スペシャルセミナー 原宿表参道校

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
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
シニアハーバルセラピスト

小田原校 生活の木小田原ダイナシティ店
0465-49-8173（受付時間10：00〜20：00）

&

神奈川県小田原市中里208ダイナシティウエストモール4F
大型ショッピングモール、ダイナシティは自然豊かな環境に囲まれ、駐車場も充実！
楽しく魅力的な一日体験講座から資格を目指す養成講座まであなたの学びを応援します。
講座名／講師

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）

JR東海道本線・鴨宮駅南口よりダイナシティ行
（バス）
ダイナシティ下車
（約10分）
ダイナシティ
ウエストモール 4F

講座内容

札幌校

【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

│61318−803−01 │10/2㈫│ 13：30〜15：00
│61318−803−02 │11/12㈪│ 13：30〜15：00
コード
│61318−803−03 │2/15㈮│ 14：30〜16：00
│61318−803−04 │3/26㈫│ 13：30〜15：00
※2/15
（金）
のみ14：30 〜 16：00
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

仙台校

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

宇都宮校
生活の木Herbal Life College

スタッフ

柏校

AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会

飯能校︵薬香草園︶ 町田校

スタッフ

生活の木Herbal Life College

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。
│61318−804−01 │10/2㈫│ 10：30〜12：00 講座内容
│61318−804−02 │11/12㈪│ 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
│61318−804−03 │11/17㈯│ 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
│61318−804−04 │11/26㈪│ 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
│61318−804−05 │12/26㈬│ 10：30〜12：00 併せてご説明いたします。
コード
│61318−804−06 │1/5㈯ │ 13：30〜15：00 ○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
│61318−804−07 │1/28㈪│ 10：30〜12：00
│61318−804−08 │2/26㈫│ 14：30〜16：00 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
│61318−804−09 │3/21㈭│ 10：30〜12：00
もご受講いただけます。
│61318−804−10 │3/25㈪│ 13：30〜15：00
お持ち物 筆記用具
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥540
全1回
│61318−805−01 │12/24㈪│ 13：30〜17：30 講座内容
コード│61318−805−02 │12/26㈬│ 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
│61318−805−03 │1/8㈫ │ 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 ￥5,140− 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）
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
コード

│61318−729−00│

講座内容

8/20 │ 9/3 │ 9/10 │
アロマテラピー検定対策
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
アロマテラピーアドバイザー養成講座
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
￥19,440− 教材費別 初回一括￥3,240 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
月曜集中コース

たまプラ丨ザ校

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
全3回 10：30〜15：30
（休憩1時間）
（月曜）
古屋 清美
（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
│61318−731−00│
（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
9/6 │ 9/13 │ 9/20 │
（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
￥19,440−
教材費別
初回一括￥3,240
木曜集中コース
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
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。
続学 早得 8/5まで
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
2015年改訂版
『アロマテラピー検定 公式テキスト1級』
（ ￥3,456/
全3回 10：30〜15：30
（休憩1時間）
（木曜）お持ち物 筆記用具、
くまざわ 聡子
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
コード
│61319−806−00│
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。
1/7 │ 2/4 │ 2/25 │
アロマテラピー検定対策
注意事項 ※早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
アロマテラピーアドバイザー養成講座
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
受講料 ￥19,440− 教材費別 初回一括￥3,240
月曜集中コース
※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。
AEAJ認定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
続学 早得 12/6まで
小田 博美
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 10：30〜15：30
（休憩1時間）
（月曜）
コード
│61319−807−00│
3/5 │ 3/12 │ 3/19 │ 3/26 │ 4/2 │ 4/9
アロマテラピー検定対策
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 7/19まで

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
火曜午前コース

小田原校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

くまざわ 聡子

続学 早得 2/4まで

全6回 10：30〜12：30
（火曜）
コード
│61319−808−00│
3/15 │ 3/22 │ 3/29 │

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
金曜集中コース
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

続学 早得 2/14まで

静岡校

全3回 10：30〜15：30
（休憩1時間）
（金曜）
コード
│61319−809−00│
2/17 │ 3/3 │ 3/17 │

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
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

くまざわ 聡子

ƒ受講申し込みはP101へ

続学 早得 1/16まで

全3回 10：30〜15：30
（休憩1時間）
（日曜）

1

＝
「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／アロマブレンドデザイナー養成講座
コード
│61318−810−00│
12/10 │ 1/21 │ 2/18 │ 3/18 │

講座内容

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
○
「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。

アロマブレンドデザイナー養成講座
月曜コース
受講料 ￥43,200− 教材費別 4,860

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。
）

対象者

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/

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）

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

続学

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

全4回 10：30〜16：30
（休憩1時間）
（月曜）

（各演習時【全9種】￥100〜500程度）

【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

│61318−735−02 │8/10㈮│ 10：30〜16：30
│61318−735−03 │10/7㈰│ 10：30〜16：30
コード│61318−811−01 │10/22㈪│ 10：30〜16：30
│61318−811−02 │1/14㈪│ 10：30〜16：30
│61318−811−03 │3/4㈪ │ 10：30〜16：30
受講料 ￥12,960− 教材費別 ￥5,400

