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

生活の木 ハンドメイドギルド認定校

手作り石けん講座 応用科／基礎科

たまプラーザ校 生活の木たまプラーザテラス店
045-904-3879（受付時間10：00〜21：00）
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-1-2

たまプラーザ テラスゲートプラザ 2F

田園都市線たまプラーザ駅直結で通学にも便利！ 1日体験からプロフェッショナルな資格取得を目指す講座ま
で幅広いニーズに対応できるAEAJ総合認定校です。ハーブやアロマのある豊かな生活をしてみませんか。
講座名／講師

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）

東急田園都市線
「たまプラーザ駅」
直結
たまプラーザ テラス ゲートプラザ2F

講座内容

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

仙台校

│62718−735−01 │10/9㈫│ 11：00〜12：30
│62718−735−02 │10/14㈰│ 11：00〜12：30
│62718−735−03 │10/24㈬│ 14：00〜15：30
│62718−735−04 │11/24㈯│ 11：00〜12：30
コード│62718−735−05 │12/17㈪│ 14：00〜15：30
│62718−735−06 │1/10㈭│ 14：00〜15：30
│62718−735−07 │2/22㈮│ 14：00〜15：30
│62718−735−08 │3/4㈪ │ 14：00〜15：30
│62718−735−09 │3/22㈮│ 11：00〜12：30

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
対象者

受講料 無料 教材費なし

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

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

風間 満美

注意事項 ＊予約制（事前に必ずご予約下さい）予告なく中止、日程が変更される

全1回
場合もありますがご了承下さい。
│62718−736−01 │10/16㈫│ 14：00〜15：30 講座内容
│62718−736−02 │11/5㈪│ 11：00〜12：30 アロマテラピーってなんだろう、精油ってどうやって使うのだろう…そんな皆さん
コード
│62718−736−03 │1/23㈬│ 11：00〜12：30 に「アロマテラピー」を感じて、体験していただく講座です。 自然の香りを楽しみ
│62718−736−04 │3/16㈯│ 14：00〜15：30 ながら、心地よい時間を一緒に過ごしましょう。AEAJ の資格対応コースについても
併せてご説明いたします。
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥540
○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
対 象 者 初めてアロマテラピーを学ぶ方、アロマを日常生活に役立てたい方、知
識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなたで
もご受講いただけます。
全1回 お持ち物 筆記用具
│62718−641−03 │9/29㈯│ 13：30〜17：30 講座内容
│62718−737−01 │12/23㈰│ 13：30〜17：30 アロマテラピー検定 1 級合格後に、アロマテラピーアドバイザー認定に必要な知識
コード
│62718−737−02 │12/27㈭│ 13：30〜17：30 を学びます。
│62718−737−03 │3/24㈰│ 13：30〜17：30 ○ AEAJ アロマテラピーアドバイザー認定講習会
・アロマテラピーアドバイザーについて
受講料 ￥5,140− 教材費なし
・アロマテラピー関連法規
・
（公社）日本アロマ環境協会（AEAJ）について
○ AEAJ 資格対応コース講座説明会（※ 説明会の参加は任意です）
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。

飯能校︵薬香草園︶ 町田校

【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
コード
│62718−644−00│
9/4 │ 9/18 │ 9/25 │

講座内容

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
火曜集中コース
生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
（1）
協会について・アロマテラピーとは
実習：スキンローション
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
全3回 10：30〜15：30
（休憩1時間）
（火曜）
（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
古屋 清美
（4）
アロマテラピーのメカニズム
実習：ミツロウクリーム
コード
│62718−645−00│
（5）
アロマテラピーのための健康学
実習：クレイパック
8/2 │ 8/9 │ 8/30 │ 9/6 │ 9/13 │ 9/27
（6）
アロマテラピーの関連法規・心得・環境 実習：フレグランス
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 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
木曜午後コース
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。
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 8/3まで

お持ち物 筆記用具、
2015年改訂版
『アロマテラピー検定 公式テキスト1級』
（￥3,456/
税込）
、
生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,240・￥2,160/税込）
をご用
全6回 14：00〜16：00
（木曜）
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。
コード
│62718−647−00│
注意事項 ※早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
9/16 │ 9/30 │ 10/14 │
※受講生は精油セットを20％割引購入可。
アロマテラピー検定対策
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥19,440− 教材費別 初回一括￥3,240
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
日曜集中コース
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

金嶋 典子

たまプラ丨ザ校

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋 典子

続学 早得 7/1まで

続学 早得 8/15まで

全3回 10：30〜15：30
（休憩1時間）
（日曜）
コード
│62718−738−00│
11/21 │ 12/12 │ 1/16 │ 2/6 │ 2/27 │ 3/13

小田原校

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
水曜午後
（のんびりコース）
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

風間 満美

続学 早得 10/20まで

全6回 14：30〜16：30
（水曜）
コード
│62718−739−00│
11/15 │ 12/13 │ 1/17 │ 2/7 │ 3/7 │ 3/28

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座 受講料 ￥19,440− 教材費別 初回一括￥3,240
木曜午前
（のんびりコース）
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

静岡校

金嶋 典子

ƒ受講申し込みはP101へ

続学 早得 10/14まで

全6回 10：30〜12：30
（木曜）

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）
コード
│62719−740−00│
3/1 │ 3/8 │ 3/15 │ 3/22 │ 3/29 │ 4/5

講座内容
講座内容

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
金曜午前コース

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

石川 佳子

生活にすぐに活かせるアロマクラフト実習も行います。
（1）
協会について・アロマテラピーとは
実習：スキンローション
（2）
アロマテラピーの歴史
実習：バスソルト
（3）
基材とホームケア
（家庭での利用法） 実習：トリートメントオイル/ハンドトリートメント
（4）
アロマテラピーのメカニズム
実習：ミツロウクリーム
続学 早得 1/31まで
（5）
アロマテラピーのための健康学
実習：クレイパック
全6回 10：30〜12：30
（金曜）
（6）
アロマテラピーの関連法規・心得・環境 実習：フレグランス
コード
│62719−741−00│
対 象 者 初めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検
2/24 │ 3/17 │ 4/7 │
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。

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

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

税込）
、
生活の木検定1・2級対応精油セット
（￥3,240・￥2,160/税込）
をご用
意下さい。
（各スクールで購入可）
3コマ目のみ厚手フェイスタオル2枚。

注意事項 ※早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋 典子

続学 早得 1/23まで

全3回 10：30〜15：30
（休憩1時間）
（日曜）

※受講生は精油セットを20％割引購入可。
※検定受験の申込期間は、ご自身で確認のうえ、お申込みください。
※3コマ目は、ハンドトリートメント実習を行うので、腕を出しやすい服
装で、爪は短く切りご参加されることをお勧めします。

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマブレンドデザイナー養成講座
コード
│62718−742−00│
11/8 │ 11/29 │ 12/20 │ 1/10 │

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
続学
全4回 10：30〜16：30
（休憩1時間）
（木曜）◯実習：ハーバル・アロマティック、
フローラルブーケ、
フゼア、
4711、
望郷の香りなど、
各回のテーマに応じたブレンド演習を行います。
コード
│62719−743−00│
2/16 │ 3/16 │ 3/30 │ 4/13 │
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、
受講料 ￥43,200− 教材費別 4,860
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。
）

アロマブレンドデザイナー養成講座
木曜コース
受講料 ￥43,200− 教材費別 4,860
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
アロマブレンドデザイナー

金嶋 典子
アロマブレンドデザイナー養成講座
土曜コース

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認定アロマテラピーインストラクター
アロマブレンドデザイナー

