スペシャルセミナー

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

原宿表参道校

日本のハーブセラピスト

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）

&

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／講座説明会・入門講座・認定講習会

コード

│61319－807－00│

2/4まで

福岡校

4/15まで

全6回 10：30～12：30
（木曜）
コード
│61319－889－00│
7/2 │ 7/9 │ 7/23 │ 8/6 │ 8/27 │ 9/17

6/1まで

全6回 14：30～16：30
（火曜）

コード
│61319－891－00│
7/18 │ 8/22 │ 9/19 │

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
木曜集中コース
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

くまざわ 聡子

6/17まで
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（木曜）

Check!

ƒ受講申し込みはP149へ

1

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

スリランカ校 受講申込み

古屋 清美

大分校

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥19,440－ 教材費別 初回一括￥3,240
火曜午後コース
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

広島校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

くまざわ 聡子

神戸校

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
木曜午前コース

大阪校

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）
実習：バスソルト
くまざわ 聡子
全6回 10：30～12：30
（火曜） アロマテラピーの歴史
（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
│61319－808－00│
（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
3/15 │ 3/22 │ 3/29 │
アロマテラピー検定対策
実習：クレイパック
（5）健康学（栄養・運動・睡眠・生活習慣病）
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 （6）アロマテラピー関連法規・環境
実習：フレグランス
金曜集中コース
初
 めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
定1、2級の合格を目指す方など、どなたでもご受講いただけます。
AEAJ認定アロマセラピスト
2/14まで
アロマテラピーインストラクター
筆
（￥3,456/
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（金曜）
古屋 清美
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。
2月期
コード
│
│ 61319－809－00
2/17 │ 3/3 │ 3/17 │
※
 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
アロマテラピー検定対策
1/16まで
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
アロマテラピーアドバイザー養成講座
9月期
コード
│
│ 61319－892－00
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
日曜集中コース
9/22 │ 9/29 │ 10/6 │
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
8/21まで
装で、爪は短く切りご参加されることをお勧めします。
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
受講料 ￥19,440－ 教材費別 初回一括￥3,240
くまざわ 聡子
全3回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（日曜）
コード
│61319－890－00│
5/16 │ 5/30 │ 6/13 │ 6/27 │ 7/11 │ 7/25
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

名古屋校

3/5 │ 3/12 │ 3/19 │ 3/26 │ 4/2 │ 4/9 暮らしに役立つ、アロマテラピーの基礎知識を学んで、アロマテラピーアドバイザ
アロマテラピー検定対策
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 ーを目指しませんか？アロマテラピー検定試験に向け、精油の安全性や作用、歴史、
活用法などを学びます。毎回、生活の木のオーガニック精油や植物油等を用い日常
火曜午前コース

静岡校

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

小田原校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

たまプラ丨ザ校

AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会

町田校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

飯能校（薬香草園）

アロマテラピー入門講座

柏校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│61318－803－03 │2/15㈮│ 14：30～16：00
│61318－803－04 │3/26㈫│ 13：30～15：00 ハーバルライフカレッジ各校におけるアロマテラピーアドバイザー、アロマブレンドデザ
コース│61319－886－01 │4/10㈬│ 13：30～15：00 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
│61319－886－02 │6/3㈪ │ 13：30～15：00 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
│61319－886－03 │9/5㈭ │ 13：30～15：00（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
※2/15
（金）
のみ14：30～16：00
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
受講料 無料 教材費なし
○質疑応答
こ
 れからアロマの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等どなたでもご受講いただけます。
筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
全1回
合もありますがご了承下さい。
│61318－804－08 │2/26㈫│ 14：30～16：00
│61318－804－09 │3/21㈭│ 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
│61318－804－10 │3/25㈪│ 13：30～15：00 に「アロマテラピー」を感じて、体験していただく講座です。 自然の香りを楽しみ
│61319－887－01 │4/10㈬│ 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
コード│61319－887－02 │5/4㈯ │ 10：30～12：00 併せてご説明いたします。
│61319－887－03 │6/3㈪ │ 10：30～12：00 ○アロマテラピーとは ○ルームフレッシュナー作り ○ AEAJ 資格対応コース説明
│61319－887－04 │7/29㈪│ 13：30～15：00
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
│61319－887－05 │8/26㈪│ 13：30～15：00
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
│61319－887－06 │9/26㈭│ 13：30～15：00
もご受講いただけます。
受講料 ￥2,700－ 教材費別 ￥540
筆
 記用具
全1回
│61319－888－01 │4/13㈯│ 13：30～17：30
│61319－888－02 │6/24㈪│ 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を学びます。
コード
│61319－888－03 │6/30㈰│ 13：30～17：30 ○ AEAJ アロマテラピーアドバイザー認定講習会
│61319－888－04 │7/4㈭ │ 13：30～17：30 ・アロマテラピーアドバイザーについて
・アロマテラピー関連法規
受講料 ￥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）
・アロマテラピー検定試験1級合格の方。

筆
お持ちの方は「資格マニュアル」
（最新版）
、
機関誌「AEAJ」
（最新号）
 記用具、
履
 修証明書発行には本講習会カリキュラムを、同一日に全ての履修が必
全1回
要となります。

宇都宮校

アロマテラピー資格対応コース
講座説明会

仙台校

講座名／講師

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

札幌校

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

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

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマブレンドデザイナー養成講座

原宿表参道校

早得 続学

対象者

コード経験者
│61319－893－00
メンズ 親子 │
女性限定
シニア

5/20 │ 6/17 │ 7/22 │ 8/19 │
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

札幌校
仙台校
宇都宮校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

古屋 清美

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。
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または

取得予定の方
（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当
校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可 ※申込時・
講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
筆
『AEAJ認定アロマブレンドデザイナー公式テキスト』
（￥2,160/
 記用具、
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）
※
（各演習時
 各自で作成する、演習時の希釈精油代は別途徴収となります
全4回 10：30～16：30
（休憩1時間）
（月曜）
【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

柏校

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

飯能校（薬香草園）

│61318－811－04 │3/4㈪ │ 10：30～16：30
│61319－894－01 │7/14㈰│ 10：30～16：30 1 日完結のカリキュラムを通して、安全にアロマテラピーの知識を持ち、身の周り
コード
│61319－894－02 │9/16㈪│ 10：30～16：30 の方をはじめ、ボランティアや地域活動などにおいて、第三者にアロマハンドトリー
│61319－894－03 │10/8㈫│ 10：30～16：30 トメントを提供できる技術や能力を養いながら AEAJ が認定する資格を目指します。
○アロマハンドトリートメントとは
受講料 ￥12,960－ 教材費別 ￥5,400
○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
A
 EAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格以上をお持ちの方、
または資格取得予定の方
筆
『AEAJ認定アロマハンドセラピスト公式テキスト』
（￥1,728/税
 記用具、
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

町田校

※
 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。
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