講座内容

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
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。
）

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

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

全1回
（休憩1時間）

続学

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

くまざわ 聡子
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

コード
│61318−812−00│
10/23 │ 10/30 │ 11/6 │ 11/13 │ 11/20 │ 11/27
12/4 │ 12/11 │ 12/18 │ 1/15 │ 1/22 │ 1/29
2/5 │ 2/12 │ 2/19 │ 2/26 │

講座内容

コード
│61318−813−00│
10/19 │ 10/26 │ 11/2 │ 11/16 │ 11/30 │ 12/7
12/14 │ 12/21 │ 1/11 │ 1/18 │ 1/25 │ 2/1
2/8 │ 2/15 │ 2/22 │ 3/1 │

対象者

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
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
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 ￥150,660− 教材費別 ￥7,560
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、
続学 早得 9/22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16回 10：30〜13：30
（火曜）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。

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

受講料 ￥150,660− 教材費別 ￥7,560
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

続学 早得 9/18まで

全16回 10：30〜13：30
（金曜）

コード
│61318−814−00│
11/11 │ 11/25 │ 12/9 │ 12/23 │ 1/13 │ 1/27
2/10 │ 2/24 │

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 ￥150,660− 教材費別 ￥7,560

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

続学 早得 10/10まで

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
（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

全8回 10：30〜17：30
（休憩1時間）
（日曜）

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。

【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）
木曜午前コース

コード
│61318−815−00│
10/11 │ 10/18 │ 10/25 │ 11/1 │ 11/8 │ 11/15
11/22 │ 11/29 │ 12/6 │ 12/13 │ 12/20 │ 1/10
1/17 │ 1/24 │ 1/31 │ 2/7 │ 2/14 │ 2/21
2/28 │ 3/7 │ 3/14 │ 3/28 │ 4/11 │
受講料 ￥170,100− 教材費なし

講座内容

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
対象者

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）
を事

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

続学 早得 9/10まで

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。
全23回 10：30〜12：30
（木曜）注意事項 ※早得対象の方は講座初日にご案内いたします。
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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!

ビジネスセミナー アロマテラピー紀行セミナー

くまざわ 聡子

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。

︻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 原宿表参道校

講座名／講師

アロマセラピスト養成講座
（実技）
木曜午後コース

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）
コード
│61318−816−00│
10/11 │ 10/18 │ 10/25 │ 11/1 │ 11/8 │ 11/15
11/22 │ 11/29 │ 12/6 │ 12/13 │ 12/20 │ 1/10
1/17 │ 1/24 │ 1/31 │ 2/7 │ 2/14 │ 2/21
2/28 │ 3/7 │ 3/14 │ 3/28 │ 4/11 │ 4/18
4/25 │
※4/25は実技テストのため時間が異なります。
（13：00 〜 17：30）

講座内容
講座内容

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 ￥282,960− 教材費別 初回一括￥19,980
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

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

古屋 清美

続学

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

全25回 13：30〜16：00
（木曜）

ち物あり
（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
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

古屋 清美
アロマテラピー検定直前対策講座

│61318−817−00 │10/1㈪│ 10：30〜16：00 講座内容
コード
│61319−818−00 │4/19㈮│ 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 ￥5,832− 教材費なし
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。
全1回
（休憩1時間）注意事項 1級の試験には、2級の内容が含まれます。
│61318−819−00 │10/6㈯│ 10：30〜16：00
コード
│61319−820−00 │4/14㈰│ 10：30〜16：00
受講料 ￥5,832− 教材費なし

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

くまざわ 聡子

宇都宮校

インストラクター試験直前対策講座

全1回
（休憩1時間）
│ 受講生優待 │61318−741−01│ 9/7 講座内容
一般
│
│61318−741−02│ 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
コード
│ 受講生優待 │61319−821−01│ 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
│
│61319−821−02│ 3/8
経験者

対象者

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
インストラクター試験直前対策講座

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
全1回 10：30〜16：00
（休憩1時間）
（金曜）
テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥2,160/税込）
│ 受講生優待 │61319−822−01│ 3/10 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
コード
一般
│
│61319−822−02│ 3/10
優待価格
（￥16,200のところ￥10,800/税込）
となります。

柏校

受講料 受講生優待：￥10,800− 一般：￥16,200−
教材費なし
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

くまざわ 聡子
アロマセラピスト学科試験
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 │61318−742−01│ 11/9㈮ 講座内容
一般
│
│61318−742−02│ 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 │61319−823−01│ 5/9㈭ しょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
一般
│
│61319−823−02│ 5/9㈭
経験者

対象者

飯能校︵薬香草園︶ 町田校

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』
（成美堂出版・￥2,052/税込）
『ア
教材費なし
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）
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

注意事項 当校のアロマセラピスト
（学科）
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 10：30〜13：30

【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

│61318−824−01 │10/4㈭│ 13：30〜14：30
│61318−824−02 │10/15㈪│ 13：30〜14：30
コード
│61318−824−03 │12/25㈫│ 13：30〜14：30
│61318−824−04 │3/5㈫ │ 13：30〜14：30

