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＝新規講座 ＝1日体験講座 ＝修了証が発行される講座 ＝四季を楽しむ講座 続学＝AEAJ、JAMHA認定コース継続受講特典あり早得＝早得申込者対象サービスあり

講座案内

　マークについて

[2023. 4. 1~2023. 9.30 開講予定 ]

・掲載講座は、中止または内容が一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。
・最新情報はハーバルライフカレッジwebをご覧くださいますよう、よろしくお願いいたします。



【内容】
・対象講座の受講期間中、併設ショップで
お得にお買い物ができるサービス。

Herbal Life College講座案内2023春夏期掲載

→100円(税込)以上お買い上げで、Tree of life membership 5倍ポイント付与
※受講期間中、何度でも有効

【対象校】
ハーバルライフカレッジ（HLC）全校 ※オンライン校対象外

【優待期間】
講座初日～講座終了日まで

3つの受講特典情報
※詳細は各スクールまでお問合せ下さい。

続けて学んで、もっと豊かな
ハーバルライフ！
生活の木の対象講座（AEAJ・JAMHA・
JAPA資格対応コース、ハンドメイドギルド
認定コース）を続けてご受講いただいた方
に、生活の木の商品をプレゼント。さらなる
スキルアップで、もっと豊かなハーバルライ
フにしませんか？

【対象校】ハーバルライフカレッジ（HLC）全校　
※原宿表参道校・オンライン校対象外

【対象講座】
ＡＥＡＪ・ＪＡＭＨＡ・ＪＡＰＡ資格対応コース、
ハンドメイドギルド認定コースのいずれかの講座

【対象期間】
2022年秋冬期～2023年春夏期

【対象者】
①受講後、同じスクールで続けて講座の正式申込みをされた方
②同時に同じスクールで2講座以上を、正式申込みされた方

【例えば】
アロマテラピーアドバイザー講座受講後→アロマテラピーインストラクター講座を正式申込み
アーユルヴェーダアドバイザー講座+手作り石けん基礎科講座を、同時に正式申込み　等

本誌掲載のこのアイコンが
ついている講座が目印◀

ご注意・ご案内
※講座受講期間中に、お申込講座に応じた素敵な商品をご用意しております。
※商品の返品交換はいたしまねます。
※掲載内容は、予告なく変更になる場合がございます。

スクールで学びながらショップで
お得にお買い物！
「学んでショッピング」
授業で習ったあのハーブ、実習で使ったあのエッ
センシャルオイルを使ってもっと勉強したい！
対象講座の受講期間中、そんなあなたの頑張
りを応援する特典です。授業で使った商品は
もちろん、ちょっと気になる商品もこの機会
にお得にお買い物しませんか？

早期申込で総仕上げ講座も受けられる！
直前対策講座又は
生活の木商品プレゼント
対象講座を開講日1ヶ月前までに正式に申
込みを頂いたご受講生へ、『直前対策講座』
を無料で受講又は生活の木商品をプレゼ
ントの特典です。

【日時】各校スケジュールをご確認ください
【対象校】ハーバルライフカレッジ（HLC）全校

※原宿表参道校、オンライン校対象外

【対象者】
本誌掲載の期限までに、正式お申込みをされた方
【対象講座】AEAJ、JAMHA、JAPA資格対応コース　全講座
①AEAJ認定資格対応講座　全コース

専科講座・アロマセラピスト養成講座（実技）
アロマテラピー インストラクター必修履修コースは除く

②JAMHA認定資格対応講座　全コース
（ホリスティックハーバルプラクティショナー養成講座除く）

③JAPA認定資格対応講座　全コース

ご注意
※お申込は先着順となります。満席の場合はご希望に添えない場合もございます。
※受講申込後の日程変更は承れませんので、ご了承ください
※2023年10月以降開催の直前対策講座の日程は、お申込み時にお知らせできない場合がございます
（日程が決まり次第、先行でお知らせいたします）。
※直前対策講座の受講は、スクールにより指定の日程内でのご受講となります。
※直前対策講座受講の際には、専用の申込書に必要事項をご記入の上、お申込みが必要です。
※ご受講頂く直前対策講座は、本特典対象講座と同一認定校となります。
※予定している特典は予告無く変更となる場合がございます。