たまプラ丨ザ校

古屋 清美

全1回
（休憩1時間）
（月曜）

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

小田原校

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

静岡校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

古屋 清美

名古屋校

アロマテラピーインストラクター
養成講座
日曜集中コース

大阪校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

くまざわ 聡子

│61319－895－00│
│ 5/7 │ 5/21 │ 6/4 │ 6/11 安全で正しく豊かなアロマテラピーが実践できるよう、専門家として指導できる知
│ 7/2 │ 7/9 │ 7/16 │ 7/23 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。
│ 8/20 │ 8/27 │
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、
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。
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
3/15まで 全16回 10：30～13：30
（火曜）
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
コード
│61319－896－00│
方は、受験ができないのでご注意ください。
5/26 │ 6/2 │ 6/9 │ 6/16 │ 6/23 │ 7/7
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥2,052/税込・成美堂出版・各校で購
 記用具、
7/21 │ 8/4 │
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
受講料 ￥150,660－ 教材費別 ￥7,560
キスト
（独自カリキュラム編）
（￥2,160/税込）
』
、2019年改訂版『アロマテラピー
検定 公式テキスト』
（￥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。
・
 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
4/25まで
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。
全8回 10：30～17：30
（休憩1時間）
（日曜）
コード
4/16 │ 4/23
6/18 │ 6/25
7/30 │ 8/6

【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
神戸校

アロマセラピスト養成講座
アドバンス
（学科）
金曜午前コース

広島校
福岡校
大分校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

古屋 清美

スリランカ校 受講申込み

ƒ受講申し込みはP149へ

コード
4/26 │ 5/10
6/14 │ 6/21
8/2 │ 8/9
9/13 │ 9/20

│61319－897－00│
│ 5/17 │ 5/24 │ 5/31 │ 6/7
│ 7/5 │ 7/12 │ 7/19 │ 7/26
│ 8/16 │ 8/23 │ 8/30 │ 9/6
│ 10/4 │ 10/11 │ 10/18 │

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、
より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
カリキュラムでは、ボディとフェイスを、骨格や筋肉などの解剖生理学や衛生学な
ど、セラピストとして人の身体に触れるうえで必要な基礎知識のほか、カルテの作
成方法、コンサルテーション、ケーススタディーを通して学びます。
受講料 ￥170,100－ 教材費なし
○コンサルテーション理論
○ボディフェイストリートメント理論
○解剖生理学
○顔面の皮膚科学
○衛生学
◯コンサルテーション実技
○カルテ指導
○ケーススタディー
○実力テスト
・AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者・アロマテラピ

ーインストラクターコース受講中、または修了者
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥2,052/税込・成美堂出版）
を事
 記用具、
前に各自でご用意頂きます。各スクールでもご購入可能です。
『アロマセ
ラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥3,780/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。
3/25まで
全23回 10：30～12：30
（金曜）
※
 早得対象の方は講座初日にご案内いたします。

2

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

アロマテラピー検定直前対策講座

古屋 清美

1 級の試験には、2級の内容が含まれます。

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

古屋 清美

インストラクター試験直前対策講座

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

くまざわ 聡子

古屋 清美

【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

メディカルハーブ入門講座

3

スリランカ校 受講申込み

ƒ受講申し込みはP149へ

最新情報＆お申込みサイト

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

大分校

Check!

福岡校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

全1回
│61318－825－08 │2/12㈫│ 14：30～16：00
│61318－825－09 │3/21㈭│ 13：30～15：00 ハーブに興味があるけれど、何から学んだらよいのかわからない…そんな皆さんに
│61318－825－10 │3/25㈪│ 10：30～12：00「メディカルハーブの世界」を体験していただく講座です。ハーブの香りや色、風
│61319－905－01 │4/24㈬│ 10：30～12：00 味を楽しみながら、五感を通して心地よい時間を一緒に過ごしましょう。JAMHA 資
コード│61319－905－02 │5/4㈯ │ 13：30～15：00 格対応コースについても併せてご説明いたします。
│61319－905－03 │6/6㈭ │ 13：30～15：00 ○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
│61319－905－04 │7/1㈪ │ 10：30～12：00 ○ JAMHA プログラム説明
│61319－905－05 │8/1㈭ │ 13：30～15：00
初
 めてメディカルハーブを学ぶ方、ハーブを日常生活に役立てたい方、
│61319－905－06 │9/27㈮│ 10：30～12：00
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。
受講料 ￥2,700－ 教材費別 ￥540
筆
 記用具
全1回

広島校

スタッフ

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

神戸校

生活の木Herbal Life College

│61318－824－04 │3/5㈫ │ 13：30～14：30
│61319－904－01 │4/24㈬│ 13：30～14：30 ハーバルライフカレッジ各校における、メディカルハーブコーディネーター、ハー
コード
│61319－904－02 │7/1㈪ │ 13：30～14：30 ブ＆ライフコーディネーター、ハーバルセラピスト、シニアハーバルセラピスト、
│61319－904－03 │9/27㈮│ 13：30～14：30 ハーバルプラクティショナー、ホリスティックハーバルプラクティショナーの各養
成講座について詳しくご説明いたします。NPO 法人 日本メディカルハーブ協会
受講料 無料 教材費なし
（JAMHA）
が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメリット、講座の
特徴やカリキュラム内容等、実際のテキストをお見せしながらお話します。
こ
 れからハーブの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等 どなたでもご受講いただけます。

大阪校

メディカルハーブ資格対応コース
講座説明会

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

静岡校

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 │61319－823－01│ 5/9㈭
一般
│
│61319－823－02│ 5/9㈭ 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 │61319－903－01│ 11/8㈮ しょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
一般
│
│61319－903－02│ 11/8㈮

受講料 受講生優待：￥10,800－ 一般：￥16,200－
筆
『ぜんぶわかる人体解剖図』
（成美堂出版・￥2,052/税込）
『ア
 記用具、
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）
当
（学科）
養成講座の受講生は、受講料が優待価格
 校のアロマセラピスト
（￥16,200のところ￥10,800/税込）
となります。
全1回 10：30～13：30

小田原校

受講料 受講生優待：￥10,800－ 一般：￥16,200－
教材費なし

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

町田校

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 │61319－821－01│ 3/8㈮
一般
│
│61319－821－02│ 3/8㈮ 出題範囲が広範なアロマテラピーインストラクター試験に向け、模擬試験形式で総
コード
│ 受講生優待 │61319－901－01│9/10㈫ 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
│
│61319－901－02│9/10㈫

受講料 受講生優待：￥10,800－ 一般：￥16,200－
筆
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥2,052/税込・成美堂出版）
『ア
 記用具、
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）
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
当
 校のアロマテラピーインストラクター養成講座の受講生は、受講料が
一般
│
│61319－822－02│ 3/10
優待価格
（￥16,200のところ￥10,800/税込）
となります。
コード
│ 受講生優待 │61319－902－01│ 9/1
一般
│
│61319－902－02│ 9/1

飯能校（薬香草園）

アロマテラピー検定直前対策講座

全1回
（休憩1時間）
│61319－820－00 │4/14㈰│ 10：30～16：00
コード
│61319－900－00 │10/24㈭│ 10：30～16：00