講座内容

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。

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

たまプラ丨ザ校

合もありますがご了承下さい。

生活の木Herbal Life College

スタッフ
メディカルハーブ入門講座

小田原校

全1回
│61318−825−01 │10/4㈭│ 10：30〜12：00 講座内容
│61318−825−02 │10/15㈪│ 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
│61318−825−03 │11/17㈯│ 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
│61318−825−04 │11/26㈪│ 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
│61318−825−05 │12/25㈫│ 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。
コード
│61318−825−06 │1/18㈮│ 14：30〜16：00 ○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
│61318−825−07 │1/28㈪│ 13：30〜15：00 ○ JAMHA プログラム説明
│61318−825−08 │2/12㈫│ 14：30〜16：00
│61318−825−09 │3/21㈭│ 13：30〜15：00 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
│61318−825−10 │3/25㈪│ 10：30〜12：00
でもご受講いただけます。
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥540
お持ち物 筆記用具

生活の木Herbal Life College

スタッフ

全1回

静岡校
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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

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
月曜集中コース
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

小田 博美
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
土曜集中コース

コード
│61318−826−00│
11/19 │ 12/3 │ 12/17 │

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。
続学 早得 10/18まで
（1）メディカルハーブの世界
実習：ハーブティー
全3回 10：30〜15：30
（休憩1時間）
（月曜）
（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
│61318−828−00│
（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
10/13 │ 10/27 │ 11/10 │
（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 ￥19,440− 教材費別 初回一括￥6,480 （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
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
続学 早得 9/12まで

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
水曜特別集中コース

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
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。

（￥3,024/税込）
全3回 13：00〜17：15
（休憩15分）
（土曜）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』
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
│61319−827−00│
1/9 │ 1/23 │
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
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
受講料 ￥19,440− 教材費別 初回一括￥6,480
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。

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 12/8まで

全2回 10：15〜17：30
（休憩1時間15分）
（水曜）
コード
│61319−829−00│
1/6 │ 1/20 │ 2/3 │

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
日曜集中コース

受講料 ￥19,440− 教材費別 初回一括￥6,480

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

続学 早得 12/5まで

小田 博美

全3回 10：30〜15：30
（休憩1時間）
（日曜）

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルセラピスト養成講座
コード
講座内容
│61318−830−00│
10/24 │ 10/31 │ 11/14 │ 11/28 │ 12/12 │ 1/16 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
2/6 │ 3/6 │ 3/20 │
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。
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￥2,160 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
ハーバルプラクティショナー
続学 早得 9/23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 10：30〜15：30
（休憩1時間）
（水曜）
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
コード
│61318−831−00│
（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
11/24 │ 12/1 │ 12/8 │ 12/15 │ 12/22 │ 1/12 （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
JAMHA認定
1/19 │ 1/26 │ 2/2 │ 2/9 │ 2/16 │ 2/23 （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
ハーバルセラピスト養成講座
3/2 │ 3/9 │ 3/16 │ 3/23 │ 3/30 │ 4/6 （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
土曜午前コース
（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）
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 ￥129,600−
（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
ハーバルプラクティショナー
教材費別 初回一括 実習費￥2,160 テキスト代￥3,088
続学 早得 10/23まで全18回 10：15〜12：15
（土曜）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
岡崎 由美子
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
コード
│61318−832−00│
講いただけます。
11/24 │ 12/8 │ 12/22 │ 1/19 │ 2/2 │ 2/16
お持ち物 筆記用具
JAMHA認定
3/2 │ 3/16 │ 3/30 │
ハーバルセラピスト養成講座
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
土曜午後集中コース
受講料 ￥129,600−
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 教材費別 初回一括 実習費￥2,160 テキスト代￥3,088
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
ハーバルプラクティショナー
続学 早得 10/23まで
ンターにてご購入いただきます。
全9回 13：00〜17：15
（休憩15分）
（土曜）
岡崎 由美子

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
水曜集中コース

【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

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 10/6まで

岡崎 由美子

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 10：30〜15：30
（休憩1時間）
（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。

【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
講座内容
│61318−834−00│
12/1 │ 12/15 │ 1/12 │ 1/26 │ 2/9 │ 2/23 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、
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。
（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
（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

JAMHA認定
3/9 │ 3/23 │ 4/6 │
ハーバルプラクティショナー養成講座
土曜集中コース
受講料 ￥155,520−

対象者

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、
『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

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 10/31まで

岡崎 由美子

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 13：00〜17：15
（休憩15分）
（土曜）

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。

Check!