試験準備
＆総復習に
最適

早 得

本誌掲載のこのアイコンが
ついている講座が目印◀

生活の木HPのトップページから『カレッジWeb』ページ
https://hlc.treeoflife.co.jp

講座案内未掲載、号外講座等もUP！！お見逃しなく！  

『最新情報掲載』

いつでもどこでもあなたのプライベートスペースで、
ネット環境に繋がれば、お申込み可能！

『お申込み場所はあなた次第』

一度の会員登録で、その後のお申込みはグーンとスムーズに。お手軽にお申込み！

『スムーズなお申込み』

※詳しくは、「カレッジWeb」をご覧下さい。
※掲載内容は予告無く変更となる場合がございます。

「ハーバルライフカレッジWeb」
～カルチャー 講座の検索＆お申込みサイト～

まずは検索を！

各国の大使館を会場とした特別講座等、Webだけで限定受付！

『Web限定講座』

カレッジWeb

｢スクール」や「アロマテラピー」等、ご希望のスクールや
カテゴリー、曜日等で検索可能！

『検索機能の充実』

続 学

ご注意・ご案内
※講座初日に「優待カード」をお渡しします。お買い物の際、ショップレジにてご提示ください。
※他の割引サービスとの併用はできません。
※紛失された場合は再発行しかねます。ご注意ください。
※掲載内容は予告無く変更となる場合がございます。

特典1

特典3

特典2
学んで

ショッピング

（ ）

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



講座名称・講師
 講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費 講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

アロマテラピー資格対応コース講座説明会

62723-901-01
62723-901-02
62723-901-03
62723-901-04
62723-901-05
62723-901-06

 4/ 8(土)14:00～15:30
 4/12(水)11:00～12:30
 5/ 9(火)14:00～15:30
 7/ 9(日)14:00～15:30
 8/25(金)11:00～12:30
 9/28(木)11:00～12:30

受講料  無料
教材費　なし

生活の木HerbalLifeCollege

スタッフ 全1回

AEAJアロマテラピーアドバイザー認定講習会

62723-945-01
62723-945-02
62723-945-03
62723-945-04

 5/28(日)13:30～17:30
 6/ 6(火)13:30～17:30
 6/17(土)13:30～17:30
 7/11(火)13:30～17:30

受講料  ￥5,236-
教材費　なし

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

風間　満美 全1回

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座
水曜午後コース

62723-902-00  5/31 ,  6/14 ,  7/ 5
 7/26 ,  8/23 ,  9/20

受講料  ￥16,500-
教材費別
初回一括￥4,895(税込)

4/30まで

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋　典子 全6回　14:30～16:00(水曜)

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
金曜集中コース(全2回)

62723-903-00  9/ 1 ,  9/22

受講料  ￥16,500-
教材費別
初回一括￥4,895(税込)

7/31まで
AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

古屋　清美
全2回　10:30～16:15

(休憩1時間15分)(金曜)

アロマテラピー検定対策
アロマテラピーアドバイザー養成講座
土曜午前コース

62723-904-00  4/29 ,  5/13 ,  6/24
 7/22 ,  8/ 5 ,  9/16

受講料  ￥16,500-
教材費別
初回一括￥4,895(税込)

3/28まで
AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

石川　佳子 全6回　10:30～12:00(土曜)

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
日曜集中コース

62723-905-00  9/ 3 ,  9/24 , 10/ 1

受講料  ￥16,500-
教材費別
初回一括￥4,895(税込)

8/2まで

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋　典子
全3回　10:30～13:45

(休憩15分)(日曜)

【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】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

【講座内容】
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。
○ AEAJ アロマテラピーアドバイザー認定講習会
・アロマテラピーアドバイザーについて
・アロマテラピー関連法規
・(公社)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)
【受講条件】
・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」（ 新版）、機関誌「AEAJ」（ 新号）
【注意事項】
履修証明書発行には本講習会カリキュラムを、同一日に全ての履修が必要となります。