柏校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

│61319－818－00 │4/19㈮│ 10：30～16：00
コード
│61319－899－00 │10/15㈫│ 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
筆
 記用具、2019年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』をご用意
下さい。

宇都宮校

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

仙台校

古屋 清美

トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
カリキュラムでは、
ボディとフェイストリートメントを学びます。身体の触れ方から、
圧のかけ方、手技、立ち位置等、実技を通して習得します。
（伏臥位、仰臥位） ○応用
（伏臥位、仰臥位）
○ボディトリートメント基礎
○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
※AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者、アロマテラ

ピーインストラクターコース受講中、または修了者、当校で新カリキュラム『ア
ロマセラピスト養成講座アドバンス
（学科）
』受講中、または修了者
筆
『アロマセラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥
 記用具、
3,780/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
爪
 を切ってご参加ください。※フェイストリートメント実技は別途持ち
物あり
（詳細は講座内でお伝えします）
全25回 13：30～16：00
（金曜）

札幌校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

講座内容

原宿表参道校

アロマセラピスト養成講座
（実技）
金曜午後コース

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）
コード
│61319－898－00│
4/26 │ 5/10 │ 5/17 │ 5/24 │ 5/31 │ 6/7
6/14 │ 6/21 │ 7/5 │ 7/12 │ 7/19 │ 7/26
8/2 │ 8/9 │ 8/16 │ 8/23 │ 8/30 │ 9/6
9/13 │ 9/20 │ 10/4 │ 10/11 │ 10/18 │ 10/25
11/1 │
※11/1は実技テストのため時間が異なります。
（13：00～17：30）

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料・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／日本のハーブセラピスト養成講座

原宿表参道校

JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座
水曜集中コース

コード
│61319－878－00│
2/27 │ 3/13 │ 3/27 │ 4/3 │
※最終日のみ10：30～12：30
受講料 ￥60,480－
教材費別 初回一括 テキスト代￥2,700

札幌校
仙台校
宇都宮校

日本のハーブを歴史的・科学的に深く学ぶに加えて、
日本で用いられてきた30 種の
メディカルハーブと、
身近に目にすることのある16 種の有毒植物についても知識を
習得できます。
日本で利用されてきたハーブの特徴や有用性、
さらに法制度と安全性
を理解し、
正しい知識をもってご自身や家族の健康維持・増進に役立てられるように
なります。
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
（1）
日本のメディカルハーブの歴史
（2）
くらしの中のメディカルハーブ
1/26まで
ハーバルプラクティショナー
（3）
民族のハーブと地域のハーブ
（4）
法制度と安全性
全4回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（水曜）
岡崎 由美子
（5）
日本のメディカルハーブの活用（自然観・四季）
コード
│61319－879－00│
（6）
日本のメディカルハーブの活用（不調・トラブル）
3/2 │ 3/16 │ 3/30 │ 4/6 │
（7）
民間療法と具体的な日本のメディカルハーブの利用
JAMHA認定
※最終日のみ10：30～12：30
日本のハーブセラピスト養成講座
日
 本のハーブの知識を深めたい方、日本のハーブセラピスト資格の取得
受講料 ￥60,480－
土曜集中コース
を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
教材費別 初回一括 テキスト代￥2,700
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
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
○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
2/1まで
ハーバルプラクティショナー
筆
『日本のハーブセラピストコース・テキスト』
は講座初回に
 記用具 ※
全4回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（土曜）
岡崎 由美子
受付カウンターで購入可能
（￥2,700
（税込）
）
コード
│61319－912－00│
コ
 ース修了には、全7コマ中5コマ以上の出席が必須となります。
6/22 │ 7/6 │ 7/20 │ 8/3 │ 8/31 │ 9/14
JAMHA認定
※
『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
9/28 │
日本のハーブセラピスト養成講座
ターにてご購入いただきます。

土曜午前コース

柏校

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

岡崎 由美子

受講料 ￥60,480－
教材費別 初回一括 テキスト代￥2,700
5/21まで

全7回 10：15～12：15
（土曜）

【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

飯能校（薬香草園）

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
│61319－907－00│
5/11 │ 5/25 │

町田校
たまプラ丨ザ校

暮らしに役立つ、メディカルハーブの基礎知識を学び、メディカルハーブコーディ
ネーターを目指しませんか？ご自身の美容や健康の為、家族・友人と楽しむ為など、
受講料 ￥19,440－ 教材費別 初回一括￥3,095 生活にすぐに活かせるハーブの活用術を実習も交えて楽しく学びます。メディカル
ハーブ検定の試験範囲に対応したカリキュラムです。
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
（1）
メディカルハーブの世界
実習：ハーブティー
ハーバルプラクティショナー
（2）
メディカルハーブの歴史
実習：ペパーミントの温湿布
4/10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
岡崎 由美子
全2回 10：15～17：30
（休憩1時間15分）
（土曜）
（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
│61319－906－00│
メディカルハーブ検定対応
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
5/15 │ 6/5 │ 6/19 │ 7/3 │ 7/17 │ 7/31 （5）
メディカルハーブコーディネーター
（6）
症状別メディカルハーブ
実習：マルベリーとカモミールのゴマージュ作り
養成講座
受講料 ￥19,440－ 教材費別 初回一括￥3,095
水曜午前コース
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。
筆
JAMHA 発行『メディカルハーブ検定テキスト』
（￥3,024/ 税込）
 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
を事前に各自ご用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。
ハーバルプラクティショナー
4/14まで
早
得対象の方は、講座初日にご案内いたします。

岡崎 由美子
全6回 10：30～12：30
（水曜）

【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

小田原校
静岡校
名古屋校
大阪校

コード
│61319－908－00│
5/8 │ 5/29 │ 6/12 │ 6/26 │ 7/10 │ 7/24 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
8/7 │ 9/4 │ 9/18 │
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
（3）
メディカルハーブの基礎知識 Ⅱ
（4）
アロマテラピーの基礎知識
（5）
メディカルハーブと精油の安全性 （6）
メディカルハーブ製剤 Ⅰ
（7）
メディカルハーブ製剤
Ⅱ
（8）
代謝を助けるメディカルハーブ
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
（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
ハーバルプラクティショナー
4/7まで
（11）外敵から身体を守るメディカルハーブ（12）
ストレス対策と心身症の予防に役立つメディカルハーブ
岡崎 由美子
全9回 10：30～15：30
（休憩1時間）
（水曜）
（13）女性のためのメディカルハーブ （14）若さを保つメディカルハーブ
コード
│61319－909－00│
（わが家の台所薬局）
（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
5/18 │ 6/8 │ 6/22 │ 7/6 │ 7/20 │ 8/3 （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
JAMHA認定
8/31 │ 9/14 │ 9/28 │
ハーバルセラピスト養成講座
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルセラピスト資格の取得を目指
土曜午後集中コース
す方等、
コースの受講条件はございませんので、
どなたでもご受講いただけます。
受講料 ￥129,600－
筆
記用具