ƒ受講申し込みはP101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

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。

ビジネスセミナー アロマテラピー紀行セミナー

コード
講座内容
│61318−833−00│
11/7 │ 11/21 │ 12/5 │ 12/19 │ 1/30 │ 2/27 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
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。
（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（税込） （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

JAMHA認定
3/13 │ 3/27 │ 4/3 │
シニアハーバルセラピスト養成講座
水曜集中コース
受講料 ￥155,520−

︻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 原宿表参道校

講座名／講師

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/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）P98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
│61318−753−00 │8/18㈯│ 10：15〜13：15 講座内容
コード
│61319−836−00 │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！
受講料 ￥3,888− 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
お持ち物 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

メディカルハーブ検定直前対策講座
岡崎 由美子

コード│61319−835−00│2/11㈪│ 10：30〜13：30

メディカルハーブ検定直前対策講座 受講料 ￥3,888− 教材費なし
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

札幌校

全1回
（月曜）

小田 博美

│ 受講生優待 │61318−837−01│ 10/20 講座内容
コード
一般
│
│61318−837−02│ 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
ハーバルセラピスト試験直前対策講座
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
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
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
（￥
ハーバルプラクティショナー
全1回 12：00〜16：45
（休憩15分）
（土曜）
16,200のところ￥10,800/税込）
となります。
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
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

│ 受講生優待 │61318−838−01│ 10/17 講座内容
コード
一般
│
│61318−838−02│ 10/17 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：￥10,800− 一般：￥16,200−
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
（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 12：00〜16：45
（休憩15分）
（水曜）

格
（￥16,200のところ￥10,800/税込）
となります。

宇都宮校

│ 受講生優待 │61318−839−01│ 10/10 講座内容
コード
一般
│
│61318−839−02│ 10/10 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：￥10,800− 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）
』
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
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
ハーバルプラクティショナー
全1回 12：00〜16：45
（休憩15分）
（水曜）
価格
（￥16,200のところ￥10,800/税込）
となります。
岡崎 由美子

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース

柏校

アーユルヴェーダ入門講座

│61318−840−01 │ 12/21 │ 14：30〜16：30 講座内容
コード
│61318−840−02 │ 2/1 │ 14：30〜16：30 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 ￥3,240− 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

全1回
（金曜）

スタッフ

飯能校︵薬香草園︶ 町田校

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース

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。

P98 〜 99掲載

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

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。

〜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）
「SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター養成講座」詳細説明

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）

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。

JAPA企画

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）

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

たまプラ丨ザ校

【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

小田原校

【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/ハンドメイドソープ講師養成講座（開催校：原宿表参道校）P100掲載

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

│61318−841−01 │10/30㈫│ 14：30〜16：00
│61318−841−02 │11/23㈮│ 10：30〜12：00
コード
│61318−841−03 │12/18㈫│ 14：30〜16：00
│61318−841−04 │2/11㈪│ 14：30〜16：00
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥756 〜￥1,836

講座内容

10/30
（火）
：ローズの化粧水作り、肌のしくみを知る
（￥1,836 税込）
11/23（金祝）
：蜜蝋とカレンデュラオイルの口紅作り、身近な手作り化粧品原料（￥972 税込）
12/18
（火）
：マカデミアナッツとネロリの乳液作り、化粧人とはなにか
（￥1,404 税込）
2/11（月祝）
：シアバターたっぷりシトラスボディーミルク作り、癒しの時間作り
（￥756 税込）

お持ち物 筆記用具、エプロン
全1回 注意事項 メニューによって教材費が異なります。

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。

アロマ･ハーブ講座
九星気学とアロマ

│61318−842−01 │10/29 │ 10：30〜12：30 講座内容
コード
│61318−842−02 │ 3/11 │ 10：30〜12：30 九星気学について、
「気」
、
「陰陽」
、
「五行」について学びます。それぞれの生年月日
から星を読んで作成したパーソナルシートを見ながら、わかりやすく、実用的な解説
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥2,160
をいたします。実習では、気学から見て自分に合う香りを選んで、練香を作成します。

静岡校

お持ち物 筆記用具
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー

大和田 恵子

ƒ受講申し込みはP101へ

注意事項 自分の星回りが分かるパーソナルシート作成の為、事前に生年月日をお

全1回
（月曜）
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伺いします。

＝
「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
│61318−843−01 │10/29㈪│ 13：30〜15：30 講座内容
コード
│61318−843−02 │3/31㈰│ 10：30〜12：30 実際のワークショップをイメージしながらアロマクラフトを作ります。

ワークショップのノウハウを学ぼう！
習う楽しみから教える楽しみへ
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,500

お持ち物 筆記用具

AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー

大和田 恵子
食べるハーバリウム
心と体を癒す魅惑のボタニカル
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー

大和田 恵子
ハートを解き放つ
スピリチュアルアロマ
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー

全1回
│61318−844−01 │ 11/5 │ 10：30〜12：30 講座内容
コード
│61318−844−02 │ 3/11 │ 13：30〜15：30 ボトルに入った植物標本、今、話題のハーバリウム。食用ハーブやスパイスなどを
使って作るので、お部屋にしばらく飾った後は、サラダにかけたり、パスタやソテー
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,650
に。ドレッシングを作ったり・
・
・。視覚と味覚を満足させてくれる、
あなただけのハー
バリウムを作ってみませんか？
お持ち物 筆記用具
全1回
（月曜）注意事項 食品アレルギーのある方は事前にご連絡ください。
│61318−845−01 │11/5㈪│ 13：30〜15：30 講座内容
コード
│61318−845−02 │3/31㈰│ 13：30〜15：30 精油、パワーストーン、フラワーエッセンスについて学び、パワーストーン入りロー
ルオンアロマボトルを作ります。精油、ストーン、フラワーエッセンスの組み合わ
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥2,160
せはその人だけのオリジナルです。