金嶋 典子

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

続学

全4回 10：30〜16：30
（休憩1時間）
（土曜）

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

松田 尚子

│62718−649−04 │8/28㈫│ 10：30〜16：30 講座内容
コード
│62719−745−00 │1/19㈯│ 10：30〜16：30 1 日完結のカリキュラムを通して、安全にアロマテラピーの知識を持ち、身の周り
の方をはじめ、ボランティアや地域活動などにおいて、第三者にアロマハンドトリー
受講料 ￥12,960− 教材費別 ￥5,400
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
続学
全1回
（休憩1時間）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、
│62718−650−03 │9/20㈭│ 10：30〜16：30
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
コード│62718−744−01 │10/19㈮│ 10：30〜16：30
時・講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
│62718−744−02 │11/23㈮│ 10：30〜16：30 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、
受講料 ￥12,960− 教材費別 ￥5,400
AEAJ会員カード 又は 当校アロマテラピーアドバイザー養成講座 修了証
（申込時・講座初回に確認致します。コピー可。
）
注意事項 ※ハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、爪は短く

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
水曜午前コース

コード
│62718−746−00│
11/7 │ 11/14 │ 11/21 │ 11/28 │ 12/5 │ 12/12
12/19 │ 12/26 │ 1/9 │ 1/16 │ 1/23 │ 1/30
2/6 │ 2/13 │ 2/20 │ 2/27 │

講座内容

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

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋 典子
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
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

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

古屋 清美

金嶋 典子

全8回 10：30〜17：30
（休憩1時間）
（日曜）

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

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

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
続学 早得 10/6まで 全16回 10：30〜13：30
（水曜）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、
コード
│62718−747−00│
10/26 │ 11/2 │ 11/9 │ 11/16 │ 11/30 │ 12/7 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。
12/14 │ 12/21 │ 12/28 │ 1/11 │ 1/18 │ 1/25 対 象 者 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
2/1 │ 2/8 │ 2/15 │ 2/22 │
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
受講料 ￥150,660− 教材費別 ￥7,560
方は、受験ができないのでご注意ください。
続学 早得 9/25まで 全16回 10：30〜13：30
（金曜）
お持ち物 筆記用具、
「ぜんぶわかる人体解剖図」
（￥2,052/税込・成美堂出版・各校で購入
可）
『アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキスト
（共通カ
コード
│62718−748−00│
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
11/10 │ 11/24 │ 12/8 │ 12/22 │ 1/12 │ 1/26
（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』
2/9 │ 2/23 │
（￥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
受講料 ￥150,660− 教材費別 ￥7,560
2コマ目：フェイスタオル・ビニール袋 1枚
続学 早得 10/9まで
7コマ目：バスタオル1枚
全8回 10：30〜17：30
（休憩1時間）
（土曜）
・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
コード
│62718−749−00│
枚をお持ち下さい。
11/11 │ 11/25 │ 12/2 │ 12/16 │ 1/6 │ 1/20
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
2/3 │ 2/17 │
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。
受講料 ￥150,660− 教材費別 ￥7,560

︻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

【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）
火曜コース

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

古屋 清美

札幌校

アロマセラピスト養成講座
アドバンス
（学科）
日曜集中コース

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

松田 尚子

仙台校

アロマセラピスト養成講座
（実技）
火曜コース

コード
│62718−750−00│
10/9 │ 10/16 │ 10/23 │ 10/30 │ 11/6 │ 11/13
11/20 │ 12/4 │ 12/11 │ 12/18 │ 12/25 │ 1/8
1/15 │ 1/22 │ 1/29 │ 2/5 │ 2/19 │ 2/26
3/5 │ 3/12 │ 3/19 │ 3/26 │ 4/9 │

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。
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
続学 早得 9/8まで
○カルテ指導
○ケーススタディー
全23回 10：30〜12：30
（火曜）○実力テスト
コード
│62718−751−00│
10/28 │ 11/18 │ 12/9 │ 1/13 │ 1/27 │ 2/10 対 象 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
3/10 │ 3/31 │
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
受講料 ￥170,100− 教材費なし
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。
注意事項 ※早得対象の方は講座初日にご案内いたします。

続学 早得 9/27まで

全8回 10：30〜17：30
（休憩1時間）
（日曜）
コード
講座内容
│62718−752−00│
10/9 │ 10/16 │ 10/23 │ 10/30 │ 11/6 │ 11/13 トリートメントやコンサルテーションを含めたアロマテラピーを提供できるよう、
11/20 │ 12/4 │ 12/11 │ 12/18 │ 12/25 │ 1/8 より専門的な知識と技術を学ぶための AEAJ 認定アロマセラピスト資格コースです。
1/15 │ 1/22 │ 1/29 │ 2/5 │ 2/19 │ 2/26 カリキュラムでは、
ボディとフェイストリートメントを学びます。身体の触れ方から、
3/5 │ 3/12 │ 3/19 │ 3/26 │ 4/9 │ 4/16 圧のかけ方、手技、立ち位置等、実技を通して習得します。
4/23 │
○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）
※4/23は時間が異なります。
（14：00〜18：30）
○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）
受講料 ￥282,960− 教材費別 初回一括￥19,980 ○カルテ指導
○実技試験
○カルテ演習（30 症例の提出）
対象者

※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

宇都宮校

お持ち物 筆記 用具、
『アロマセラピスト公式テキスト
（独自カリキュラム編）
（￥3,780/
』

税込）
、実技に適した動きやすい服装（ジーンズ、スカート不可）
、室内
用シューズ、ビニール袋、大判バスタオル1枚（140×90cm）
、普通サイ
ズのバスタオル2枚、フェイスタオル2枚
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

古屋 清美

注意事項 ※爪を切ってご参加ください。※フェイストリートメント実技は別途持ち
続学

物あり（詳細は講座内でお伝えします）

全25回 13：30〜16：00
（火曜）

【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

柏校

アロマテラピー検定直前対策講座
（1級・2級）
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋 典子
インストラクター試験直前対策講座

飯能校︵薬香草園︶ 町田校

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

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

金嶋 典子

たまプラ丨ザ校

アロマセラピスト学科試験
直前対策講座

│62719−753−00 │4/18㈭│ 10：30〜16：00 講座内容
コード
│62719−754−00 │4/21㈰│ 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。
注意事項 1級の試験には、2級の内容が含まれます。
全1回
（休憩1時間）
│ 受講生優待 │62718−659−01│ 9/11㈫ 講座内容
一般
│
│62718−659−02│ 9/11㈫ 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 │62719−756−01│ 3/9㈯ 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
│
│62719−756−02│ 3/9㈯
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
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
受講料 受講生優待：￥10,800− 一般：￥16,200−
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
教材費なし
テキスト
（独自カリキュラム編）
』
（￥2,160/税込）
全1回 10：30〜16：00
（休憩1時間）注意事項 当校のアロマテラピーインストラクター養成講座の受講生は、受講料が
優待価格
（￥16,200のところ￥10,800/税込）
となります。
│ 受講生優待 │62718−661−01│ 9/9㈰
一般
│
│62718−661−02│ 9/9㈰
│ 受講生優待 │62718−660−01│9/14㈮
一般
│
│62718−660−02│9/14㈮
コード
│ 受講生優待 │62719−757−01│ 3/3㈰
一般
│
│62719−757−02│ 3/3㈰
│ 受講生優待 │62719−755−01│ 3/6㈬
一般
│
│62719−755−02│ 3/6㈬
受講料 受講生優待：￥10,800− 一般：￥16,200−
教材費なし
全1回 10：30〜16：00
（休憩1時間）
│ 受講生優待 │62718−758−01│ 10/31 講座内容
コード
一般
│
│62718−758−02│ 10/31 出題範囲が広範なアロマセラピスト学科試験に向け、模擬試験形式で総復習しまし
ょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,800− 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