教材費別 初回一括 実習費￥2,160 テキスト代￥3,088
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。ハーバルセラピスト養
成講座の修了には、各資格対応コース全18回中13回以上の出席、全9回
中7回以上の出席が必須となります。※テキストは講座初回に受付カウン
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ターにてご購入いただきます。
ハーバルプラクティショナー
4/17まで
岡崎 由美子
全9回 13：00～17：15
（休憩15分）
（土曜）

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
水曜集中コース

神戸校

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

│61319－910－00│

広島校

5/15 │ 6/5 │ 6/19 │ 7/3 │ 7/17 │ 7/31 ハーバルセラピストで触れた 30 種類のメディカルハーブの成分、有効性や安全性
JAMHA認定
8/28 │ 9/11 │ 9/25 │
等を、植物療法による疾病の予防という観点を中心に、より深く学びます。より専
シニアハーバルセラピスト養成講座
門的な知識を身につけたい方、講師として活躍の場を広げたい方におすすめです。
水曜午後集中コース
受講料 ￥155,520－
安全性と薬物相互作用
（1）
植物療法概論
（2）
治癒系と老化制御
（3）
教材費別 初回一括テキスト代￥4,536

福岡校
大分校

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

スリランカ校 受講申込み

岡崎 由美子

ƒ受講申し込みはP149へ

（4）
調製と植物製剤学
（5）
消化器系の植物療法Ⅰ（6）
消化器系の植物療法Ⅱ
（7）
循環器系の植物療法Ⅰ （8）
循環器系の植物療法Ⅱ（9）
呼吸器系の植物療法
（10）
代謝性疾患の植物療法 （11）
神経系の植物療法 （12）
内分泌系の植物療法
妊娠と出産、小児科領域の植物療法
（13）
免疫系の植物療法
（14）
植物美容法
（15）
（16）
生活習慣病と高齢者の植物療法 （17）
ケーススタディー
（18）
論文発表、修了式
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、シニアハーバルセラピスト資格
の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたで
もご受講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格
者 ○シニアハーバルセラピスト養成講座
（旧：ハーバルプラクティショ
ナー植物療法科）
（18単位／ 36時間）
修了
筆
指定書籍
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
 記用具、
（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。
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
4/14まで
回中13回以上の出席、全9回中7回以上の出席、論文の提出と発表が必須。
全9回 13：00～17：15
（休憩15分）
（水曜）

4

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

講座コード／日時／受講料・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／ハーバルプラクティショナー養成講座
│61319－911－00│

教材費別 初回一括テキスト代 ￥1,080

ハーバルプラクティショナー

岡崎 由美子

ƒ受講申し込みはP149へ

5

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

スリランカ校 受講申込み

Check!

大分校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│61319－921－01 │5/28㈫│ 10：30～12：00
│61319－921－02 │6/24㈪│ 10：30～12：00 5/28
（火）
：クレンジング作り、睡眠のおはなし （教材費￥1,296 税込）
コード
│61319－921－03 │8/5㈪ │ 13：30～15：00 6/24
（月）
：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）
│61319－921－04 │9/2㈪ │ 13：30～15：00 8/5
（月）
：マカデミアナッツとネロリの乳液作り、化粧品とはなにか
（教材費￥1,404 税込）
（教材費￥756 税込）
9/2
（月）
：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
受講料 ￥2,700－ 教材費別 ￥756～￥1,728
筆
 記用具、エプロン
全1回
メ
 ニューによって教材費が異なります。

福岡校

ハンドメイドギルド
手作り化粧品レッスン

広島校

【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

神戸校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

│61319－920－01 │6/4㈫ │ 14：30～16：30
コード
│61319－920－02 │9/26㈭│ 10：30～12：30 アーユルヴェーダの基礎からスカルプケアの実習を体験します。JAPA 認定コース
やスリランカのアーユルヴェーダについてご紹介します。アーユルヴェーダに興味
受講料 ￥3,240－ 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
筆
 記用具
＊
（事前に必ずご予約下さい）
予告なく中止、日程が変更される場
 予約制
合もありますがご了承下さい。＊スカルプケアトリートメント実習では、
全1回
トニックローションを頭皮に使用します。

大阪校

アーユルヴェーダ入門講座

名古屋校

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース

静岡校

│ 受講生優待 │61319－918－01│ 4/17
コード
一般
│
│61319－918－02│ 4/17 広範な出題範囲を持つ、日本のハーブセラピスト試験の最終仕上げに、模擬試験形
式で総復習しましょう。
受講料 受講生優待：￥10,800－ 一般：￥16,200－ 試験対策のポイントをしぼって学習します。
教材費なし
筆
 記用具、日本のハーブセラピストコース・テキスト
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー
当
 校の日本のハーブセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
全1回 12：00～15：00
（水曜）
（￥16,200のところ￥10,800/税込）となります。
岡崎 由美子
│ 受講生優待 │61319－916－01│4/20㈯
一般
│
│61319－916－02│4/20㈯ 出題範囲が広範なシニアハーバルセラピスト試験に向け、模擬試験形式で総復習し
コード
シニアハーバルセラピスト試験
│ 受講生優待 │61319－917－01│10/16㈬ ましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
直前対策講座
一般
│
│61319－917－02│10/16㈬
筆
『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
 記用具、
の事典－主要100種の基本データ－
（2016年改訂新版）
（東京堂出版）
』
受講料
受講生優待
：
￥10,800－
一般：￥16,200－
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
教材費なし
ハーバルプラクティショナー
当
 校のシニアハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価
全1回 12：00～16：45
（休憩15分）
格
（￥16,200のところ￥10,800/税込）
となります。
岡崎 由美子
受講生優待 │61319－919－01│ 10/19
│
コード
一般
│
│61319－919－02│ 10/19 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－
筆
『メディカルハーブ植物化学科テキスト』
、2016年改訂新版『メ
 記用具、
教材費なし
ディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－
（東京堂出版）
』
『薬学生
のための天然物化学テキスト
（廣川書店）
』
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー
当
 校のハーバルプラクティショナー養成講座の受講生は、受講料が優待
全1回 12：00～16：45
（休憩15分）
（土曜）
価格
（￥16,200のところ￥10,800/税込）
となります。
岡崎 由美子

日本のハーブセラピスト試験
直前対策講座

小田原校

岡崎 由美子

たまプラ丨ザ校

全1回
│ 受講生優待 │61319－914－01│ 4/27
一般
│61319－914－02│ 4/27 出題範囲が広範なハーバルセラピスト試験に向け、模擬試験形式で総復習しましょ
ハーバルセラピスト試験直前対策講座 コード│
│ 受講生優待 │61319－915－01│ 10/26 う。試験対策のポイントにしぼって学習します。
一般
│
│61319－915－02│ 10/26
筆
 記用具、ハーバルセラピストテキスト
受講料 受講生優待：￥10,800－ 一般：￥16,200－
当
（￥
 校のハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 教材費なし
16,200のところ￥10,800/税込）
となります。
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）

町田校

│61319－836－00 │2/13㈬│ 13：00～16：00
コード
│61319－913－00 │8/10㈯│ 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
メディカルハーブ検定直前対策講座
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
筆
 記用具、メディカルハーブ検定テキスト
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