全1回 お持ち物 筆記用具
│61318−846−01 │10/10㈬│ 10：15〜11：00 講座内容
コード│61318−846−02 │10/20㈯│ 10：15〜11：00 メディカルハーブはとは何なのか？ JAMHA 資格コースはどんなことを勉強するの
はじめてのメディカルハーブ
│61318−846−03 │2/13㈬│ 16：30〜17：15 か？ハーブディーを試飲して頂きながらわかりやすくお話します。これからメディ
1日体験コース
カルハーブを学びたいと考えている方におすすめです。
受講料 ￥540− 教材費別 ￥1,000
< 実習 > チンキ剤を使ったローション作り
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
全1回 お持ち物 筆記用具
岡崎 由美子

大和田 恵子

│61318−870−01 │ 11/3 │ 17：00〜19：00 講座内容
コード
│61318−870−02 │ 11/10 │ 10：15〜12：15 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
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
す。メディカルハーブをもっと美味しく活用しましょう。
< 実習 > メディカルハーブのコーディアルとジャム作り
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
全1回
（土曜）お持ち物 筆記用具

きれいになる、
美味しいハーブ活用法
1日体験コース
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,000
岡崎 由美子

│61318−848−01 │ 10/9 │ 10：30〜12：30 講座内容
コード
│61318−848−02 │ 1/8 │ 10：30〜12：30 地球からの贈り物クレイ。クレイセラピーを学びながら素肌美人を目指しましょう！
（1）
カラフルなスキンケアローション作り リッチでマイルドな使用感。肌質だけで
なく、テクスチャーの違いを楽しみながらあなただけのクレイをセレクト！
（2）
クレイの贅沢パック作り
対 象 者 女性限定
全1回
（火曜）お持ち物 筆記用具

クレイでナチュラルビューティーケア
素肌美人を目指して
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥2,000
国際クレイセラピー協会認定インストラクター

福島 郁子
すぐに出来る冷え対策

│61318−849−01 │ 12/4 │ 14：30〜16：30 講座内容
コード
│61318−849−02 │ 2/5 │ 14：30〜16：30（1）
寒い季節に活躍する精油と使い方
（2）
納得！自分でできる腹部のトリートメント
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,600
（3）
手足のツボとリンパストレッチ＆トリートメントオイル作成
（4）
体のあたためにおすすめの食材と美味しいレシピのご紹介
対 象 者 女性限定
お持ち物 筆記用具、ハンドタオル、バスタオル1 〜 2枚
（フットケア時、足元に敷くタオル）
注意事項 手脚のトリートメントを行うため、動きやすい服装でご参加ください。

JAA認定アロマセラピーインストラクター

福島 郁子
ヒーリングアロマ＆カラー①
ワクワクする目標との出会い

│61318−850−01 │ 10/19
コード│61318−850−02 │ 11/9
│61318−850−03 │ 1/11
受講料 ￥3,240− 教材費別

食後1時間以降のご参加をお願いいたします。腹部のトリートメントは服
全1回
（火曜）
の上から行います。
│ 14：30〜16：30 講座内容
│ 14：30〜16：30 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
│ 14：30〜16：30 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
色の御提案をします。今必要な香りでルームスプレーを作成します。可能であれば、
￥1,620
この回からの受講を奨励致します。
お持ち物 筆記用具・他回のレジュメ
（ある方）

AEAJ認定アロマセラピスト

古屋 清美
ヒーリングアロマ＆カラー②
新たな自己能力を引き出しましょう

注意事項 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

もっと詳しく、深く5回に分けてシェア致します。毎回、カラーリーディ
全1回
（金曜）
ング、ハーブブレンドティ−を楽しみます。
│61318−851−01 │11/2㈮│ 14：30〜16：30 講座内容
コード
│61318−851−02 │2/8㈮ │ 14：30〜16：30 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
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
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,620
案をします。今、必要な香りでトリートメントオイルを作成します。可能であれば、
１回目からの受講を奨励致します。
お持ち物 筆記用具・他回のレジュメ
（ある方）

AEAJ認定アロマセラピスト

古屋 清美
ヒーリングアロマ＆カラー③
愛に包まれ、
美しく前進しましょう

全1回
（金曜）

もっと詳しく、深く5回に分けてシェア致します。毎回、カラーリーディ
ング、ハーブブレンドティ−を楽しみます。

│61318−852−01 │ 12/7 │ 14：30〜16：30 講座内容
コード
│61318−852−02 │ 3/1 │ 14：30〜16：30 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。
「今、
ここ、
の自分って？」
を客観的に知りましょう。
「愛・女性らしさ」などキーワードの香りと色の御提案を
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,620
します。今、必要な香りでロールオンアロマを作成します。可能であれば、1 回目
からの受講を奨励致します。
お持ち物 筆記用具・他回のレジュメ
（ある方）
注意事項 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

