300\1,000
(教材費は現金のみ)

【講座内容】
アロマセラピーの基礎。注意点。ブレンドの作り方、使い方の説明。
使用する精油の説明。トリートメントの手技、セルフで行う時のちょっとしたコツや
楽な方法を一緒にやってみながら説明していきます。
【受講条件】
※女性限定
※アレルギーのある方、かぶれやすい方はご注意ください。
【お持ち物】
筆記用具、フェイスタオル2枚
【注意事項】
※肘までトリートメントしますので、腕をまくれる服装でご参加ください。

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

石渡

まり子

全1回
61022-781-01 10/16(日)10:30～16:00
61022-781-02 12/17(土)10:30～16:00

高齢者に喜ばれる足裏のトリートメント講座
ご自身の足裏セルフリフレも学びます
受講料
教材費別

\11,000\2,000
(教材費は現金のみ)

【講座内容】
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
ご自身の足裏セルフリフレの実習
②相モデルで脚・足裏トリートメントの実習
※多めの実習時間で、しっかり練習していただきます。
【受講条件】
※女性限定
【お持ち物】
筆記用具、バスタオル、フェイスタオル各1枚、
短パン(脚全体を出せるように、短パンをご用意下さい。)
【注意事項】
※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

苑田

晶子

頭がスッキリ！簡単ヘッドトリートメント
ｽｶﾙﾌﾟｹｱｽﾌﾟﾚｰ＆ｾﾙﾌﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ

全1回 (休憩1時間30分)
61022-782-01 11/ 2(水)10:30～12:30
【講座内容】
61022-782-02 12/ 8(木)10:30～12:30
講義 ①眼精疲労、頭痛、肩こりに有効な精油
61022-782-03 2/ 8(水)10:30～12:30
②ヘアケアに効果のあるアロマテラピーの精油
実技 ①毛穴の汚れを除去し、眼精疲労、肩こり緩和のアロマスカルプケアスプレー＆
受講料
\3,850肩こり軽減のトリートメントオイルを作製
教材費別 \3,500
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
(教材費は現金のみ)
【お持ち物】
筆記用具、ハンドタオル、服装(首肩のトリートメントもしますので首周りの開いたオイ
ルがついても良い服で)、髪留めゴム、飲料水、卓上鏡
【注意事項】
※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ださい。

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

早矢仕

幸智子

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-ジュ

全1回
61022-793-01 10/30(日)10:30～16:00
61022-793-02 11/26(土)10:30～16:00
61022-793-03 3/26(日)10:30～16:00
受講料
教材費別

\11,000\3,000
(教材費は現金のみ)

【講座内容】
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。
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
【受講条件】
※女性限定
【お持ち物】
●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。
【注意事項】
※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

苑田

晶子

全1回

(休憩1時間30分)
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講座名称・講師

第一志望に合格するためのアロマテラピー
受験生の母が合格に導くアロマ実践法を伝授

講座
コード
61022-783-01
61022-783-02
61022-783-03

日時・受講料（税込）・教材費
10/19(水)10:30～12:30
12/ 7(水)10:30～12:30
1/12(木)10:30～12:30
受講料
教材費別

\3,300\4,000
(教材費は現金のみ)

講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項
【講座内容】
①受験生に役立つアロマテラピー(気持ちに喝を入れる精油など)
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(セル
フ)
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
【お持ち物】
タオル、飲料水、筆記用具、首肩のトリートメントをしますので、
首周りの開いた服の方が良。髪ゴム

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

早矢仕

幸智子

全1回

61022-784-01 11/ 9(水)10:30～12:30
61022-784-02 1/25(水)10:30～12:30
アロマで女性ホルモンとうまく付き合う方法 61022-784-03 3/ 8(水)10:30～12:30
生理不順、頭痛、イライラ、更年期対策に
受講料
\3,850教材費別 \4,000
(教材費は現金のみ)