全1回 14：00〜17：00
（水曜）

（￥16,200のところ￥10,800/税込）
となります。

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／講座説明会・入門講座

小田原校

メディカルハーブ資格対応コース
講座説明会

静岡校

生活の木Herbal Life College

スタッフ

ƒ受講申し込みはP101へ

│62718−760−01 │10/13㈯│ 14：00〜15：00 講座内容
│62718−760−02 │10/22㈪│ 11：00〜12：00 ハーバルライフカレッジ各校における、メディカルハーブコーディネーター、ハー
│62718−760−03 │11/9㈮│ 14：00〜15：00 ブ＆ライフコーディネーター、ハーバルセラピスト、シニアハーバルセラピスト、
コード│62718−760−04 │12/16㈰│ 11：00〜12：00 ハーバルプラクティショナー、ホリスティックハーバルプラクティショナーの各養
│62718−760−05 │1/22㈫│ 14：00〜15：00 成講座について詳しくご説明いたします。NPO 法人 日本メディカルハーブ協会
│62718−760−06 │2/13㈬│ 14：00〜15：00（JAMHA）が認定する各種資格を取得するための流れや当校で学ぶメリット、講座
│62718−760−07 │3/7㈭ │ 11：00〜12：00 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。
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
受講料 無料 教材費なし
討中の方等 どなたでもご受講いただけます。
お持ち物 筆記用具
全1回 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。

3

＝
「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

メディカルハーブ入門講座

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）
講座内容
│62718−761−01 │10/5㈮│ 14：00〜15：30 講座内容
│62718−761−02 │11/20㈫│ 14：00〜15：30 ハーブに興味があるけれど、何から学んだらよいのかわからない…そんな皆さんに
コード
│62718−761−03 │1/21㈪│ 11：00〜12：30「メディカルハーブの世界」を体験していただく講座です。ハーブの香りや色、風
│62718−761−04 │3/8㈮ │ 14：00〜15：30 味を楽しみながら、五感を通して心地よい時間を一緒に過ごしましょう。JAMHA 資
格対応コースについても併せてご説明いたします。
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥540
○メディカルハーブとは ○ハーブティー試飲 ○ハーバルハンドバス
○ JAMHA プログラム説明
対象者

初めてメディカルハーブを学ぶ方、ハーブを日常生活に役立てたい方、
知識を深めたい方、すぐに継続講座を申し込むのは不安な方などどなた
でもご受講いただけます。

お持ち物 筆記用具

生活の木Herbal Life College

全1回

スタッフ

【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
祝日特別集中コース

コード
│62718−762−00│
12/24 │ 1/14 │

講座内容

暮らしに役立つ、メディカルハーブの基礎知識を学び、メディカルハーブコーディ
ネーターを目指しませんか？ご自身の美容や健康の為、家族・友人と楽しむ為など、
受講料 ￥19,440− 教材費別 初回一括￥6,480 生活にすぐに活かせるハーブの活用術を実習も交えて楽しく学びます。メディカル
ハーブ検定の試験範囲に対応したカリキュラムです。
（1）メディカルハーブの世界
実習：ハーブティー
（2）メディカルハーブの歴史
実習：ペパーミントの温湿布
（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
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
（4）ハーブのプロフィール
実習：エキナセアチンキ作り
ハーバルプラクティショナー
続学 早得 11/23まで
（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
岡崎 由美子
全2回 10：30〜17：30
（休憩1時間）
（月曜）
（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
コード
│62718−764−00│
メディカルハーブ検定対応
対 象 者 初めてメディカルハーブを学ぶ方、実践的な知識を深めたい方、メディ
10/12
11/2
11/16
12/7
12/28
1/18
│
│
│
│
│
メディカルハーブコーディネーター
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。
養成講座
受講料 ￥19,440− 教材費別 初回一括￥6,480 お持ち物 筆記用具、JAMHA発行『メディカルハーブ検定テキスト』
（￥3,024/税込）
金曜午後コース
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。
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
JAMHA認定ハーバルセラピスト
続学 早得 9/11まで
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。
全6回 14：30〜16：30
（金曜）
風間 満美
コード
│62718−763−00│
メディカルハーブ検定対応
12/6 │ 12/20 │ 1/10 │ 1/17 │ 1/31 │ 2/7
メディカルハーブコーディネーター

養成講座
木曜夜コース

受講料 ￥19,440− 教材費別 初回一括￥6,480

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 12/16まで

岡崎 由美子

全6回 18：00〜20：00
（木曜）

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／ハーバルセラピスト養成講座
コード
│62718−765−00│
11/5 │ 11/12 │ 11/19 │ 11/26 │ 12/3 │ 12/10
12/17 │ 1/7 │ 1/21 │ 1/28 │ 2/4 │ 2/18
2/25 │ 3/4 │ 3/11 │ 3/18 │ 3/25 │ 4/1

講座内容

メディカルハーブを日常の健康維持・増進に役立てる為に必要な知識を、植物化学
や健康学・解剖生理学など、科学的・体系的な視点で広く学ぶ事ができる講座です。
資格取得だけでなく、知識に裏付けられたハーブの選択・活用法を身につけたい方
にもおすすめします。
受講料 ￥129,600−
（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
教材費別 初回一括 実習費￥2,160 テキスト代￥3,088（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
続学 早得 10/4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
全18回 10：30〜12：30
（月曜）
岡崎 由美子
（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
│62719−766−00│
（15）五感の刺激とメディカルハーブ
（16）キッチンファーマシー
（わが家の台所薬局）
2/1 │ 2/8 │ 2/15 │ 3/1 │ 3/8 │ 3/15 （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
3/22 │ 3/29 │ 4/5 │
ハーバルセラピスト養成講座
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
金曜集中コース
を目指す方等、コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受
受講料 ￥129,600−
講いただけます。
教材費別 初回一括 実習費￥2,160 テキスト代￥3,088
お持ち物 筆記用具
注意事項 早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。ハーバルセラピスト養
成講座の修了には、各資格対応コース全18回中13回以上の出席、全9回
中7回以上の出席が必須となります。※テキストは講座初回に受付カウ
ンターにてご購入いただきます。

JAMHA認定
ハーバルセラピスト養成講座
月曜午前コース

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

続学 早得 12/31まで

全9回 14：30〜18：45
（休憩15分）
（金曜）

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／シニアハーバルセラピスト養成講座
コード
│62718−767−00│
11/5 │ 11/19 │ 12/3 │ 12/17 │ 1/21 │ 2/4

JAMHA認定
2/25 │ 3/11 │ 3/25 │
シニアハーバルセラピスト養成講座
月曜集中コース
受講料 ￥155,520−

教材費別 初回一括テキスト代￥4,536

講座内容

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
（4）
調製と植物製剤学
（5）消化器系の植物療法Ⅰ （6）
消化器系の植物療法Ⅱ
（7）
循環器系の植物療法Ⅰ
（8）循環器系の植物療法Ⅱ （9）
呼吸器系の植物療法
（10）
代謝性疾患の植物療法 （11）
神経系の植物療法
（12）
内分泌系の植物療法
（13）
免疫系の植物療法
（14）植物美容法
（15）
妊娠と出産、小児科領域の植物療法
（16）
生活習慣病と高齢者の植物療法 （17）ケーススタディー
（18）
論文発表、修了式
対象者

メディカルハーブの知識を深めたい方、シニアハーバルセラピスト資格
の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなたで
もご受講いただけます。※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格
者 ○シニアハーバルセラピスト養成講座
（旧：ハーバルプラクティショ
ナー植物療法科）
（18単位／ 36時間）
修了

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

年改訂新版）
』
（東京堂出版・￥3,456/税込）
を各自ご用意ください。※『メディ
カルハーブ植物療法科テキスト』は講座初回に受付カウンターで購入可能。

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

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 10/4まで

岡崎 由美子

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）
（月曜）
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最新情報＆お申込みサイト

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

受講申込み

Check!