【講座内容】
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、活用法などの基礎知識を
しっかり学びます。実習や精油のプロフィールでは、30種類の精油入門セットを使用
し、香りを嗅ぎ楽しみながら学びます。毎回、生活の木の精油や植物油等を用い、日常
生活にすぐに活かせる6種のアロマクラフト実習も行います。
毎回精油セットを使用し、30種類の精油プロフィールを学びます。
(1)協会について・アロマテラピーとは　　　　実習：シアバター＆ラベンダークリーム
(2)アロマテラピーの歴史　　　　　　　　　　実習：バスソルト
(3)基材とホームケア(家庭での利用法)
　 実習：トリートメントオイル/セルフハンドトリートメント
(4)アロマテラピーのメカニズム　　　　　　　実習：スキンローション
(5)アロマテラピーのための健康学　　　　　　実習：クレイパック
(6)アロマテラピーの関連法規・心得・環境　　実習：フレグランス
【受講条件】
初めてアロマテラピーを学ぶ方、知識を深めたい方、アロマテラピー検定1,2級の合格を
目指す方など、どなたでもご参加いただけます。
【お持ち物】
筆記用具、2020年改訂版『アロマテラピー検定 公式テキスト』(￥2,640/税込)、生活の
木検定1・2級対応精油入門セット3種(￥4,400・￥3,300・￥2,200/税込)をご用意下さ
い。
(スクールで当日購入可)
3コマ目のみ厚手フェイスタオル1枚
【注意事項】
※早得対象の方は、講座初日にご案内します。※受講生は精油セットを20％割引購入
可。
※3コマ目はハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、爪は短く切って
の参加を推奨します。

【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
【お持ち物】
筆記用具
【注意事項】
*予約制（事前に必ずご予約下さい）予告なく中止、日程が変更される場合もありますが
ご了承下さい。
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講座名称・講師
 講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費 講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

62723-906-01
62723-906-02
62723-906-03

 4/ 9(日)10:30～16:30
 5/16(火)10:30～16:30
 9/17(日)10:30～16:30

受講料  ￥13,200-
教材費別　￥6,248(税込)

AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

石川　佳子 全1回  (休憩1時間)

AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座

62723-907-01
62723-907-02
62723-907-03

 4/18(火) 10:30～16:30
 7/ 1(土) 10:30～16:30
 9/ 9(土) 10:30～16:30

受講料  ￥13,200-
教材費別　￥6,248(税込)

AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

古屋　清美 全1回  (休憩1時間)

アロマブレンドデザイナー養成講座
火曜コース

62723-908-00  9/ 5 ,  9/19 , 10/ 3
 10/17

受講料  ￥44,000-
教材費別　￥5,280(税込)
各演習時￥100～500程度/全9種

AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

古屋　清美
全4回　10:30～16:30

(休憩1時間)(火曜)

アロマブレンドデザイナー養成講座
金曜コース

62723-909-00  4/14 ,  4/28 ,  5/12
 5/26

受講料  ￥44,000-
教材費別　￥5,280(税込)
各演習時￥100～500程度/全9種

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
AEAJ認定アロマブレンドデザイナー

金嶋　典子
全4回　10:30～16:30

(休憩1時間)(金曜)

アロマブレンドデザイナー養成講座
日曜コース

62723-910-00  5/21 ,  6/25 ,  7/ 9
 7/23

受講料  ￥44,000-
教材費別　￥5,280(税込)
各演習時￥100～500程度/全9種

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
AEAJ認定アロマブレンドデザイナー

金嶋　典子
全4回　10:30～16:30

(休憩1時間)(日曜)

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース/アロマハンドセラピスト養成講座

【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

【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
【受講条件】
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または取得予定の方
【お持ち物】
筆記用具、『AEAJ認定アロマハンドセラピスト公式テキスト』(￥1,760/税込)、大判の
厚手バスタオル2枚(60×120cm程度)、ハンドタオル1枚、AEAJ会員カード 又は 当校アロ
マテラピーアドバイザー養成講座 修了証(申込時・講座初回に確認致します。コピー
可。)
【注意事項】
※ハンドトリートメント実習のため、腕を出しやすい服装で、爪は短く切ってご参加く
ださい。