【講座内容】
①女性ホルモンの役割
②アロマテラピーをどのように活用するか(症状別アロマテラピーの精油の紹介)
③ブレンドオイルの作り方(個別対応) (実習)
⑤デコルテ～首、肩、頭痛緩和のトリートメント(実技)
【受講条件】
※女性限定
【お持ち物】
筆記用具、ハンドタオル、飲料水、
服装(トリートメントを行いますので、デコルテや腕を出せる服装でお越しください。)
【注意事項】
※爪は事前になるべく短く切ってください。
髪の毛の長い方は、束ねるゴムをお持ちください。

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

早矢仕

幸智子

全1回

占星術/心理
【講座内容】
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。
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。
【お持ち物】
筆記用具、生年月日(できれば生まれた時間も)

61022-789-01 10/11(火)10:30～12:00
61022-789-02 1/15(日)10:30～12:00
占星学とアロマテラピー
～月･太陽編～

受講料
教材費

\3,300なし

AEAJ認定アロマセラピスト

香月

ひかる

全1回
61022-790-01 11/15(火)10:30～12:00
61022-790-02 2/12(日)10:30～12:00

占星学とアロマテラピー
～金星･火星編～

受講料
教材費

【講座内容】
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、
各星座の示す特徴、香りなどを知り、自身へのアプローチを考察します。
【お持ち物】
筆記用具、生年月日(できれば生まれた時間も)

\3,300なし

AEAJ認定アロマセラピスト

香月

ひかる

全1回
61022-791-01 12/20(火)10:30～12:00
61022-791-02 3/ 5(日)10:30～12:00

占星学とアロマテラピー
～木星･土星編～

受講料
教材費

【講座内容】
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。
【お持ち物】
筆記用具、生年月日(できれば生まれた時間も)
【注意事項】
※「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。

\3,300なし

AEAJ認定アロマセラピスト・インストラクター

香月

ひかる

12星座とハーブ

全1回
61022-792-01 1/15(日)13:00～14:30
61022-792-02 2/12(日)13:00～14:30
61022-792-03 3/ 5(日)13:00～14:30
受講料
教材費

【講座内容】
1/15(日)：やぎ座
2/12(日)：みずがめ座
3/5 (日)：うお座
について、それぞれ詳しく学びます。
星座の特徴(2区分、3区分、4区分、支配星)や、対応する体の部位や病気、
好調な時期と不調な時期、対応するハーブの育て方や使い方を学びます。
【お持ち物】
筆記用具

\3,300なし

AEAJ認定アロマセラピスト

香月

ひかる

全1回
61022-798-01 12/ 6(火)13:00～15:00

月と星座とアロマセラピー
満月から新月～手放しの時期

受講料
教材費別

【講座内容】
月の満ち欠けに合わせた過ごし方を「仕事」「美容」などについてお話します。
今回は満月から新月の期間のお話。
『月星座』についても触れ、当日の月星座に合わせたアロマクラフト作りをします。
本来の自分を表す生まれた時の月星座を調べて、セルフケアをご紹介します。
【お持ち物】
筆記用具
【注意事項】
※事前にご自身の生年月日と分かれば出生時刻を調べてご参加ください。

\3,850\1,500
(教材費は現金のみ)

IFA/IFPA認定国際アロマセラピスト

栗山

貴美子

全1回
61022-799-01 12/21(水)13:00～15:00

月と星座とアロマセラピー
新月から満月～引き寄せの時期

受講料
教材費別

\3,850\1,500
(教材費は現金のみ)

【講座内容】
月の満ち欠けに合わせた過ごし方を「仕事」「美容」などについてお話します。
今回は新月から満月の期間のお話。
『月星座』についても触れ、当日の月星座に合わせたアロマクラフト作りをします。
本来の自分を表す生まれた時の月星座を調べて、セルフケアをご紹介します。
【お持ち物】
筆記用具
【注意事項】
※事前にご自身の生年月日と分かれば出生時刻を調べてご参加ください。