ビジネスセミナー アロマテラピー紀行セミナー

岡崎 由美子

︻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／ハーバルプラクティショナー養成講座
コード
講座内容
│62718−768−00│
11/12 │ 11/26 │ 12/10 │ 1/7 │ 1/28 │ 2/18 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
3/4 │ 3/18 │ 4/1 │
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
的にハーブを扱えるプロフェッショナルを目指します。
月曜集中コース
受講料 ￥155,520−
（1）化学の基礎Ⅰ
（2）化学の基礎Ⅱ
（3）
序論・生合成
教材費別 初回一括テキスト代 ￥1,080
（4）糖質
（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
対象者

札幌校

メディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルプラクティショナー資
格の取得を目指す方等。コースの受講条件はございませんので、どなた
でもご受講いただけます。※試験受験条件：○シニアハーバルセラピスト
有資格者○ハーバルプラクティショナー養成講座
（旧：ハーバルプラクテ
ィショナー植物化学科）
（18単位／ 36時間）
修了

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

改訂新版）
（東京堂出版・￥3,456/税込）
』
『薬学生のための天然物化学テ
キスト
（廣川書店・￥4,860/税込）
』を各自ご用意ください。※『メディカ
ルハーブ植物化学科テキスト』は講座初回に受付カウンターで購入可能。
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー
続学 早得 10/11まで

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回中

全9回 13：00〜17：15
（休憩15分）
（月曜）

岡崎 由美子

13回以上の出席、全9回中7回以上の出席、論文の提出と論文発表が必須。

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース/ホリスティックハーバルプラクティショナー養成講座（開催校：原宿表参道校・大阪校）P98掲載

仙台校

代替療法家を目指し、各医学分野の専門家から集中指導を受けられる講座です。

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

│62718−675−00 │8/19㈰│ 17：45〜20：45 講座内容
コード
│62719−769−00 │2/11㈪│ 14：00〜17：00 メディカルハーブ検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。この機会に疑
問や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
受講料 ￥3,888− 教材費なし
お持ち物 筆記用具、メディカルハーブ検定テキスト

宇都宮校

岡崎 由美子

柏校

全1回
│ 受講生優待 │62718−770−01│ 10/29 講座内容
コード
一般
│
│62718−770−02│ 10/29 出題範囲が広範なハーバルセラピスト試験に向け、模擬試験形式で総復習しましょう。
ハーバルセラピスト試験直前対策講座
試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,800− 一般：￥16,200−
お持ち物 筆記用具、ハーバルセラピストテキスト
教材費なし
注意事項 当校のハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格
（￥
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
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 10：30〜16：00
（休憩1時間）
（月曜）
岡崎 由美子
│ 受講生優待 │62718−771−01│ 10/22 講座内容
コード
一般
│
│62718−771−02│ 10/22 出題範囲が広範なシニアハーバルセラピスト試験に向け、模擬試験形式で総復習し
シニアハーバルセラピスト試験
ましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
直前対策講座
受講料 受講生優待：￥10,800− 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−
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
ハーバルプラクティショナー

岡崎 由美子

飯能校︵薬香草園︶ 町田校

ハーバルプラクティショナー試験
直前対策講座

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

格
（￥16,200のところ￥10,800/税込）
となります。
全1回 10：30〜16：00
（休憩1時間）
（月曜）
│ 受講生優待 │62718−772−01│ 10/15 講座内容
コード
一般
│
│62718−772−02│ 10/15 出題範囲が広範なハーバルプラクティショナー試験に向け、模擬試験形式で総復習
しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
受講料 受講生優待：￥10,800− 一般：￥16,200−
お持ち物 筆記用具、
『メディカルハーブ植物化学科テキスト』
、2016年改訂新版『メ
教材費なし
（東京堂出版）
』
『薬学
ディカルハーブの事典−主要100種の基本データ−
生のための天然物化学テキスト
（廣川書店）
』
注意事項 当校のハーバルプラクティショナー養成講座の受講生は、受講料が優待

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

価格
（￥16,200のところ￥10,800/税込）
となります。
全1回 10：30〜16：00
（休憩1時間）
（月曜）

岡崎 由美子

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース

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）

たまプラ丨ザ校

「SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター養成講座」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

小田原校

【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

静岡校

スタッフ

│62718−773−01 │10/3㈬│ 10：30〜12：30 講座内容
│62718−773−02 │10/26㈮│ 14：30〜16：30 10/3 アボカドうるおいソープ
10/26 ローズヒップソープ
11/7 クリスマスマーブルソープ
12/5 ニューイヤーゆずソープ
2/14 シアバターのしっとりソープ
3/2 さくらソープ
3/20 ネロリソープ
│62718−773−06 │3/2㈯ │ 14：30〜16：30
（メガネでも可）
│62718−773−07 │3/20㈬│ 10：30〜12：30 お持ち物 筆記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、あればゴーグル
注意事項 薬品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装
（長袖）
・靴でご参
受講料 ￥3,240− 教材費別 初回一括￥1,296
加下さい。
全1回

ハンドメイドギルド手作り石けん入門講座
│62718−773−03 │11/7㈬│ 14：30〜16：30
手作り石けん
コード│62718−773−04 │12/5㈬│ 14：30〜16：30
1日体験コース
│62718−773−05 │2/14㈭│ 10：30〜12：30

生活の木Herbal Life College
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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

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
木曜午前コース
生活の木

風間 満美
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
水曜午後コース
生活の木

風間 満美
生活の木ハンドメイドギルド認定コース
手作り石けん 応用科
木曜午後コース
生活の木

風間 満美
生活の木ハンドメイドギルド認定コース
手作り石けん 応用科
土曜午前コース
生活の木

風間 満美

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）
講座内容
コード
講座内容
│62718−774−00│
10/11 │ 11/1 │ 11/22 │ 12/6 │ 1/24 │ 2/28 「石けんをかえたら肌も変わった」
毎日に使うものだから、
安心･安全な石けんを自分
で手作りしましょう！ハーブ・精油･植物油を使用したナチュラルでやさしい石けん
受講料 ￥19,440− 教材費別 初回一括￥4,158 作り。
毎回違ったベーシックソープを作りながら、
石けん作りを楽しみます。
3回目の精油代 6回目の教材費は別途徴収いた ※講座終了後5回以上出席された方に、
ハンドメイドソーパー基礎科修了書を発行致
します。
します。
（1）
石けんについて
実習：オリーブ100％石けん
続学
全6回 10：30〜12：30
（木曜）
（2）
植物油について
実習：肌をいたわるしっとりソープ
コード
│62718−775−00│
（3）
精油について
実習：オリジナルの香りソープ
11/28 │ 12/26 │ 1/9 │ 1/30 │ 2/20 │ 3/20 （4）
ハーブの効果と活用 実習：カモマイル&カレンデュラハーブのはちみつソープ
（5）
製法の種類
実習：ホットプロセスソープ
受講料 ￥19,440− 教材費別 初回一括￥4,158 （6）
卒業制作
3回目の精油代 6回目の教材費は別途徴収いた
お持ち物 エプロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
（メガネでも可）
します。
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。
続学
全6回 14：30〜16：30
（水曜）
コード
講座内容
│62718−776−00│
10/18 │ 11/15 │ 12/13 │ 1/17 │ 2/14 │ 3/14 手作り石けん講座（基礎科）
を終了した方のためのレッスン。
石けんに慣れ、
石けん
作りの新しい製法にチャレンジしませんか？楽しみながら石けん作りをじっくり学び、
受講料 ￥25,920− 教材費別 初回一括￥9,154 毎回作成する度に完成度がアップする納得の講座です。
6回目の教材費は別途徴収いたします。
※講座終了後5回以上出席された方に、ハンドメイドソーパー応用科修了書を発行致します。
（1）
石けん概要
実習：椿＆ヘナソープ
（2）
油脂総論
実習：ローズヒップソープ
続学
全6回 14：30〜16：30
（木曜）
（3）
油脂各論
実習：ベジタブルエキスソープ
コード
│62718−777−00│
（4）
石けんのデザイン
実習：アートソープ
11/17 │ 12/1 │ 12/15 │ 2/2 │ 3/2 │ 3/23 （5）
液体石けん
実習：リキッドソープ
（6）
卒業制作
受講料 ￥25,920− 教材費別 初回一括￥9,154
（基礎科）
修了者対象。
対 象 者 経験者 石けん講座
6回目の教材費は別途徴収いたします。
お持ち物 エプロン、ゴム手袋、マスク、筆記用具、電卓、あればゴーグル
（メガネでも可）
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。
続学
全6回 10：30〜12：30
（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
思い通りの石けんを作るためのノウハウを磨きます。／「手作り石けん基礎科」の講師を育成するカリキュラムです。
ハンドメイドギルド
手作り化粧品レッスン
生活の木Herbal Life College