【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、45種類の香
りを感じながら、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。
【受講条件】
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または取得予定の方(有資格者
でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、当校アロマテラピーアドバイザー養成講座
を受講済みの方も可)
【お持ち物】
筆記用具、『AEAJ認定アロマブレンドデザイナー公式テキスト』(￥2,200/税込)、AEAJ
会員カード 又は ハーバルライフカレッジ アロマテラピーアドバイザー養成講座 修了
証(申込時・講座初回に確認致します。コピー可)
【注意事項】
※各自で作成する、演習時の希釈精油代は別途徴収となります(各演習時 ￥100～￥500
程度／全9種)。
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講座名称・講師
 講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費 講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

アロマテラピーインストラクター
養成講座
火曜集中コース

62723-911-00  5/30 ,  6/13 ,  6/27
 7/ 4 ,  7/18 ,  8/ 8
 8/22 ,  8/29

受講料  ￥153,450-
教材費別　￥11,990(税込)

4/29まで
AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

古屋　清美
全8回　10:30～17:30

(休憩1時間)(火曜)

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

62723-912-00  5/17 ,  5/24 ,  5/31
 6/ 7 ,  6/14 ,  6/21
 6/28 ,  7/ 5 ,  7/12
 7/19 ,  7/26 ,  8/ 2
 8/ 9 ,  8/23 ,  8/30
 9/ 6

受講料  ￥153,450-
教材費別　￥11,990(税込)

4/16まで

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋　典子 全16回　10:30～13:30(水曜)

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

62723-913-00  6/ 4 ,  6/18 ,  7/ 2
 7/16 ,  7/30 ,  8/ 6
 8/20 ,  8/27

受講料  ￥153,450-
教材費別　￥11,990(税込)

5/3まで

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋　典子
全8回　10:30～17:30

(休憩1時間)(日曜)

アロマセラピスト養成講座
アドバンス(学科)
木曜集中コース

62723-914-00  4/20 ,  5/11 ,  5/25
 6/ 8 ,  6/22 ,  7/ 6
 7/20 ,  8/ 3
※8/3のみ10：30～15：30
(休憩1時間)

受講料  ￥173,250-
教材費　なし

3/19まで
AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

古屋　清美
全8回　10:30～17:45

(休憩1時間15分)(木曜)

アロマセラピスト養成講座
実技
木曜集中コース

62723-915-00  5/18 ,  6/ 1 ,  6/15
 6/29 ,  7/13 ,  7/27
 8/24 ,  8/31 ,  9/ 7
 9/14 ,  9/21 , 10/ 5
10/12
※10/12のみ13：30～18：00

受講料  ￥288,200-
教材費別 初回一括￥22,660(税込)

AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

古屋　清美
全13回　10:30～17:00

(休憩1時間30分)(木曜)

【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

【講座内容】
一般の人々が家庭や地域社会で安全で、正しく豊かなアロマテラピーを実践できるよう
に、必要な知識や方法を専門家として指導できる能力を修得します。アロマスクールや
カルチャー教室の講師、ボランティアやイベントでのアロマワークショップなどを実施
したい方に、より専門的な知識を身に付けることが出来ます。Herbal Life Collegeオリ
ジナルレシピ付き。
【受講条件】
AEAJアロマテラピーアドバイザー有資格者、アドバイザーコース受講中、受講期間中に
アロマテラピー検定を受検予定の方、または修了者※アドバイザー資格をお持ちでない
方は、履修証明書の発行並びに受験が出来ませんのでご注意ください。
【お持ち物】
筆記用具、「ぜんぶわかる人体解剖図」(￥2,090/税込・成美堂出版)、『アロマテラ
ピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキスト(共通カリキュラム編)』
(￥2,750/税込)、『アロマテラピーインストラクター公式テキスト(独自カリキュラム
編)』(￥2,200/税込)、『アロマテラピー検定 公式テキスト』(￥2,640/税込)をご用意
下さい。(各スクールで購入可)※AEAJ公式テキストは2020年改訂版をご用意ください。
＜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
【注意事項】
※全8回コースは初回：フェイスタオル・ビニール袋 1枚をお持ち下さい。
※早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。7コマ目の足浴体験及びフットトリー
トメント実習時は、脚を出しやすい服装にてご参加下さい。また、爪は短く切ってご参
加されることをお勧めします。