IFA/IFPA認定国際アロマセラピスト

栗山

貴美子

全1回
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講座名称・講師

アロマ＆ハーブと禅ZEN トータルケア①
心と呼吸／いす坐禅 ～ルームコロン～

講座
日時・受講料（税込）・教材費
講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項
コード
【講座内容】
61022-794-01 1/ 9(月)10:30～12:30
不調のメカニズムを知り、役に立ってくれるアロマ＆ハーブの御紹介。
61022-794-02 3/22(水)10:30～12:30
ルームコロンを作成。和精油も御紹介します。
いす坐禅をし呼吸を整えリラックスしましょう。心の持ち方、物事の捉え方により
受講料
\4,400ストレス度が大きく変わります。禅ZENの話を織り交ぜ心身健康でいる事を御提案しま
教材費別 \1,210
(教材費は現金のみ)
す。
【受講条件】
・AEAJアロマテラピー検定１級程度の知識のある方(未受験でも可)
・①②③単発の御受講可能です。
【お持ち物】
筆記用具

AEAJ認定アロマセラピスト

古屋

清美

全1回
61022-795-01 1/ 9(月)14:00～16:00

アロマ＆ハーブと禅ZEN トータルケア②
女性の健康と悩み ～ロールオンアロマ～

受講料
教材費別

\4,400\1,980
(教材費は現金のみ)

【講座内容】
女性の年代、環境による体調変化のメカニズムを知り、お勧めなハーブ、アロマを御紹
介。ハーブ入りロールオンアロマを2本作成。和精油も御紹介します。心の持ち方、物事
の捉え方によりストレス度が大きく変わります。禅ZENの話を織り交ぜ心身健康でいる事
を御提案します。
【受講条件】
・AEAJアロマテラピー検定１級程度の知識のある方(未受験でも可)
・①②③単発の御受講可能です。
【お持ち物】
筆記用具

AEAJ認定アロマセラピスト

古屋

清美

全1回
61022-796-01 3/22(水)14:00～16:00

アロマ＆ハーブと禅ZEN トータルケア③
消化器系・腸活 ～トリートメントオイル～

受講料
教材費別

\4,400\1,760
(教材費は現金のみ)

AEAJ認定アロマセラピスト

古屋

清美

【講座内容】
消化器系のメカニズム、腸活の為のハーブ、アロマをご紹介します。
アロマトリートメントオイル作成、お腹のトリートメントのレクチャーをします。
和精油も御紹介します。心の持ち方、物事の捉え方によりストレス度が大きく変わりま
す。
禅ZENの話を織り交ぜ心身健康でいる事を御提案します。
【受講条件】
・AEAJアロマテラピー検定１級程度の知識のある方(未受験でも可)
・①②③単発の御受講可能です。
【お持ち物】
筆記用具・フェイスタオル2枚・オイルがついたタオルを持ち帰るビニール袋
【注意事項】
トリートメント実習は自分の腕で行うので肘まで出せる服装。
お腹のアプローチはオイルをつけず服の上から行います。

全1回

ボディワーク
アロマハワイアンフラ
フラの踊りと香りを楽しむ癒しの時間

61022-786-00 10/19 , 11/16 , 12/21 ,
受講料
教材費別

1/18

\13,200初回一括\500
(教材費は現金のみ)

【講座内容】
アロマの香りを感じながらフラを踊ります。
基本のステップと手話のような振り付けをご指導しながら整体師、
ピラティス講師としての視点で姿勢やコア筋肉の動かし方もお伝えします。
【お持ち物】
動きやすい服装(Tシャツとあればフレアスカート)、筆記用具、飲み物(必要に応じて)
【注意事項】
※素足で踊ります

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

藤田

あき子

全4回

13:30～15:00(水曜)
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【オンライン校】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、ご了承の上お申し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、その他の事情により、
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。
 開講人数に満たない、または弊社都合により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
場合は事前にスクールまでご連絡をお願いします。

⑤ 資格対応コースの振替について

 資格対応コースに限り、欠席された講座の振替受講（オンライン実施のものに限る）
を承ります。
 欠席される場合は、必ずスクールへご連絡ください。
 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。（カリキュラム等
が、開催時期により変更になる場合があります。予めご了承の上お振替ください。）
期間内に実施される該当講座にお振替ください。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ください。
（例： 10/10 の講座 ～ 翌年 10/9 まで振替可能となります。）
 原則、お振替は、1コマにつき1 回限りとなります。
 申請した振替日に必ず受講してください。
 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は、カリキュラムの
都合上、振替受講は行っていません。