スタッフ

│62718−778−01 │10/10㈬│ 14：00〜15：30 講座内容
コード│62718−778−02 │12/10㈪│ 14：00〜15：30 10/10
（水） クレンジング作り、睡眠のおはなし
（教材費￥1,296 税込）
│62718−778−03 │3/12㈫│ 14：00〜15：30 12/10
（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
（教材費￥756 税込）
3/12
（火） 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）
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥756〜￥1,404
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。

アロマ･ハーブ講座
お花や音の波動でヒーリング
バッチフラワー＆シンギングボウル
バッチ財団登録プラクティショナー

│62718−779−01 │10/18㈭│ 11：00〜13：00
│62718−779−02 │11/20㈫│ 11：00〜13：00
コード
│62718−779−03 │12/18㈫│ 11：00〜13：00
│62718−779−04 │3/27㈬│ 11：00〜13：00
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,080

講座内容

お花の力で心を癒すバッチフラワー。安心して活用して頂けるよう使い方や選び方
をご紹介します。実際に試して頂き、チベットやネパールで伝わるシンギングボウ
ルを使った瞑想ヒーリングも。ストレスから解放され心から安らぐように、心身の
波動を整えるワークです。

全1回 お持ち物 筆記用具
│62718−780−01 │10/30㈫│ 11：00〜13：30 講座内容
│62718−780−02 │11/14㈬│ 11：00〜13：30 ホロスコープは人生、性格、学び等沢山のことを表しています。惑星の意味や星座
ホロスコープとアロマ
コード│62718−780−03 │12/20㈭│ 11：00〜13：30 の意味をお伝えして、皆様違う惑星の香りのブレンドオイルを作ってお持ち帰り頂
〜惑星の香りと癒しのリーディング〜
│62718−780−04 │2/28㈭│ 11：00〜13：30 きます。各々のプチリーディングもさせて頂く濃い内容ですのでご自身を深い意識
│62718−780−05 │3/28㈭│ 11：00〜13：30 で理解し、癒して頂けます。
お持ち物 筆記用具
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,080
AEAJ認定アロマセラピスト
全1回 注意事項 お申し込み時に生年月日、出生場所、出生時間をお知らせください。
折橋 明美

折橋 明美

和の精油入門講座
和の香りをとりいれた生活を楽しみましょう
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋 典子

│62718−782−01 │11/22㈭│ 11：00〜12：30 講座内容
コード
│62718−782−02 │12/22㈯│ 11：00〜12：30 新しい年を迎える準備としての大掃除を楽しく時短で行いましょう。精油と自然由
来の
（重曹、セスキ炭酸、クエン酸、アルコールなど）
基材とのコラボでお掃除グッ
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥1,800
ズを作成します。基材の特徴をいかしてキッチン、バスルームまわりなどを綺麗に
していきましょう。
お持ち物 筆記用具
全1回 注意事項 ご妊娠中の方は受講をご遠慮ください

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋 典子

│62718−783−01 │12/6㈭│ 11：00〜12：30 講座内容
コード
│62718−783−02 │12/10㈪│ 11：00〜12：30 香りのおもてなしシリーズとして、クリスマスの香りをブレンドしていきます。オ
リジナルの香りでクリスマスを過ごしましょう。ブレンドされた香りでルームフレ
グランス,香油、クリスマスグッズの香りづけとしてお持ち帰りいただきます。

日々の生活を彩る香りのおもてなし
香りのおもてなしシリーズ・Xmasの香り 受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥1,800

お持ち物 筆記用具
全1回 注意事項 ご妊娠中の方は受講をご遠慮ください
│62718−784−01 │12/17㈪│ 11：00〜12：30 講座内容
コード
│62718−784−02 │12/21㈮│ 11：00〜12：30 香りでおもてなしシリーズとして、気持ちよく新しい年を迎えるためのお正月の香
日々の生活を彩る香りのおもてなし
りをブレンドしていきます。ブレンドされた香りでルームフレグランスまたは香油
香りのおもてなしシリーズ・お正月の香り 受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥1,800
としてお持ち帰りいただきます。
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋 典子

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋 典子
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

お持ち物 筆記用具
全1回 注意事項 ご妊娠中の方は受講をご遠慮ください
│62718−785−01 │ 11/7 │ 10：30〜12：30 講座内容
コード
│62718−785−02 │ 1/16 │ 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。更に自分の持ち合わせ
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
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,620
色の御提案をします。今、必要な香りでルームスプレー作成します。可能であれば、
この回からの受講を奨励致します。
お持ち物 筆記用具・他回のレジュメ
（ある方）

CAMES認定カウンセラー

古屋 清美

全1回
（水曜）

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。

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

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

ビジネスセミナー アロマテラピー紀行セミナー

精油の香りでらくらくおそうじ
〜新しい年を迎える準備〜

│62718−781−01 │10/4㈭│ 11：00〜12：30 講座内容
コード│62718−781−02 │1/12㈯│ 11：00〜12：30 日本にも古くから香りの歴史があります。和の香りの歴史にふれながら季節の香り
│62718−781−03 │3/4㈪ │ 11：00〜12：30 をつくっていきます。おつくりになった和精油のブレンドでルームフレグランスを
つくります。
（ご希望で香油に変更も可能です）
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥1,800
お持ち物 筆記用具
全1回 注意事項 ご妊娠中の方は受講をご遠慮ください

︻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

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

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）
講座内容
コード│62718−786−00│ 12/12 │ 10：30〜12：30 講座内容
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。
お持ち物 筆記用具・他回のレジュメ
（ある方）

CAMES認定カウンセラー

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

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
（水曜）
ング、ハーブブレンドティ−を楽しみます。
コード│62719−787−00│ 3/20 │ 10：30〜12：30 講座内容
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）

札幌校

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

CAMES認定カウンセラー

仙台校

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
（水曜）
ング、ハーブブレンドティ−を楽しみます。
│62718−818−01 │10/5㈮│ 11：00〜11：45 講座内容
62718−818−02 │10/6㈯│ 11：00〜11：45 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
│
コード
はじめてのメディカルハーブ
│62718−818−03 │10/15㈪│ 17：00〜17：45 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。実習はチンキ剤
1日体験コース
│62718−818−04 │3/15㈮│ 13：00〜13：45 を使ったローション剤を作ります。これからメディカルハーブを学びたいと考えて
いる方におすすめです。
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー 受講料 ￥540− 教材費別 ￥1,000
全1回 お持ち物 筆記用具
岡崎 由美子
│62718−819−01 │10/8㈪│ 13：30〜15：30 講座内容
コード
│62718−819−02 │3/15㈮│ 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
きれいになる、
美味しいハーブ活用法
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。
1日体験コース
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,000
メディカルハーブをもっと活用しましょう。コーディアル、ジャム等を作ります。

古屋 清美

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
全1回
62718−821−01 │11/30㈮│ 10：30〜12：30 講座内容
│
コード
│62718−821−02 │12/14㈮│ 10：30〜12：30 初心者の方でも簡単に素敵なキャンドルを作ることが出来ます。世界に１つだけの
雪降るクリスマスキャンドル作り
オリジナルクリスマスキャンドルをつくりませんか。2018年のクリスマスを素敵に
作って灯して素敵な時を過ごしましょう 受講料 ￥4,320− 教材費別 ￥1,500
飾りつけましょう。プレゼントにも喜ばれますよ。
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
全1回
（金曜）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
岡崎 由美子
│62718−822−01 │12/7㈮│ 10：30〜11：30 講座内容
コード│62718−822−02 │1/14㈪│ 18：00〜19：00 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
冬の装いを楽しむアロマワックスプレート
│62718−822−03 │2/8㈮ │ 13：00〜14：00 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
ハーブや精油で寒い季節を彩りましょう
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。
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥2,000
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
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
岡崎 由美子
│62719−801−01 │1/24㈭│ 11：00〜13：00 講座内容
コード
│62719−801−02 │1/30㈬│ 11：00〜13：00 星のめぐりは毎年変わり、また出生のホロスコープに与える影響も変わってきます。
2019年の星を味方につける！
2019年の星廻りを読んで皆様のラッキーな時期や特徴、それをつかむコツやちょっ
〜ホロスコープで幸運を引き寄せましょう〜 受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,000
と気を付ける時期などもお伝えします。惑星の香りのバスソルトの実習付きです。
楽しく幸せな一年にしましょう！
AEAJ認定アロマセラピスト
全1回 お持ち物 筆記用具
折橋 明美