【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

【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。
【受講条件】
※女性限定
※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)』(\3,850/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
【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物あり(詳細は講座内でお伝えします)

【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
【受講条件】
AEAJアロマテラピーインストラクター有資格者、
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」(￥2,090/税込・成美堂出版)を事前に各自でご
用意頂きます。
2020年改訂版『アロマセラピスト公式テキスト(独自カリキュラム編)』(￥3,850/税込)
をご用意下さい。
各スクールでもご購入可能です。
※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。
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講座名称・講師
 講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費 講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

アロマテラピー検定直前対策講座
（1級・2級）

62723-916-00  4/11(火)10:30～13:30

受講料  ￥5,940-
教材費　なし

AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

石川　佳子 全1回

アロマテラピー検定直前対策講座
（1級・2級）

62723-917-00  4/12(水)10:30～13:30

受講料  ￥5,940-
教材費　なし

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋　典子 全1回

アロマテラピー検定直前対策講座
（1級・2級）

62723-918-00  4/16(日)10:30～13:30

受講料  ￥5,940-
教材費　なし

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋　典子 全1回

アロマテラピー検定直前対策講座
（1級・2級）

62723-919-00  4/15(土)10:30～13:30

受講料  ￥5,940-
教材費　なし

AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

古屋　清美 全1回

インストラクター試験直前対策講座

62723-920-01
(HLC受講生)

 9/10(日)10:30～16:00

受講料  ￥11,000-
教材費　なし

全1回  (休憩1時間)
62723-920-02

(一般)
 9/10(日)10:30～16:00

受講料  ￥16,500-
教材費　なし

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋　典子 全1回  (休憩1時間)

インストラクター試験直前対策講座

62723-921-01
(HLC受講生)

 9/13(水)10:30～16:00

受講料  ￥11,000-
教材費　なし

全1回  (休憩1時間)
62723-921-02

(一般)
 9/13(水)10:30～16:00

受講料  ￥16,500-
教材費　なし

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋　典子 全1回  (休憩1時間)

インストラクター試験直前対策講座

62723-922-01
(HLC受講生)

 9/12(火)10:30～16:00

受講料  ￥11,000-
教材費　なし

全1回  (休憩1時間)
62723-922-02

(一般)
 9/12(火)10:30～16:00

受講料  ￥16,500-
教材費　なし

AEAJ認定アロマセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

古屋　清美 全1回  (休憩1時間)

アロマセラピスト学科試験直前対策講座

62723-923-01
(HLC受講生)

 4/13(木)10:30～13:30

受講料  ￥11,000-
教材費　なし

全1回
62723-923-02

(一般)
 4/13(木)10:30～13:30

受講料  ￥16,500-
教材費　なし

AEAJ認定アロマセラピスト

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
古屋　清美 全1回

【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

【講座内容】
アロマテラピー検定の合格を目指し、試験範囲の総復習をします。
この機会に疑問や苦手箇所を洗い出し、試験当日に向けて自信を付けましょう！
【お持ち物】
筆記用具、2020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。
【注意事項】
1級の試験には、2級の内容が含まれます。

【講座内容】
出題範囲が広範なアロマテラピーインストラクター試験に向け、
模擬試験形式で総復習しましょう。試験対策のポイントにしぼって学習します。
【お持ち物】
筆記用具、「ぜんぶわかる人体解剖図」
2020年改訂版『アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキスト（共
通カリキュラム編）』
2020年改訂版『アロマテラピーインストラクター公式テキスト（独自カリキュラム
編）』
【注意事項】
※当校の受講生以外で、テキストをお持ちでない場合は、ご自身が勉強で使用されてい
るテキストを必ずご持参ください。当校のアロマテラピーインストラクター養成講座の
受講生は、受講料が優待価格（￥16,500のところ￥11,000/税込）となります。