古屋 清美
女性のためのハッピーアロマ
〜輝く女性になるためのヒント〜

│61318−853−01 │ 10/16
コード│61318−853−02 │ 1/22
│61318−853−03 │ 3/19
受講料 ￥3,240− 教材費別

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

森山 翠

もっと詳しく、深く5回に分けてシェア致します。毎回、カラーリーディ
全1回
（金曜）
ング、ハーブブレンドティ−を楽しみます。
│ 10：30〜12：30 講座内容
│ 14：30〜16：30 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
│ 13：30〜15：30 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
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
￥1,620
き寄せる方法をご紹介いたします。
対 象 者 女性限定
全1回
（火曜）お持ち物 筆記用具

│61318−854−01 │ 10/16 │ 13：30〜15：30 講座内容
コード
│61318−854−02 │ 1/29 │ 14：30〜16：30 本講座では大切な家族の一員であるワンちゃんの心と身体をいたわるドッグホリス
ティックケアを学びます。ワンちゃんの行動と目的に応じたアプローチの方法を、
嗅覚や経路、ツボの話を交えてご紹介します。ドッグアロマケアの基礎知識を習得
出来るよう分かりやすく解説いたします。

愛犬のためのアロマテラピー講座
〜ペットアロマケアで癒しの時間を〜 受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥840

お持ち物 筆記用具

森山 翠

注意事項 妊娠中、または授乳中、病気や老犬、六か月未満のワンちゃんには向か

全1回
（火曜）

ない内容もございます。ワンちゃん同伴ではご受講いただけません。

Check!

ƒ受講申し込みはP101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

AEAJ認定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

注意事項 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

︻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 原宿表参道校

講座名／講師

グリーンティーの基本とアレンジ
ほうじ茶・日本茶の美味しい淹れ方

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）
講座内容
│61319−847−01 │1/5㈯ │ 10：30〜12：30 講座内容
コード
│61319−847−02 │3/24㈰│ 10：30〜12：30 1/5
（土）：ほうじ茶の作り方や、ホットやアイス ミルクやスパークリングとしても
愉しめる「ほうじ茶シロップ」作りを学びます。
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,080
3/24
（日）
：煎茶の 1 〜 3 煎目の味・香りの変化を体験します。美味しく淹れるための
ポイントも !!
お持ち物 筆記用具
全1回 注意事項 必要な方は、エプロン

日本茶インストラクター

白川 明美

トリートメント・マッサージ講座
アロマテラピーを楽しむ方法！
初めてのハンドトリートメント！

│61318−855−01 │10/23㈫│ 14：30〜16：30 講座内容
コード│61318−855−02 │12/11㈫│ 14：30〜16：30 アロマハンドトリートメントは手軽にアロマテラピーを楽しむことのできる方法の
│61318−855−03 │4/7㈰ │ 10：30〜12：30 一つ！好みの香りで作るトリートメントオイルは手肌をいたわる効果も期待ができ
ます。相モデルで丁寧に実習しますので手技をしっかり身につけてご家族やご友人
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥1,200
とのコミュニケーションにもお役立てください。
お持ち物 筆記用具

札幌校

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

注意事項 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
しやすい服装でいらしてください。
│61318−856−01 │ 11/13 │ 14：30〜16：30 講座内容
コード
│61318−856−02 │ 1/15 │ 14：30〜16：30 穏やかな気持ち、温かい気分にしてくれるオレンジスイートの香りを練りこんだハ
介護にアロマテラピーを！
ンドクリームを作ります。シアバターやみつろうも手肌をいたわってくれることで
オレンジスイートの香りのハンドクリーム 受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥1,300
しょう。介護を頑張る自分のための癒しアイテムとしても！

くまざわ 聡子

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

全1回
（火曜）お持ち物 筆記用具
61318−857−01 │ 11/27 │ 14：30〜16：30 講座内容
│
コード
│61318−857−02 │ 3/12 │ 14：30〜16：30 アロマハンドトリートメントは手軽にアロマテラピーを楽しむ方法の一つです。介
介護にアロマテラピーを！
護をする方とされる方の穏やかなコミュニケーションに役立つことでしょう。手作
ハンドトリートメントでコミュニケーション 受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥1,200
りのトリートメントオイルは手肌をいたわる効果も期待ができます。相モデルでハ
ンドトリートメントを丁寧に実習します。
お持ち物 筆記用具 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
注意事項 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
（火曜）
くまざわ 聡子
しやすい服装でいらしてください。

くまざわ 聡子

仙台校

マタニティ・ベビー・キッズ講座

宇都宮校

コード│61318−858−00│ 10/13 │ 10：15〜12：15 講座内容
親子・お孫さんとの参加、大人 1 名さまでの参加も大丈夫です。初心者の方でも本
格的なハロウィンキャンドルを作ることができます。今年のハロウィンはキャンド
ルを灯して楽しみましょう。

親子で楽しくハロウィンキャンドル作り 受講料 ￥2,160− 教材費別 ￥1,500
作って灯して素敵な時を過ごしましょう

親子 保護者1名につきお子様は2名まで。キャンドル2個の場合は材料費は2倍。
対象者
お持ち物 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