飯能校（薬香草園）

全1回
（月曜）

小田 博美

柏校

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

メディカルハーブ検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑
問や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
筆
 記用具、メディカルハーブ検定テキスト

宇都宮校

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

仙台校

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／検定直前対策講座

札幌校

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

（4）
糖質
（5）
脂質
（6）
芳香族化合物Ⅰ
テルペノイド・ステロイドⅠ
（7）
芳香族化合物Ⅱ
（8）
芳香族化合物Ⅲ
（9）
（10）
テルペノイド・ステロイドⅡ （11）
テルペノイド・ステロイドⅢ（12）
アルカロイドⅠ
アルカロイドⅢ、
その他の物質（15）
機能性天然物質Ⅰ
（13）
アルカロイドⅡ
（14）
（16）
機能性天然物質Ⅱ
（17）
機能性天然物質Ⅲ
（18）
論文発表、修了式
メ
 ディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルプラクティショナー資
格の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなた
でもご受講いただけます。※試験受験条件：○シニアハーバルセラピスト
有資格者○ハーバルプラクティショナー養成講座
（旧：ハーバルプラクテ
ィショナー植物化学科）
（18単位／ 36時間）
修了
筆
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データー
（2016年
 記用具、
改訂新版）
（東京堂出版・￥3,456/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。
4/30まで
早
 得対象の方は、講座初日にご案内いたします。コース修了には、全18回中
全9回 13：00～17：15
（休憩15分）
（土曜）
13回以上の出席、全9回中7回以上の出席、論文の提出と論文発表が必須。

原宿表参道校

コード

6/1 │ 6/15 │ 6/29 │ 7/13 │ 7/27 │ 8/24 植物療法でよく使用される 40 種類のメディカルハーブの成分、有効性、安全性等を、
JAMHA認定
植物化学の観点から学びます。化学の知識を深化させる事により、専門的かつ論理
ハーバルプラクティショナー養成講座 9/7 │ 9/21 │ 10/5 │
的にハーブを扱えるプロフェッショナルを目指します。
土曜午後集中コース
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

スペシャルセミナー

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

アロマ･ハーブ講座

原宿表参道校

キッチンハーバリウム
心と体を癒す魅惑のボタニカル

札幌校

AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー

大和田 恵子

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）

講座内容

│61319－922－01 │ 4/8 │ 10：30～12：30
コード
│61319－922－02 │ 5/13 │ 10：30～12：30 ハーブやスパイスなど、キッチンにある材料で楽しめるハーバリウムの作り方をご
紹介します。実際にお味を試しながら、オリジナルのキッチンハーバリウムを作っ
受講料 ￥3,240－ 教材費別 ￥1,650
てみましょう。
筆
 記用具
食
 品アレルギーのある方は事前にご連絡ください。
全1回
（月曜）

仙台校
宇都宮校
柏校
飯能校（薬香草園）

町田校

│61319－923－01 │ 5/13 │ 13：30～15：30
コード│61319－923－02 │ 7/8 │ 13：30～15：30 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
│61319－923－03 │ 9/9 │ 13：30～15：30 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
受講料 ￥3,240－ 教材費別 ￥2,160
します。
筆
 記用具
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー
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
大和田 恵子
全1回
（月曜）
伺いします。
│61319－924－01 │ 6/10 │ 10：30～12：30
コード│61319－924－02 │ 7/8 │ 10：30～12：30 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
ハートを解き放つ
│61319－924－03 │ 8/12 │ 10：30～12：30 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
スピリチュアルアロマ
せはその人だけのオリジナルです。
受講料 ￥3,240－ 教材費別 ￥2,160
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー
筆
 記用具
大和田 恵子
全1回
（月曜）
│61319－925－01 │4/17㈬│ 10：30～11：15
│61319－925－02 │4/20㈯│ 10：30～11：15 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
コード│61319－925－03 │4/27㈯│ 10：30～11：15 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
│61319－925－04 │9/7㈯ │ 10：30～11：15 カルハーブを学びたいと考えている方におすすめです。< 実習 > チンキ剤を使った
│61319－925－05 │9/18㈬│ 16：00～16：45 ローションを作ります
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 受講料 ￥540－ 教材費別 ￥1,000
筆
 記用具
岡崎 由美子
全1回
│61319－926－01 │ 5/18 │ 10：30～12：00
│61319－926－02 │ 6/29 │ 10：30～12：00 ちょっとした不調をハーブ、アロマの力を活用することで改善できるかもしれませ
ハーブとアロマで簡単セルフケア
│61319－926－03 │ 7/13 │ 10：30～12：00 ん。テーマは 5 月：目、6 月：睡眠、7 月 13 日：胃、7 月 27 日：便、8 月：更年期症状が
自然療法を健康管理に活かしましょう コード│61319－926－04 │ 7/27 │ 10：30～12：00
気になる方、9 月：風邪予防、10 月：冷え
│61319－926－05 │ 8/24 │ 10：30～12：00 各回ブレンドハーブティー、チンキ、スプレー等の実習付き
│61319－926－06 │ 9/21 │ 10：30～12：00
筆
 記用具
│61319－926－07 │ 10/5 │ 10：30～12：00

九星気学とアロマ

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 受講料

たまプラ丨ザ校

岡崎 由美子

きれいになる、
美味しいハーブ活用法
1日体験コース

小田原校

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

岡崎 由美子

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

静岡校

AEAJ認定アロマセラピスト

古屋 清美

名古屋校

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

大阪校

AEAJ認定アロマセラピスト

古屋 清美

神戸校

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

広島校

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④
ありのままの自分を認め癒しましょう

福岡校
大分校

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⑤
心身のバランスを調整し次なるステージへ

スリランカ校 受講申込み

AEAJ認定アロマセラピスト

古屋 清美

ƒ受講申し込みはP149へ

￥2,160－ 教材費別 ￥1,500
全1回
（土曜）
│61319－927－01 │6/1㈯ │ 10：30～12：30
コード
│61319－927－02 │9/11㈬│ 10：30～12：30 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
受講料 ￥3,240－ 教材費別 ￥1,000
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等を作ります。
筆
 記用具
全1回
コード│61319－928－00 │ 4/16 │ 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
受講料 ￥3,240－ 教材費別 ￥1,620
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、
この回からの受講を奨励致します。
筆
（ある方）
 記用具・他回のレジュメ
植
 物スピーカーコラボの「オリジナル・ヒーリングアロマ＆カラー」を
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
（火曜）
ング、ハーブブレンドティ－を楽しみます。
コード│61319－929－00│ 6/11 │ 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
受講料 ￥3,240－ 教材費別 ￥1,620
ムを知りましょう。
「太陽のような自分・希望」などキーワードの香りと色の御提
案をします。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。
筆
（ある方）
 記用具・他回のレジュメ
植
 物スピーカーコラボの「オリジナル・ヒーリングアロマ＆カラー」を
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
（火曜）
ング、ハーブブレンドティ－を楽しみます。
コード│61319－930－00│ 7/16 │ 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？」
受講料 ￥3,240－ 教材費別 ￥1,620
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
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。
筆
（ある方）
 記用具・他回のレジュメ
植
 物スピーカーコラボの「オリジナル・ヒーリングアロマ＆カラー」を
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
（火曜）
ング、ハーブブレンドティ－を楽しみます。
コード│61319－931－00 │ 8/20 │ 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。更に、テイスティングアロマテ
受講料 ￥3,240－ 教材費別 ￥1,620
スト
（心理とアロマ）
を行いタイプ別に精油を御提案します。御自分の社会性を紐解
き「ありのままの自分を認め癒す」オーディコロンを作成します。①②③又は、②
③受講者対象です。
ヒーリングアロマ&カラー①②③又は、②③受講者対象です。