【講座内容】
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。
【お持ち物】
筆記用具、「ぜんぶわかる人体解剖図」2020年改訂版『アロマセラピスト公式テキスト
(独自カリキュラム編)』をご用意下さい。(各スクールで購入可)
【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(\16,500のところ\11,000/税込)となります。
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講座名称・講師
 講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費 講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

メディカルハーブ資格対応コース講座説明会

62723-924-01
62723-924-02
62723-924-03
62723-924-04
62723-924-05
62723-924-06

 4/17(月)14:00～15:00
 4/28(金)14:00～15:00
 5/15(月)11:00～12:00
 6/11(日)14:00～15:00
 8/29(火)11:00～12:00
 9/16(土)14:00～15:00

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、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。
【お持ち物】
筆記用具
【注意事項】
予約制（事前に必ずご予約下さい）予告なく中止、日程が変更される場合もありますが
ご了承下さい。

生活の木HerbalLifeCollege

スタッフ 全1回

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

62723-925-00  4/ 3 ,  5/ 1

受講料  ￥19,800-
教材費別
初回一括￥4,900(税込)

3/2まで
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡崎　由美子
全2回　10:30～17:45

(休憩1時間15分)(月曜)
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
金曜午前コース

62723-926-00  6/ 2 ,  6/ 9 ,  6/16
 6/23 ,  6/30 ,  7/ 7

受講料  ￥19,800-
教材費別
初回一括￥4,900(税込)

5/1まで
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
岡崎　由美子 全6回　10:30～12:30(金曜)
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
土曜午後コース

62723-927-00  4/29 ,  5/13 ,  6/ 3
 6/24 ,  7/ 8 ,  7/22

受講料  ￥19,800-
教材費別
初回一括￥4,900(税込)

3/28まで

JAMHA認定ハーバルセラピスト

石川　佳子 全6回　13:30～15:30(土曜)

JAMHA認定ハーバルセラピスト養成講座
月曜午前コース

62723-928-00  5/ 8 ,  5/15 ,  5/22
 5/29 ,  6/ 5 ,  6/12
 6/19 ,  6/26 ,  7/ 3
 7/10 ,  7/24 ,  7/31
 8/ 7 ,  8/21 ,  8/28
 9/ 4 ,  9/11 ,  9/25

受講料  ￥121,000-
教材費別
初回一括　￥10,200(税込)

4/7まで
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡崎　由美子 全18回　10:30～12:30(月曜)

JAMHA認定ハーバルセラピスト養成講座
日・祝日特別集中コース

62723-929-00  5/ 4(木) ,  6/11(日) ,
7/17(月) ,  8/11(金) ,
9/18(月) , 10/ 9(月)

受講料  ￥121,000-
教材費別
初回一括　￥10,200税込)

4/3まで
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡崎　由美子
全6回　10:30～17:45

(休憩1時間15分)(日・祝)

【講座内容】
メディカルハーブの知識を深めながら、アロマテラピー、栄養学、生理学、化学や疾
病、東洋医学等も含む豊富な基礎知識を習得できます。メディカルハーブを活かした
ホームケアを季節や体調、年齢の変化に応じた、ホリスティックなライフスタイルのア
ドバイスを、ハーブショップやアロマ専門店・自然療法サロンなど、様々な場で、提案
できるプロフェッショナルを目指します。実習ではハーバリストが持つべき5つのハーブ
で、メディカルハーブ製剤作りも含むHerbal Life Collegeオリジナルカリキュラムで
す。
(1)歴史と今後の展望
(2)基礎知識 Ⅰ
(3)基礎知識 Ⅱ
(4)アロマテラピーの基礎知識
(5)メディカルハーブと精油の安全性
(6)メディカルハーブ製剤 Ⅰ
(7)メディカルハーブ製剤 Ⅱ
(8)代謝を助ける
(9)ライフスタイルの改善とQOLの向上
(10)生活習慣病の予防に役立つ
(11)外敵から身体を守る
(12)ストレス対策と心身症の予防に役立つ
(13)女性のための
(14)若さを保つ
(15)五感の刺激とメディカルハーブ
(16)キッチンファーマシー(わが家の台所薬局)
(17)ハーバルライフのデザイン
(18)自然治癒力を高めるライフスタイル及び修了式
【受講条件】
メディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルセラピスト資格の取得を目指す方等、
コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受講頂けます。
ハーバルセラピスト養成講座の修了には、全18コマ中13コマ以上の出席が必須となりま
す。
【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。