岡崎 由美子

宇都宮校
柏校

トリートメント・マッサージ講座
飯能校︵薬香草園︶ 町田校

│62718−788−01 │10/16㈫│ 10：30〜12：30 講座内容

│62718−788−02 │11/17㈯│ 10：30〜12：30
はじめてのアロマハンドトリートメント コード│62718−788−03 │1/25㈮│ 10：30〜12：30 アロマハンドトリートメント初心者でもその日から無理なく実践でき、また施術経
験者が施術のクオリティをより高めたいときにも役立つ「ここちよく満足度の高い」
初心者でもすぐできる、
やさしい施術のコツ
│62718−788−04 │3/13㈬│ 10：30〜12：30 手技について学びます。後半は施術実習を通して「ここちよさ」を体感しながら施
術の際に大切なポイントを確認します。

受講料 ￥3,996− 教材費別 ￥1,000

お持ち物 バスタオル
（1枚）
、フェイスタオル
（1〜2枚）
、エプロン

AEAJ認定アロマセラピスト

田浦 裕子
英国式リフレクソロジー
簡単フットトリートメント

注意事項 講座の冒頭で、自己紹介を兼ねて受講理由についてお一人ずつ簡単にお

全1回
話しいただく予定です。あらかじめご承知おきください。
│62718−789−01 │10/4㈭│ 10：30〜13：00 講座内容
62718−789−02
11/14㈬
14
：
30〜17
：
00
│
│
│
10/4「リフレクソロジーの基礎＆パウダー手技
コード
│62718−789−03 │2/12㈫│ 10：30〜13：00 11/14「足の解剖生理＆オイルトリートメント」
│62718−789−04 │3/27㈬│ 14：00〜16：30 2/12「足の角質ケア＆米ヌカスクラブ」
3/27「足トラブル＆ケア用品」
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,080

対 象 者 女性限定
お持ち物 バスタオル1枚、フェイスタイル1枚、スリッパ、汚れの気になる方はエ

AEAJ認定アロマセラピスト

全1回
プロン※膝下までめくれるズボンを持参または着用でご参加下さい。
│62718−790−01 │ 11/30 │ 14：00〜16：00 講座内容
コード│62718−790−02 │ 1/11 │ 14：00〜16：00 毎日のスキンケアにプラスする簡単バージョンとスペシャルケアのトリートメント2
〜5分でリフトアップ！〜
│62718−790−03 │ 3/8 │ 10：30〜12：30 種類学びます。アロマセラピストがサロンで行っているリンパの流れを意識したト
かんたんフェイシャルトリートメント
リートメントやツボ押しなどの技術をセルフトリートメントに取り入れてみません
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,080
か。肌タイプ別おすすめケアもご紹介。

髙岡 悦子

たまプラ丨ザ校

対 象 者 女性限定
お持ち物 筆記用具、フェイスタオル3枚、鏡、髪の毛がとめられるターバンやヘ

AEAJ認定アロマセラピスト

小田原校

全1回
（金曜）
アバンドなど、講座終了後メイクされる方はメイク道具
│62718−791−01 │11/10㈯│ 11：00〜12：30 講座内容
コード
│62718−791−02 │12/9㈰│ 11：00〜12：30 とっても” 優しい” ハンドトリートメントを行うレッスンです。お好きな香りの精油
心と身体がほどけるハンドトリートメント
を使ってオイルを作り、二人一組となって実習を行います。自分自身のメンテナン
〜ゆるふわタッチでほんわかリラックス〜 受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥1,000
スのために、そして自分にとって大切な人のために、心と身体に寄り添うハンドト
リートメントを体感してください。
対 象 者 女性限定

松田 尚子

お持ち物 バスタオル1枚
全1回 注意事項 腕を出しやすい服装でお越しください。爪は短く切ってご参加ください。

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

八嶋 ゆり恵

マタニティ・ベビー・キッズ講座

静岡校

コード│62718−792−00│ 10/8 │ 10：30〜12：30 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。

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

キャンドルアーティスト

岡崎 由美子

ƒ受講申し込みはP101へ

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

全1回
（月曜）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
講師が行います。
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座 → 詳細はP1へ

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）
│62718−793−01 │10/2㈫│ 10：15〜11：30
│62718−793−02 │10/24㈬│ 10：15〜11：30
ママの手あったかベビーマッサージ！ コード│62718−793−03 │11/1㈭│ 13：30〜14：45
ビューティー骨盤親子体操付
│62718−793−04 │1/31㈭│ 10：15〜11：30
│62718−793−05 │3/7㈭ │ 13：30〜14：45
ベビーチャイルドマッサージ講師

講座内容
講座内容

赤ちゃんと手遊びとベビーマッサージ、ママの肩こりや骨盤のゆがみを整える骨盤
ビューティー親子体操を学びます。
対 象 者 女性限定 ※子供の対象年齢：生後2 ヶ月〜10 ヶ月くらいまで
お持ち物 バスタオル・オムツ・赤ちゃんの飲物
（水分補給）
・ママは動きやすい洋

受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,100

服で。

全1回

なんざき ゆか

介護・人のために役立つ講座
介護に役立つ
ハンドトリートメント 基礎編

AEAJ認定アロマセラピスト

│62718−794−01 │10/10㈬│ 11：00〜12：30
│62718−794−02 │11/12㈪│ 11：00〜12：30
│62718−794−03 │11/29㈭│ 11：00〜12：30
│62718−794−04 │12/8㈯│ 11：00〜12：30
コード
│62718−794−05 │1/26㈯│ 11：00〜12：30
│62718−794−06 │2/15㈮│ 11：00〜12：30
│62718−794−07 │2/24㈰│ 11：00〜12：30
│62718−794−08 │3/5㈫ │ 11：00〜12：30

1月期
│
1/11㈮│1/25㈮│
3月期
│
3/13㈬│3/27㈬│
AEAJ認定アロマセラピスト

お持ち物 フェイスタオル１枚、筆記用具

受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥500

石川 佳子
10月期
│
介護に役立つ
ハンド＆フットトリートメント 応用編 10/20㈯│10/27㈯│

石川 佳子

講座内容

精油をブレンドしてハンドトリートメントします。脳の活性化にもなり、香りが届
きやすいハンドトリートメント。精油の効能や手の反射区を学び、身体の各部位に
届くようアプローチしていきます。アロマハンドセラピスト有資格者にもおすすめ
の、ブラッシュアップ講座です。
対 象 者 女性限定

全1回
コード
│ 62718−795−00 講座内容
10：30〜12：30
精油をブレンドしてトリートメントします。脳の活性化や精油の好みを考えブレン
ドしていきます。第１回はハンドトリートメント、第２回はフットトリートメントを
コード
│ 62719−796−00 精油を使った手浴足浴で肌を温めてから行います。アロマハンドセラピスト有資格
14：30 〜 16：30
者にもおすすめの、ブラッシュアップ講座です。
コード
│ 62719−797−00 対 象 者 女性限定 経験者
10：30 〜 12：30
お持ち物 フェイスタオル2枚、筆記用具、バスタオル
（第2回フットトリートメント）