注意事項 お子様とご参加の場合：熱いワックスの取り扱いは保護者の方、または
全1回
（土曜）
講師が行います。
コード│61318−859−00│12/2㈰│ 10：30〜12：30 講座内容
親子でアロマテラピーを楽しんでいただく講座です。精油の安全な扱い方法を身に
親子でハッピーアロマテラピー
つけて毎日の生活に役立ててください。閉めきりがちな冬のお部屋をさわやかな香
お部屋の空気さわやかスプレー作り！ 受講料 ￥2,160− 教材費別 ￥1,300
りでリフレッシュ！柑橘系の香りを使ってルームスプレーを作ります。

岡崎 由美子

柏校

親子 ※中学年〜高学年・親子
対象者
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

※中学生も対象

全1回
（日曜）注意事項 親御様
（ご両親、祖父母、保護者様のうちお一人）
とお子様一人でご参加ください。
│61318−860−01 │ 12/2 │ 13：30〜15：30 講座内容
コード
│61318−860−02 │ 3/24 │ 13：30〜15：30 親子でアロマテラピーを楽しんでいただく講座です。真っ白な石けん素地にハーブ
親子でハッピーアロマテラピー
パウダーで色付けして、季節に合わせてロールケーキみたいな石けんを作ります。
プチロールケーキみたいな石けん作り！ 受講料 ￥2,160− 教材費別 ￥1,300
12/2
（日）
：クリスマスロール石けん
3/24
（日）
：春のロール石けん

くまざわ 聡子

飯能校︵薬香草園︶ 町田校

親子 ※低学年〜高学年・親子
対象者
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

※中学生も対象

全1回
（日曜）注意事項 親御様
（ご両親、祖父母、保護者様のうちお一人）
とお子様一人でご参加ください。

くまざわ 聡子

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

生活の木
スーパーフードアドバイザー

│61318−861−01 │10/26 │ 14：30〜16：00 講座内容
コード
│61318−861−02 │ 11/23 │ 13：30〜15：00 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
講座です。
受講料 ￥2,700− 教材費なし
・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
【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
（金曜）お持ち物 筆記用具

たまプラ丨ザ校

│61318−862−01 │10/17㈬│ 10：15〜11：15 講座内容
コード
│61318−862−02 │11/3㈯│ 13：00〜14：00 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
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
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。

はじめてのアロマワックスプレート作り
ハーブ、
スパイス、
ドライフラワーで飾付け 受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥2,000

小田原校

お持ち物 エプロン/汚れてもよい服、お持ち帰り用袋
全1回 注意事項 熱いワックスを使用するので、取扱いに問題のない方
│61318−863−01 │10/27 │ 10：15〜12：15 講座内容
コード
│61318−863−02 │ 11/3 │ 10：15〜12：15 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。少し早いですがクリスマスキャンドルとして。
作って灯して素敵な時間を過ごしましょう 受講料 ￥4,320− 教材費別 ￥1,500
プレゼントにも喜ばれますよ。
10/27
（土）
丸い大きなキャンドル
11/3
（土）
カラフルなピラーキャンドル

キャンドルアーティスト

岡崎 由美子

キャンドルアーティスト

岡崎 由美子
初めてのクリスマスリース作り

静岡校

マナコフラワーアカデミー
フレッシュフラワーアレンジメント講師

速水 千世美

ƒ受講申し込みはP101へ

お持ち物 エプロン、汚れてもよい服装、お持ち帰り用袋
全1回
（土曜）注意事項 熱いワックスを使用するので、取扱いに問題のない方
コード│61318−864−00│ 11/18 │ 10：30〜12：30 講座内容
クリスマスに飾る、フレッシュグリーンのクリスマスリースをつくってみませんか？
受講料 ￥2,160− 教材費別 ￥2,500 〜 3,500 優しく指導しますので、初心者の方でも簡単にお作りいただけます。
お持ち物 エプロン
全1回
（日曜）注意事項 製作次第の退出が可能です。
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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

季節の彩りでリースを作ろう
マナコフラワーアカデミー
フレッシュフラワーアレンジメント講師

速水 千世美
心ときめく
本格フラワークラフトレッスン
マナコフラワーアカデミー
フレッシュフラワーアレンジメント講師

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）
講座内容
│61318−865−01 │11/18㈰│ 13：30〜15：30 講座内容
コード│61318−865−02 │12/24㈪│ 10：30〜12：30 季節ごとに飾るオリジナルリースを作ってみませんか？
│61318−865−03 │4/21㈰│ 13：30〜15：30 11/18
（日）
：クリスマスのフレッシュグリーンリース
12/24
（月）
：お正月のお飾りリース
受講料 ￥2,160− 教材費別 ￥2,500 〜 4,000 4/21
（日）
：春のグリーンリース
お持ち物 エプロン
全1回 注意事項 製作次第の退出が可能です。
│61318−866−01 │ 12/16 │ 10：30〜12：30 講座内容
コード
│61318−866−02 │ 4/21 │ 10：30〜12：30 季節に合わせてハンドメイドでアレンジしてみませんか？
12/16：クリスマスプリザーブドアレンジ
受講料 ￥2,160− 教材費別 ￥3,000 〜 4,000 4/21：グリーンのアーティフィシャルスワッグ