【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】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】JAMHA資格対応コース/ハーバルセラピスト養成講座

【講座内容】
ハーブティーの美味しい淹れ方やハーブ石けん作り、美しい色合いのハンドバス等、暮
らしに役立つメディカルハーブの活用術を身に付けませんか。楽しい実習と共に、メ
ディカルハーブの効果や仕組みを知り、気が付くと、自然と症状別のメディカルハーブ
の活用法が身に付きます。ローズやラベンダーなどの人気ハーブも使用したHerbal Life
Collegeオリジナルカリキュラムは、メディカルハーブ検定の試験範囲に対応していま
す。
(1)メディカルハーブの世界　　　　　　実習：ハーブティー(シングル・ブレンド)
(2)メディカルハーブの歴史　　　　　　実習：吸入法
(3)メディカルハーブの効果と仕組み　　実習：フェイシャルスチーム＆ハンドバス
(4)ハーブのプロフィール　　　　　　　実習：浸出油作り
(5)メディカルハーブの活用法　　　　　実習：湿布法
(6)症状別メディカルハーブ　　　　　　実習：練り石けん作り
【受講条件】
初めてメディカルハーブを学ぶ方、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参加いただけます。
【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(￥3,080/税込)』を事前に各自ご
用意いただきます。各スクールでもご購入可能です。3コマ目の実習にて、バスタオルを
使用いたします。ご自身でご用意ください。
【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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講座名称・講師
 講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費 講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

JAMHA認定
シニアハーバルセラピスト養成講座
月曜午後コース

62723-930-00  5/ 8 ,  5/15 ,  5/22
 5/29 ,  6/ 5 ,  6/12
 6/19 ,  6/26 ,  7/ 3
 7/10 ,  7/24 ,  7/31
 8/ 7 ,  8/21 ,  8/28
 9/ 4 ,  9/11 ,  9/25

受講料  ￥158,400-
教材費別　初回一括
テキスト代￥4,620(税込)

4/7まで
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡崎　由美子 全18回　15:30～17:30(月曜)

JAMHA認定
シニアハーバルセラピスト養成講座
金曜午後集中コース

62723-931-00  7/ 7 ,  7/14 ,  7/28
 8/ 4 ,  8/18 ,  8/25
 9/ 8 ,  9/15 ,  9/29

受講料  ￥158,400-
教材費別　初回一括
テキスト代￥4,620(税込)

6/6まで
JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡崎　由美子
全9回　13:00～17:15

(休憩15分)(金曜)

JAMHA認定
ハーバルプラクティショナー養成講座
月曜午後コース

62723-932-00  5/ 8 ,  5/15 ,  5/22
 5/29 ,  6/ 5 ,  6/12
 6/19 ,  6/26 ,  7/ 3
 7/10 ,  7/24 ,  7/31
 8/ 7 ,  8/21 ,  8/28
 9/ 4 ,  9/11 ,  9/25

受講料  ￥158,400-
教材費別　初回一括
テキスト代￥1,100(税込)

4/7まで

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

岡崎　由美子 全18回　13:00～15:00(月曜)

JAMHA認定
日本のハーブセラピスト養成講座
金曜午前コース

62723-933-00  7/28 ,  8/ 4 ,  8/18
 8/25 ,  9/ 8 ,  9/15
 9/29

受講料  ￥61,600-
教材費別
テキスト代￥2,750(税込)

6/27まで

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

岡崎　由美子 全7回　10:30～12:30(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

【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

【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

【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
【受講条件】
メディカルハーブの知識を深めたい方、シニアハーバルセラピスト資格の取得を目指す
方等。コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受講いただけます。※試験
受験条件：○ハーバルセラピスト有資格者　○シニアハーバルセラピスト養成講座
（旧：ハーバルプラクティショナー植物療法科）（18単位/36時間）修了者
【お持ち物】
筆記用具、指定書籍『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データ－(2016年改訂
新版)』（東京堂出版・￥3,520/税込）を各自ご用意ください（受付カウンターでもご購
入可能です）。※『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科ﾃｷｽﾄ』は講座初回に
受付カウンターでご購入いただきます。
【注意事項】
早得対象の方は、初回にご案内有り。コース修了には、全18回中13回以上、全9回中7回
以上の出席、論文の提出と発表が必須。