⑥ お申し込み後の講座・コース変更について

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ください。

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ください。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、ご注意ください。
 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ください。
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
行ってください（特にアレルギー等お持ちの方はご注意ください）。
 講座内での宗教、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ください。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。
 ペアで受ける講座等、指定講座以外は、原則、お申込受講生のみのご受講となりま
す。
 お子様が受講生の場合を除き、お子様連れのご参加はできません。
 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。
〇一般講座・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
〇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。

 （通学カリキュラム時）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。
 （通学カリキュラム時）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
理してください。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。
 （通学カリキュラム時）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
ますのでご了承ください。
 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ください。
 授業中の録音・録画・写真撮影・画像収録（スライド・パワーポイントの撮影を含
む）はお断りいたします。
 （通学カリキュラム時）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。
 （通学カリキュラム時）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。

⑨ トリートメント実技受講生対象者への確認事項（通学カリキュラム時）

 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、ご受講くださ
い。※セルフトリートメント講座を除く
◆受講前の確認事項◆
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ください。
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
留意してください。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◆
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ください。
◆講座終了後◆
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
メントの練習や、他のトリートメントを受けることは控えてください。
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休めてください。

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。各種調査へ利用や、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
ください。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ください。

⑪ オンライン講座ご受講にあたり

 事前に「オンラインご受講にあたってのお願い」を必ずご確認ください。
 メールにてお知らせするID・パスワードにて指定の時間までにご入室ください。
 ご受講生のネット環境による通信切断やその他の障害時は、当社は責任を負いかねます。
 第三者との講座URLの共有や貸与、SNSを含む他の媒体への転載、また、講座で配布した
教材を受講目的以外で使用することは、著作権の侵害となる為、固くお断りいたします。
 講座のアーカイブ化や配信の技術向上を目的に、講座内容を録画する事がありますの
でご了承ください
 「Zoomミーティング」講座では、講師と受講生が双方向で会話が可能ですが、講
師、受講生の皆さんのお名前と映像が画面に映し出されますのでご了承ください。
 「Zoomウェビナー」講座では、受講生の映像は配信されません。お名前について
は、チャット機能を使用した時のみ配信されます。質疑応答時などにおいての受講生
からの発言は、主催者がマイクをＯＮにした時に限り可能になりますのでご了承ください。
 その他、ご受講講座により内容が異なります。詳しくはスクールまでご確認ください。
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全国 11 校ネットワーク
全国のハーバルライフカレッジで学ぶ充実の講座。
全 11 校（公社）日本アロマ環境協会総合資格認定校です。
（公社）日本アロマ環境協会総合認定校
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

宇都宮校
柏校
名古屋校
広島校

原宿表参道校（オンライン校）

神戸校

飯能校
町田校
たまプラーザ校
静岡校

大分校

香りを仕事にする ～インストラクターとして活動してみませんか～
■ハーバルライフカレッジ各校では、AEAJ 資格対応コース、JAMHA 資格対応コース
の講師を募集しております。
■認定コース以外の、ハーブ・アロマテラピー・植物・自然に関わる講座の講師も
募集しております。
※募集要項・お申し込み方法の詳細は、web ページをご覧ください。
https://www.treeoflife.co.jp/school/recruit/
※ご不明な点等ございましたら、各校またはカルチャー事業本部にお問合せください。

Herbal Life College
原宿表参道校 0120-821272

（オンライン校）

宇都宮校

028-624-2223

柏校

04-7148-2261

飯能校

042-972-1787

042-812-2793

広島校

082-502-3443

たまプラーザ校 045-904-3879

大分校

097-542-7963

町田校
静岡校

054-266-7268

名古屋校

052-242-2568

神戸校

078-262-5272

[ 新型コロナウイルス感染防止対策 ]
* 大切なお客様とスタッフを守るため、講座受講時にはマスクの着用、手洗いをお願いいたします。
* 講座終了後はスタッフが机などをアルコール消毒いたします。

（株）生活の木カルチャー事業本部