筆
（ある方）
 記用具・他回のレジュメ
植
 物スピーカーコラボの「オリジナル・ヒーリングアロマ＆カラー」を
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
（火曜）
ング、ハーブブレンドティを楽しみます。
コード│61319－932－00│ 9/24 │ 14：30～16：30
今回は、ボトルではなく１２色のカラーライトグラス
（眼鏡）
を装着し、ミニ・カラー
受講料 ￥3,240－ 教材費別 ￥1,620
ライトセラピーを行います。更に、アロマリーディングで「今のお悩み」に対して
サポートしてくれる精油を導き香油を作成します。次なるステージへ進む指針が見
つかるようにお手伝いします。
ヒーリングアロマ＆カラー①～④を受講されている方

筆
（ある方）
 記用具・他回のレジュメ
植
 物スピーカーコラボの「オリジナル・ヒーリングアロマ＆カラー」を
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
（火曜）
ング、ハーブブレンドティを楽しみます。
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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



AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

手作り石けん・化粧品講座

AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー

大和田 恵子


筆
 記用具

│61319－935－01 │ 4/8
│61319－935－02 │ 6/10
コード
│61319－935－03 │ 8/12
│61319－935－04 │ 9/30

│ 13：30～15：30
│ 13：30～15：30 初めての方、レパートリーを増やしたい方におすすめ！ワンランク上のコスメ作りです。
│ 13：30～15：30 4/8
（月）
お助けレスキュークリーム
│ 13：30～15：30 6/10
（月）
ベントナイトのさっぱりジェル
8/12
（月）
紫根エキス入り美肌オールインワンローション
受講料 ￥3,240－ 教材費別 ￥2,160
9/30
（月）
リッチな潤いアルガンミルク
筆
 記用具
全1回
（月曜）
│61319－936－01 │ 5/16 │ 13：30～15：30
コード
│61319－936－02 │ 6/27 │ 13：30～15：30

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

くまざわ 聡子

コード│61319－937－00│ 8/10 │ 10：30～12：30

介護・人のために役立つ講座

全1回
（日曜）


花
 ばさみ 筆記用具

筆
 記用具
全1回
（木曜）
│61319－943－01 │ 6/13 │ 13：30～15：30
コード
│61319－943－02 │ 7/25 │ 13：30～15：30 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。
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
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
くまざわ 聡子
全1回
（木曜）
しやすい服装でいらしてください。

福岡校

│61319－942－01 │ 5/30 │ 13：30～15：30

コード
│61319－942－02 │ 7/11 │ 13：30～15：30 介護する方もされる方も共に荒れがちな手肌を手作りハンドクリームでケアしま
介護にアロマテラピーを！
しょう。シアバター、ミツロウを使った保湿力たっぷりのハンドクリームです。ほっ
香りにほっこり！ハンドクリーム作り 受講料 ￥2,700－ 教材費別 ￥1,300
こり気分にさせてくれるオレンジスイートの香りがおすすめです。

広島校

萩原 幸子

神戸校

ヒビヤフラワーアカデミー認定ブーケデザイナー

ホワイトのリースベースに貝殻やアートのお花やオーナメントを飾り、夏らしい爽やかな
リースを作ります。リースはお好みで壁に掛けるタイプ、フライングリース、テーブルリー
スから選べます。自由にデザインして、親子で楽しくリースを作りましょう。

大阪校

コード│61319－941－00 │7/28㈰│ 10：30～12：00
受講料 ￥2,160－ 教材費別 ￥1,500


花
 ばさみ 筆記用具

名古屋校

親子で作る季節のアレンジ
〜貝殻とお花のサマーリース〜

全1回
（月曜）

静岡校

萩原 幸子

小田原校

ヒビヤフラワーアカデミー認定ブーケデザイナー

たまプラ丨ザ校

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
格的なキャンドルを作ることができます。夏休みの素敵な思い出作りにキャンドル
を作りませんか。
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。

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
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
岡崎 由美子
全1回
（土曜）
講師が行います。
│61319－938－01 │5/3㈮ │ 10：30～12：30
コード
│61319－938－02 │8/11㈰│ 10：30～12：30 親子でアロマテラピーを楽しんでいただく講座です。石けん素地にハーブパウダー
親子でハッピーアロマテラピー
などで色を付け、香りも一緒に練りこみます。しっかりと慎重にくるっと巻いて！
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
プチロールケーキ ? みたいな石けんを作ります。
※高学年・親子 ※中学生も対象

筆
 記用具
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
親
（ご両親、祖父母、保護者さまのうちお一人）
とお子様一人でご参
 御様
くまざわ 聡子
全1回
加ください。
│61319－939－01 │5/3㈮ │ 13：30～15：30
コード
│61319－939－02 │8/11㈰│ 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。香りやハーブを練りこんで親
親子でハッピーアロマテラピー
子それぞれ一つずつバスボムを作ります。楽しく作って、いつもよりちょっと楽し
お風呂で楽しいバスボム作り！
受講料 ￥2,160－ 教材費別 ￥1,300
い入浴のひと時を！
※中学年～高学年・親子 ※中学生も対象

筆
 記用具
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
親
（ご両親、祖父母、保護者さまのうちお一人）
とお子様一人でご参
 御様
くまざわ 聡子
全1回
加ください。
コード│61319－940－00│ 4/29 │ 10：30～12：00
季節のお花を使ったアレンジを親子で楽しめる講座です。ふんわりしたフリルのあ
親子で作る季節のアレンジ
受講料 ￥2,160－ 教材費別 ￥1,500
るお花で軽やかに仕上げましょう。デザインは自由ですので、
お好みのフラワーケー
〜ハート型のフラワーケーキ〜
キが作れますよ。ゴールデンウィークの１日を、お花の香りに包まれながら親子で
楽しく過ごしましょう。
受講料 ￥2,160－ 教材費別 ￥1,500

町田校

マタニティ・ベビー・キッズ講座
カラフルキャンドル作り
夏休みの素敵な思い出に

アロマハンドトリートメントは香りを手軽に楽しめる方法の一つです。手作りのハン
ドトリートメントオイルは手肌をいたわる効果も期待できます。ご家族やご友人との
コミュニケーションツールとして日々の生活に活かされるよう丁寧に実習します。
筆
 記用具 フェイスタオル
相
 モデルでハンドトリートメントを実習します。爪を短くして肘まで出
全1回
（木曜）
しやすい服装でご参加ください。