受講料 ￥5,400− 教材費別 初回一括￥1,000
全2回

シーズナル・ライフスタイル講座
受験生のためのトリートメント
AEAJ認定アロマセラピスト

石川 佳子
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

│62718−798−01 │10/25㈭│ 11：00〜12：30 講座内容
コード
│62718−798−02 │12/15㈯│ 11：00〜12：30 精油をブレンドしてトリートメントをします。脳を活性化する精油、メンタルコン
ディションを整える精油、免疫力を高める精油などを考えます。個人の体験談も交
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥500
えながら、受験生に役立つハンドトリートメントをします。
対 象 者 女性限定
全1回 お持ち物 フェイスタオル1枚、筆記用具
│62718−799−01 │10/4㈭│ 14：00〜16：00 講座内容
│62718−799−02 │11/6㈫│ 11：00〜13：00 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
コード│62718−799−03 │1/25㈮│ 14：00〜16：00 講座です。
│62718−799−04 │2/9㈯ │ 11：00〜13：00 ・スーパーフードのプロフィール ・スーパーフードの取り入れ方、活用法
│62718−799−05 │3/11㈪│ 14：00〜16：00 ・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】
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥540
・オイルで健康に
・チアシードでスッキリボディ
・アサイーで内側からキレイになる
・ゴールデンベリーでアンチエイジング
・マキベリーで美味しくビューティーケア ・その他の魅力的なスーパーフード

全1回 お持ち物 筆記用具
│62718−800−01 │10/15㈪│ 11：00〜13：00 講座内容
コード│62718−800−02 │11/16㈮│ 11：00〜13：00 AI時代にはモチベーションを上げてくれるコーチこそ必要とも言われます。志望校
受験生のためのアロマテラピー
│62718−800−03 │1/11㈮│ 11：00〜13：00 選びの注意点、勉強量と成績の複雑な関係等を踏まえ、香りを使ってお母様がお子
〜香りで応援！！〜
様のサポーターになれるよう情報を提供します。ブレンドパターンの中から1つお
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,000
選び頂き、アロマスプレーを作ります。
お持ち物 筆記用具、ポケットティッシュ
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
全1回 注意事項 中学受験生
大島 とみ子
（小3くらい）
〜大学受験生の保護者や指導者の方対象
│62718−804−01 │11/13㈫│ 11：00〜13：00 講座内容
コード
│62718−804−02 │11/28㈬│ 11：00〜13：00 石膏にお好きな香りで香り付けをしたアロマハイストーンと木の実、スパイス、な
「グレージュアロマストーン」
スパイスで飾るクリスマスツリー作り
どでクリスマスデコレーションをつくりましょう。さまざまな香りのハイストーン
受講料 ￥2,160− 教材費別 ￥3,500
を選んでいただき、木の実やリボンでデコレーションし完成です。
厚生労働省認定 フラワー装飾技能士１級資格
全1回 お持ち物 持ち帰り袋・エプロン
波間 智子

「グレージュアロマストーン」
お正月のウォールデコレーション作り
厚生労働省認定 フラワー装飾技能士１級資格

デコールツァプフェンで作る
香る木の実のクリスマス飾り
木の実アレンジ・デコールツァプフェン講師

まきの ゆき

全1回 お持ち物 持ち帰り袋・エプロン
62718−806−01 │ 11/26 │ 10：30〜13：00 講座内容
│
コード
│62718−806−02 │ 11/26 │ 14：00〜16：30 木の実独特なワイヤリングを学びながら木の実アレンジDekorZapfen
（デコールツァプフェ
ン）
でクリスマス飾りを作ります。色々な種類の木の実やクリスマスらしい香りのスパイ
受講料 ￥2,160− 教材費別 ￥5,000前後
スを使いナチュラルシックなインテリアにもなるアレンジメントをお楽しみ下さい。
全1回
（月曜）お持ち物 ラジオペンチ ハサミ 木工用ボンド

│62718−807−01 │ 10/13 │ 11：00〜12：00 講座内容
コード
│62718−807−02 │ 2/16 │ 11：00〜12：00 シンプルなガラス瓶を使って、ボトルの装飾から香りまですべてオリジナルのアロ
マボトルを作ります。ほんのりとした香りが心地良いアロマボトル。とっても簡単
に作れるんですよ♪暮らしを彩る香りのアイテムをインテリアにプラスして五感の
癒される豊かな毎日を過ごしませんか？
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
全1回
（土曜）
八嶋ゆり恵
コード│62718−809−00│10/23㈫│ 11：00〜12：30 講座内容
〜季節を楽しむ花とハーブ〜10月の講座はハロウィンフラワーアレンジメントです。
ハッピーハロウィンアレンジメント 受講料 ￥2,160− 教材費別 ￥2,000
ハロウィンの特徴を生かし、いつもとはまた少し違った雰囲気に仕上げます。
季節を楽しむ花 ハロウィンアレンジ
季節のハーブティもご紹介します。
植物をより気軽に身近にお楽しみいただける内容です。
お気軽にご参加ください。

スティックを使ったアロマボトル作り
〜暮らしを彩る香りのプラスワンレシピ〜 受講料 ￥2,160− 教材費別 ￥500

お持ち物 アレンジメント用花バサミ、作品持ち帰り用袋
（マチ底広めのもの）
。
フラワーコーディネーター

山田 ともこ
〜花とハーブを生活に〜
季節を楽しむ
フレッシュフラワーアレンジメント

注意事項 アレンジメント用花バサミ
（1700円）
、その他資材
（低温グルーガン等）
ご

希望の方は事前にご注文下さい。ご用意いたします。お花がはじめての
全1回
（火曜）
方もお気軽にご参加ください。
│62718−810−01 │ 11/27 │ 11：00〜12：30 講座内容
コード
│62718−810−02 │ 3/12 │ 11：00〜12：30 フラワーアレンジメントがはじめての方も、楽しくご参加いただけます。
11/27 フレッシュクリスマスリース
（生で作るクリスマスリース。クリスマスまで持ちます）
受講料 ￥2,160− 教材費別 ￥2,000
3/12 春の花を楽しむボックスフラワーアレンジメント
ース講座→グルーガン
（ノリ）
あれば便利、なくても可。
注意事項 アレンジメント用花バサミ
（1700円）
、その他資材
（低温グルーガン等）
ご

フラワーコーディネーター

山田 ともこ

全1回
（火曜）

希望の方は事前にご注文下さい。ご用意いたします。お花がはじめての
方もお気軽にご参加ください。

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

お持ち物 アレンジメント用花バサミ、作品持ち帰り用袋
（マチ底広めのもの）
、リ

ビジネスセミナー アロマテラピー紀行セミナー

波間 智子

│62718−805−01 │12/19㈬│ 11：00〜13：00 講座内容
コード
│62718−805−02 │12/25㈫│ 11：00〜13：00 石膏にお好きな香りで香り付けをしたアロマハイストーンを選び、お正月にぴった
りのウォールデコレーションを作りましょう。組みひもや、リボン・素敵なお花で
受講料 ￥2,160− 教材費別 ￥3,500
完成です。

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

講座名／講師

スペシャルセミナー 原宿表参道校

講座名／講師

〜花とハーブを生活に〜
季節を楽しむ
Crafting with ポマンダー

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）
講座内容
│62718−811−01 │ 12/4 │ 11：00〜12：30 講座内容
コード
│62718−811−02 │ 12/11 │ 11：00〜12：30 西洋に古くから伝わる香りのお守り「芳香ポマンダー」
。クリスマス時季ならでは
の楽しい遊びです。
受講料 ￥2,160− 教材費別 ￥1,000
12/4・12/11 クリスマスに楽しむオレンジポマンダー
お持ち物 アレンジメント用花バサミ、持ち帰り用袋、手拭き
注意事項 花ハサミ、作品持ち帰り用袋ご持参ください。