注意事項 製作次第の退出が可能です。
全1回
（日曜）
│61318−867−01 │ 10/9 │ 13：30〜15：30 講座内容
コード
│61318−867−02 │ 11/20 │ 14：30〜16：30（1）
ツボ押し、ストレッチ、トリートメント 中国から伝わる動作など、グッズを使っ
知って便利なセルフケア
たセルフケア
（グッズはお持ち帰りいただけます）
自分のからだのメンテナンスに役立てよう 受講料 ￥3,024− 教材費別 ￥2,000
（2）
トリートメントオイル作成
対 象 者 女性限定

速水 千世美

お持ち物 筆記用具、バスタオル1 〜 2枚
（フットケア時に使用）
、フェイスタオル1枚
JAA認定アロマセラピーインストラクター

福島 郁子
お花の力でセルフヒーリング
バッチフラワーレメディー
一日集中コース
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

森山 翠

注意事項 素足を出せるような、動きやすい服装でご参加ください。食後1時間以

全1回
（火曜）
降のご参加をお願いいたします。
│61318−868−01 │ 11/6 │ 14：30〜16：30 講座内容
コード
│61318−868−02 │ 2/19 │ 14：30〜16：30 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
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
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,500
レメディーって一体何だろう？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。
全1回
（火曜）お持ち物 筆記用具

ブラッシュアップ講座
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

│61318−869−01 │11/3㈯│ 14：30〜16：30 講座内容
コード
│61318−869−02 │2/13㈬│ 10：15〜12：15 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 ￥4,320− 教材費別 ￥2,000
型はお持ち帰り頂けます。
お持ち物 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
（土曜）

│61318−871−01 │ 11/16 │ 14：30〜17：30 講座内容
コード
│61318−871−02 │ 2/15 │ 14：30〜17：30 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？自信を持って
資格取得者として歩み出しませんか？精油選択のポイントなど、ブラッシュアップ内容を
レクチャーします。取得した素敵なツールに自信が持てるお手伝いを致します。

アロマハンドセラピスト・レビュー
アロマハンドセラピストのブラッシュアップ 受講料 ￥4,320− 教材費別 ￥1,620

（申請中の方も可能）
対 象 者 経験者 AEAJ認定アロマハンドセラピスト取得者
お持ち物 AEAJ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2枚・
お手拭き用ぬれタオル・飲み物
（水分補給用）
AEAJ認定アロマセラピスト

注意事項 テキストを参照に、ハンドトリートメントをする際の手指の条件、服装

全1回
（金曜）
などを確認して出席下さい。
│61318−872−01 │ 11/30 │ 14：30〜17：30 講座内容
コード
│61318−872−02 │ 1/25 │ 14：30〜17：30 一歩進めずにいる方のヒントになる講義になると思います。
「インストラクターの心得」編
アロマテラピーインストラクター実践講座
では、声の出し方・講義の到着点の設定の大切さ・時間内の間の取り方など。細かな点を
「インストラクターの心得」
編
受講料 ￥4,320− 教材費別 ￥1,080
シェアします。自分の個性を大切に、自信を持って歩めるお手伝いをしたいと思います。

古屋 清美

（申請中の方可能）
対 象 者 経験者 AEAJ認定アロマテラピーインストラクター取得者
お持ち物 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
（独自・共
通）
・AEAJアロマ検定１級テキスト・飲み物
（水分補給）
注意事項 「アロマテラピーとは？」
「精油とは？」
「精油が体に伝わる２つの経路」

AEAJ認定アロマセラピスト

が自分の言葉で。インストラクターテキスト「アロマテラピー教育」を
全1回
（金曜）
読んで感想、質問が言えるようにして来てください。
│61318−873−01 │ 12/14 │ 14：30〜17：30 講座内容
コード
│61318−873−02 │ 2/22 │ 14：30〜17：30 一歩進めずにいる方のヒントになる講義になると思います。
「カリキュラム作成」
アロマテラピーインストラクター実践講座
編では、1 級テキストを様々な角度で解析します。要項・内容を細かく見ていくと、
「カリキュラム作成」
編
受講料 ￥4,320− 教材費別 ￥1,080
初心者に与える順番、速度などが分かってきます。そうなると、カリキュラム作成
のポイントが見えてきます。

古屋 清美

対 象 者 AEAJ認定アロマテラピーインストラクター取得者 （申請中の方可能）
お持ち物 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
（独自・共

AEAJ認定アロマセラピスト

古屋 清美

全1回
（金曜）

んな順番で」記載されているのか？テキスト研究をして来て下さい。
（出
来る範囲で構いません）

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：原宿表参道校・大阪校）P100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 P100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。

ƒ受講申し込みはP101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!

ビジネスセミナー アロマテラピー紀行セミナー

通）
・AEAJアロマ検定１級テキスト・飲み物
（水分補給）
注意事項 アロマテラピー検定1級テキストが「どんな内容が」
「どんな言葉で」
「ど

︻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