受講料 ￥2,700－ 教材費別 ￥1,200

飯能校（薬香草園）

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！

柏校

トリートメント・マッサージ講座

宇都宮校

くり返し作りたくなる
ぜいたく手づくりコスメ

全1回
（木曜）

仙台校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

森山 翠

札幌校

筆
 記用具
全1回
（木曜）
│61319－934－01 │ 8/8 │ 10：30～12：30
コード
│61319－934－02 │ 9/12 │ 10：30～12：30 ゆらぎ期を乗り越えるためには様々な方法があります。ゆらぎ期の始まりの症状は
ゆらぎ期を迎える前に役立つアロマレシピ
多様で不安定。その予防と軽減にアロマの力が役立ちます。女性特有のホルモンの
〜元気とキレイのためのメンテナンス〜 受講料 ￥3,240－ 教材費別 ￥1,620
仕組みを知り、ゆらぎ期、そしてその先も元気で素敵な女性でいるために。アロマ
の知識と活用法をご紹介いたします。

森山 翠

原宿表参道校

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〜

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）
講座内容
│61319－933－01 │ 5/23 │ 10：30～12：30
コード│61319－933－02 │ 6/20 │ 10：30～12：30 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
│61319－933－03 │ 9/12 │ 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
受講料 ￥3,240－ 教材費別 ￥1,620
き寄せる方法をご紹介いたします。

スペシャルセミナー

講座名／講師

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

ƒ受講申し込みはP149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

スリランカ校 受講申込み

Check!

大分校

くまざわ 聡子

スペシャルセミナー

講座名／講師

原宿表参道校

カラリストスクールワムI.C.I認定カラリスト

札幌校

楽しい大人の脳活講座
介護にも役立つアロマとカラー

スーパーフード入門講座

福島 郁子

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）
講座内容
│61319－944－01 │ 6/6 │ 10：30～12：30
コード
│61319－944－02 │ 8/1 │ 10：30～12：30 脳活とは？カラーゲームなどを楽しみながら体験していただきます。脳活にオスス
メの方法などご紹介いたします。介護にもお役立ていただけます。
受講料 ￥3,240－ 教材費別 ￥1,750
1. ボディースプレーと爽やかフットジェル作り
2. カラーゲームで脳活
筆
 記用具
全1回
（木曜）

シーズナル・ライフスタイル講座

仙台校
宇都宮校
柏校

│61319－945－01 │6/28㈮│ 10：30～12：00
コード
│61319－945－02 │9/2㈪ │ 10：30～12：00 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
生活の木
筆
 記用具
全1回
スーパーフードアドバイザー
│61319－946－01 │6/8㈯ │ 10：15～12：15
コード
│61319－946－02 │9/25㈬│ 10：30～12：30 初心者の方でも簡単にキャンドルを作ることが出来ます。世界に１つだけのオリジ
癒しのキャンドル作り
ナルキャンドルを作りませんか。プレゼントにも喜ばれますよ。6 月：しずくの様な
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
キャンドル 9 月：ハロウィンキャンドル
エ
 プロン、汚れてもよい服装、お持ち帰り用袋
キャンドルアーティスト
熱
 いワックスを使用するので、取扱いに問題のない方
岡崎 由美子
全1回
│61319－947－01 │8/10㈯│ 16：30～17：30
コード

│61319－947－02 │9/4㈬ │ 16：00～17：00 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
はじめてのアロマワックスプレート作り
で香りつけ。お部屋や玄関、クローゼットに置いたり掛けたり、またはプレゼントし
ハーブ、
スパイス、
ドライフラワーで飾付け 受講料 ￥2,700－ 教材費別 ￥2,000

飯能校（薬香草園）

キャンドルアーティスト

岡崎 由美子

町田校

季節のフラワーアレンジ
〜母の日に贈るフラワーBOX〜

全1回
コード│61319－948－00│ 5/9 │ 13：30～15：30

てもとても喜ばれます。短い時間ではじめての方でも簡単につくることができます。
エ
 プロン、汚れてもよい服、お持ち帰り用袋
熱
 いワックスを使用するので、取扱いに問題のない方

たまプラ丨ザ校

母の日にそのまま贈れるフラワー BOX を作ります。バラやカーネーションやベリー、
そしてグリーンを使って、センスアップしたアレンジを楽しみましょう。デザイン
は自由なので、お好みのフラワー BOX をお作りいただけます。初心者の方でもアレ
ンジを楽しめる講座です。
ヒビヤフラワーアカデミー認定ブーケデザイナー
花
 ばさみ 筆記用具
萩原 幸子
全1回
（木曜）
コード│61319－949－00│9/23㈪│ 10：30～12：30
菊やダリア、蘭などの秋のお花でお月見のアレンジを作ります。９月は重陽の節句
季節のフラワーアレンジ
や十五夜などの風情のある行事があります。今回はお月見に飾る少し洋風のテイス
〜お月見を楽しむ和モダンアレンジ〜 受講料 ￥2,160－ 教材費別 ￥2,500
トを加えた和モダンなアレンジ作りを楽しみましょう。初心者の方でも楽しくお作
りいただけます。
ヒビヤフラワーアカデミー認定ブーケデザイナー
花
 ばさみ 筆記用具
全1回
（月曜）

萩原 幸子

小田原校

季節の彩りでお花を飾ろう
〜初めてのフラワーアレンジ〜

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

名古屋校

本格フラワークラフトレッスン
〜季節の彩りでお花を飾ろう〜
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