フラワーコーディネーター

山田 ともこ
ハーブで作るハッピークラフト
〜植物と暮らしを繋ぐワークショップ〜
JAMHA認定ハーバルセラピスト

札幌校

山田 留美子
薬香草園のハーブを使って
アレンジメント
ハーブガーデンのクリスマスリース
生活の木 薬香草園

城内 聡子

仙台校

木の実のボックスアレンジ
〜小さな木の実に心を込めて〜
デコールツァプフェン認定講師

鈴木 あゆみ
木の実のイースターバスケット
〜春色木の実とイースターエッグ〜

全1回
（火曜）

ご希望の方は事前にご注文
アレンジメント用花バサミ
（1700円 色−白）
下さい。ご用意いたします。

│62718−812−01 │ 11/9 │ 10：30〜12：00 講座内容
コード│62718−812−02 │ 2/1 │ 10：30〜12：00 11/9 暮らしと重曹 バスボム
│62718−812−03 │ 3/1 │ 10：30〜12：00 2/1 ココアバターのハンドクリーム
3/1 春のムズムズケアのオリジナルブレンドティーパック作り
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥1,000
お持ち物 筆記用具、エプロン
全1回
（金曜）
│62718−823−01 │ 11/22 │ 13：30〜15：00 講座内容
コード
│62718−823−02 │ 11/22 │ 16：00〜17：30 メディカルハーブガーデンで育ったハーブや草花に、実物やオーナメントをアレン
ジして、クリスマスリースを作ります。フラワーアレンジメント初心者の方もお気
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥1,080
軽にご参加いただけます。※直径15cmのドーナツ型の吸水性スポンジを土台に使
用します。
全1回
（木曜）お持ち物 エプロン
コード│62719−802−00│ 1/15 │ 10：30〜12：30 講座内容
「木の実アレンジデコールツァプフェン」では花材を組み合わせるためのワイヤリン
受講料 ￥2,160− 教材費別 ￥3,500
グを学びながらナチュラルな作品づくりをお楽しみ頂けます。素朴な自然素材もアレ
ンジ次第で季節にあったインテリアや小物をご自分で作ることが出来るのです。
お持ち物 ラジオペンチ、はさみ

全1回
（火曜）
コード│62719−803−00│ 2/26 │ 10：30〜12：30 講座内容
「木の実アレンジデコールツァプフェン」では花材を組み合わせるためのワイヤリン
グを学びながらナチュラルな作品づくりをお楽しみ頂けます。素朴な自然素材もアレ
ンジ次第で季節にあったインテリアや小物をご自分で作ることが出来るのです。

受講料 ￥2,160− 教材費別 ￥3,500

宇都宮校

お持ち物 ラジオペンチ、はさみ
全1回
（火曜）
│62719−808−01 │1/27㈰│ 11：00〜12：00 講座内容
コード
│62719−808−02 │3/9㈯ │ 11：00〜12：00 ハーブコーディアルを作ります。講師がデモンストレーションを行い、出来たコー
ハーブコーディアルを作りましょう
ディアルの試飲のほか、アレンジドリンクも楽しんで頂きます。暮らしを彩るハー
〜暮らしを彩るハーブのプラスワンレシピ〜 受講料 ￥2,160− 教材費別 ￥500
ブのアイテムを食卓にプラスして五感の癒される豊かな毎日を過ごしませんか？自
宅ですぐに作れる材料キット付き♪
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
全1回
八嶋ゆり恵

デコールツァプフェン認定講師

鈴木 あゆみ

柏校

ブラッシュアップ講座
│62718−813−01 │10/20㈯│ 11：00〜13：00 講座内容
コード
│62718−813−02 │2/14㈭│ 11：00〜13：00 アロマブレンドデザイナー講座で学んだ基礎知識を生かして、ブレンド技術のスキ
ルアップをめざしていきます。自由調香、テーマに沿った調香の２種を創作してい
きます。創作後、香り・レシピなどをシェアしてミニコンテストなどを行います。

アロマブレンドデザイナースキルアップ講座
〜よりよい創作のための実践編〜
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥2,000

対 象 者 経験者 AEAJアロマブレンドデザイナー有資格者、講座修了者
お持ち物 筆記用具、AEAJアロマブレンドデザイナー公式テキスト、作成したパレ
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋 典子

飯能校︵薬香草園︶ 町田校

精油ブレンドブラッシュアップ講座
「精油ブレンド専科・研究科」

ットシート、講座内で使用したポーチ
全1回 注意事項 ご妊娠中の方は受講をご遠慮ください

│62718−814−01 │11/18㈰│ 11：00〜12：30 講座内容
コード│62718−814−02 │1/13㈰│ 11：00〜12：30 自然の恵みの精油は多くの魅力をもっています。その魅力を生かせるようにいろい
│62718−814−03 │3/23㈯│ 11：00〜12：30 ろな側面からのアプローチを考えていきます。よりよい香りをつくることのブレン
ド力と追及していく講座です。ブレンドされた精油は香水としてお持ち帰りいただ
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥1,800
きます。
レアバリュー精油を使用の場合は別途料金とな
対 象 者 経験者 AEAJアロマブレンドデザイナー有資格者、AEAJアロマテラピーイ
ります
ンストラクター有資格者、インストラクター養成講座受講中の方、アロ
マブレンドデザイナー講座の受講を検討されている方

お持ち物 筆記用具
全1回 注意事項 ご妊娠中の方は受講をご遠慮ください
│62718−815−01 │ 11/7 │ 13：30〜16：30 講座内容
コード
│62718−815−02 │ 1/16 │ 10：30〜13：30 資格取得後に確認したいことが出てきたのではないでしょうか？そんな方、ブラッ
アロマハンドセラピスト・レビュー
シュアップして自信を持って資格取得者として歩み出しませんか？せっかく取得し
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
た素敵なツールを生かして笑顔で歩めるお手伝いをしたいと思います。ブラッシュ
アップ手技・精油選択もシェア致します。
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋 典子

（申請中の方も可能）
対 象 者 AEAJ認定アロマハンドセラピスト資格取得者
お持ち物 AEAJアロマハンドセラピストテキスト・筆記用具・バスタオル2枚・お手

たまプラ丨ザ校

拭き用ぬれタオル・飲み物
（御自分の水分補給用）
AEAJ認定アロマセラピスト

注意事項 テキストを参照に、ハンドトリートメント手技の復習。手指の条件、服

全1回
（水曜）
装等を確認して出席下さい。
コード│62718−816−00│ 12/12 │ 13：30〜16：30 講座内容
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
アロマテラピーインストラクター実践講座 受講料 ￥4,320− 教材費別 ￥1,080
得」編では、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
「インストラクターの心得」
編
シェアします。自分の個性を大切に歩めるように。アドバイザー養成講座開講を目
指している方にもおすすめです。

古屋 清美

小田原校

（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資格取得者
お持ち物 筆記用具・AEAJアロマテラピーインストラクター独自/共通テキスト・
AEAJアロマ検定１級テキスト
（最新版）
・飲み物
（御自分の水分補給）

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
（水曜）
読んで感想、質問が言えるようにして来てください。
コード│62719−817−00│ 3/20 │ 13：30〜16：30 講座内容
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 受講料 ￥4,320− 教材費別 ￥1,080
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
初心者に与える順番、速度などが分かってきます。アドバイザー養成講座開講を目
指している方にもおすすめです。

古屋 清美

静岡校

（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独自/共通テキスト・
AEAJアロマ検定１級テキスト
（最新版）
・飲み物
（御自分の水分補給）

AEAJ認定アロマセラピスト

古屋 清美

ƒ受講申し込みはP101へ

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

全1回
（水曜）
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んな順番で」記載されているのか？良く見てきてください。
＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座 → 詳細はP1へ

イソプレン分子の形をみてみよう！
化学の立体構造を理解する
1日体験コース
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）
講座内容
│62718−820−01 │10/8㈪│ 16：00〜18：00 講座内容
コード│62718−820−02 │2/11㈪│ 17：30〜19：30 分子模型を組み立てることで分子の立体構造が見えてきます。化学が苦手な方、初
│62718−820−03 │3/29㈮│ 11：00〜13：00 心者の方、アロマ・ハーブの試験合格を目指している方にはおすすめです。分子模
型はお持ち帰り頂けます。
受講料 ￥4,320− 教材費別 ￥2,000
対 象 者 経験者 初心者

岡崎 由美子

全1回 お持ち物 筆記用具

ハーブ・アロマテラピーの為のビジネスセミナー講座（開催校：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。

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

講座名／講師

ビジネスセミナー アロマテラピー紀行セミナー

ƒ受講申し込みは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!