大阪校

知って便利なセルフケア
自分でできる身体のメンテナンス

神戸校

JAA認定アロマセラピーインストラクター

福島 郁子

広島校

クレイとアロマ
クレイセラピーの魅力
JAA認定アロマセラピーインストラクター

福島 郁子

福岡校

ドッグホリスティックケア
〜愛犬のために出来ること〜

大分校

ASN認定ペットアロマセラピスト

森山 翠

スリランカ校 受講申込み

お花に力でセルフヒーリング
バッチフラワーレメディー
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

森山 翠

ƒ受講申し込みはP149へ

受講料 ￥2,160－ 教材費別 ￥2,500

│61319－950－01 │7/15㈪│ 10：30～12：30
│61319－950－02 │8/18㈰│ 10：30～12：30 木の実やプリザーブドフラワー、造花などを使い、楽しく制作できます。
コード
│61319－950－03 │9/15㈰│ 10：30～12：30 7/15
（月） さわやかグリーンリース
│61319－950－04 │10/20㈰│ 10：30～12：30 8/18
（日） 多肉植物のアレンジメント
9/15
（日） 秋色のフラワーバスケット
受講料 ￥2,160－ 教材費別 ￥2,000～￥4,000 10/20
（日）木の実とプリザーブドのアレンジメント
お
 持ち帰り用袋
全1回
│61319－951－01 │7/15㈪│ 13：30～15：30
│61319－951－02 │8/18㈰│ 13：30～15：30 季節ごとに飾るオリジナルアレンジメントを制作できます。
コード
│61319－951－03 │9/15㈰│ 13：30～15：30 7/15
（月） 夏のグリーンリース
│61319－951－04 │10/20㈰│ 13：30～15：30 8/18
（日） プリザーブドリース
9/15
（日） 秋のドライフラワーバスケット
受講料 ￥2,160－ 教材費別 ￥2,000～￥4,000 10/20
（日）プリザーブドのアレンジメント
お
 持ち帰り用袋
全1回
│61319－952－01 │ 5/9 │ 10：30～12：30
コード
│61319－952－02 │ 9/5 │ 10：30～12：30 身体の不調のメンテナンスに役立ち、簡単にできるセルフケアを楽しく体験する講
座です。作成したブレンドオイルと道具はお持ち帰りいただけます。
受講料 ￥3,024－ 教材費別 ￥2,000
1. ツボ押しや簡単な道具を使ったセルフケア体験
2. アロマブレンドオイル作成
3. 中国秘伝の動作

筆
 記用具、大判バスタオル2枚、フェイスタオル1枚
食
 後1時間以内のご参加はお控えください。動きやすく素足が出せる服
装でお越しください。

全1回
（木曜）
コード│61319－953－00│7/4㈭ │ 10：30～12：30
クレイセラピーって何？大地からの恵みのクレイを使ったセラピーの魅力をあます
受講料 ￥3,024－ 教材費別 ￥2,100
ことなくご紹介いたします。上質なクレイを贅沢に使ったボディーパウダーと香り
を楽しむアロマオイルを作成します。
筆
 記用具
全1回
（木曜）

│61319－954－01 │4/30㈫│ 10：30～12：30
コード
│61319－954－02 │6/20㈭│ 13：30～15：30 ドッグホリスティックケアは、愛犬の気持ち、状況を理解するところから始まります。
飼い主さんとの癒しの時間はもちろん、愛犬の健康維持と幸せのための方法を２回
受講料 ￥3,240－ 教材費別 ￥840
に分けて解説していきます。
4/30 ホリステックケアとは？
6/25 経路とツボ、マッサージの方法
筆
 記用具
妊
 娠中や授乳中、病気や老犬、６か月未満のワンちゃんには向かない内
全1回
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。
61319－955－01 │ 5/23 │ 13：30～15：30
│
コード
│61319－955－02 │ 8/8 │ 13：30～15：30 バッチフラワーレメディーって何？バッチフラワーレメディーの基礎知識を初めて
の方にも一日で理解出来るよう、
分かりやすく解説します。バッチの花カードを使っ
受講料 ￥3,240－ 教材費別 ￥1,500
た自分の潜在意識を引き出す花占いも取り入れ、実習では癒しと浄化のオーラクリ
アースプレー作成する充実の内容です。
筆
 記用具
全1回
（木曜）
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座

ブラッシュアップ講座

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）

講座内容

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

全1回

筆
 記用具

│61319－957－01 │ 4/23 │ 14：30～17：00

コード
│61319－957－02 │ 6/18 │ 14：30～17：00 アロマテラピー講師として歩む方へヒントになる講座です。講座の組み立て、心構
アロマテラピーインストラクター実践講座
え、配慮、タイムスケジュール、到達点設定の大切さ、間の大切さ。細かな点をシェ
講師の心得＆1級テキストを教えるポイント 受講料 ￥4,320－ 教材費別 ￥1,080

町田校
たまプラ丨ザ校

テ
 キスト参照：ハンドトリートメントをする際の手指の条件、服装などを
全1回
（火曜）
確認して出席下さい。
│61319－959－01 │ 5/21 │ 14：30～17：00
コード
│61319－959－02 │ 9/17 │ 10：30～13：00 1 級テキストに「精油は植物から抽出した 100％天然のものであり、私たちにとっ
精油学のブラッシュアップ講座
て有益な作用がありますが、危険な性質を持つものがあります。十分な知識を持っ
精油の安全性・危険性＆精油選択のポイント 受講料 ￥4,320－ 教材費別 ￥540
たうえで扱いましょう」とあります。安全性と危険性を再確認。求めている精油の
セレクトが出来るコツもシェアします。
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター資格取得者
（インストラ

クター養成講座修了者）
・又は、同レベルの「精油の化学」
「解剖生理学」
の知識のある方
筆
 記用具・AEAJアロマテラピーインストラクター公式テキスト共通：独自
AEAJ認定アロマセラピスト
テキスト
（持っている方）
・御自分が持っている精油の化学・解剖生理学
古屋 清美
全1回
（火曜）
関係の資料

飯能校（薬香草園）

AEAJ認定アロマセラピスト

古屋 清美

柏校

受講料 ￥4,320－ 教材費別

宇都宮校

│61319－958－01 │ 5/7

61319－958－02 │ 7/30
アロマハンドセラピストのブラッシュアップ コード│
│61319－958－03 │ 9/24
アロマハンドセラピスト資格取得者向け講座

仙台校

AEAJ認定アロマセラピスト

古屋 清美

アします。1 級テキストを教える時のポイントの確認。自分の個性を生かして一歩
進める講座です。
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター取得者
（申請中の方可能）

・アロマテラピーインストラクター養成講座修了者
筆
 記用具・AEAJアロマテラピーインストラクター独自：共通テキスト・ア
ロマ検定1級テキスト・AEAJナチュラルビューティースタイリスト検定テ
キスト
（持ってる人）
・ハサミ・のり
「
「精油とは？」
「精油が体に伝わる２つの経路」
 アロマテラピーとは？」
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
（火曜）
読んで感想、質問が言えるようにして来てください。
│ 14：30～17：00
│ 14：30～17：00 資格取得後に、今一度確認したいことが出てきたのではないでしょうか？アロマ
│ 10：30～13：00 ハンドセラピストとして自信を持って歩み出しませんか？せっかく取得した素敵な
ツールを生かして笑顔で歩めるお手伝いをいたします。テキスト以外の手技も御紹
￥1,620
介します。
AEAJ認定アロマハンドセラピスト取得者
（申請中の方も可能）
、ア

ロマハンドセラピスト養成講座受講修了者
A
 EAJアロマハンドセラピスト公式テキスト・筆記用具・バスタオル2枚・
お手拭き用ぬれタオル・飲み物
（御自身の水分補給用）

札幌校

岡崎 由美子

原宿表参道校

│61319－956－01 │6/15㈯│ 10：15～12：15
コード

│61319－956－02 │8/28㈬│ 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
分子模型を組み立てる
心者の方、アロマ・ハーブの試験合格を目指している方にはおすすめです。分子模
〜見て触って苦手な化学に一歩近づく〜 受講料 ￥4,320－ 教材費別 ￥2,000
型はお持ち帰り頂けます。

スペシャルセミナー

講座名／講師

小田原校
静岡校
名古屋校
大阪校
神戸校
広島校
福岡校
大分校

ƒ受講申し込みはP149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

スリランカ校 受講申込み

Check!