【講座内容】
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
(4) 糖質 (5) 脂質 (6) 芳香族化合物Ⅰ
(7) 芳香族化合物Ⅱ (8) 芳香族化合物Ⅲ (9) テルペノイド・ステロイドⅠ
(10) テルペノイド・ステロイドⅡ (11) テルペノイド・ステロイドⅢ (12) アルカロイ
ドⅠ
(13)アルカロイドⅡ　 (14)アルカロイドⅢ、その他の物質(15)機能性天然物質Ⅰ
(16) 機能性天然物質Ⅱ (17) 機能性天然物質Ⅲ (18) 論文発表、修了式
【受講条件】
メディカルハーブの知識を深めたい方、ハーバルプラクティショナ資格の取得を目指す
方等。コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受講いただけます。※試験
受験条件：○シニアハーバルセラピスト有資格者 ○ハーバルプラクティショナー養成講
座(旧：ハーバルプラクティショナー植物化学科)(18単位/36時間)修了者
【お持ち物】
筆記用具
『メディカルハーブの事典－主要100種の基本データー(2016年改訂新版)(東京堂出版・
￥3,520/税込)』
『薬学生のための天然物化学テキスト(廣川書店・￥4,950/税込)』を各自ご用意くださ
い。
※『メディカルハーブ植物化学科テキスト』は講座初回に受付カウンターで購入可能。
【注意事項】
早得対象の方は、初回にご案内有り。コース修了には、全18回中13回以上の出席、全9回
中7回以上の出席、論文の提出と論文発表が必須。

【講座内容】
日本のハーブを歴史的・科学的に深く学ぶことに加えて、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。
(1)日本のメディカルハーブの歴史
(2)くらしの中のメディカルハーブ
(3)民族のハーブと地域のハーブ
(4)法制度と安全性
(5)日本のメディカルハーブの活用(自然観・四季)
(6)日本のメディカルハーブの活用(不調・トラブル)
(7)民間療法と具体的な日本のメディカルハーブの利用
【受講条件】
日本のハーブの知識を深めたい方、日本のハーブセラピスト資格の取得を目指す方等。
コースの受講条件はございませんので、どなたでもご受講いただけます。
※試験受験条件：○ハーバルセラピスト有資格者○日本のハーブセラピスト養成講座7コ
マ中5コマ以上修了
【お持ち物】
筆記用具
※『日本のハーブセラピストコース・テキスト』は講座初回に受付カウンターで購入可
能(￥2,750(税込))
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講座名称・講師
 講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費 講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

メディカルハーブ検定直前対策講座

62723-934-00  7/21(金)13:30～16:30

受講料  ￥3,960-
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
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡崎　由美子 全1回

メディカルハーブ検定直前対策講座

62723-935-00  8/ 5(土)13:30～16:30

受講料  ￥3,960-
教材費　なし

JAMHA認定ハーバルセラピスト

石川　佳子 全1回

ハーバルセラピスト
試験直前対策講座

62723-936-01
(HLC受講生)

 4/24(月)10:30～16:00

受講料  ￥11,000-
教材費　なし

全1回  (休憩1時間)
62723-936-02

(一般)
 4/24(月)10:30～16:00

受講料  ￥16,500-
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
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
岡崎　由美子 全1回  (休憩1時間)

シニアハーバルセラピスト
試験直前対策講座

62723-937-01
(HLC受講生)

 4/17(月)10:30～16:00

受講料  ￥11,000-
教材費　なし

全1回  (休憩1時間)
62723-937-02

(一般)
 4/17(月)10:30～16:00

受講料  ￥16,500-
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
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡崎　由美子 全1回  (休憩1時間)

ハーバルプラクティショナー
試験直前対策講座

62723-938-01
(HLC受講生)

 4/10(月)10:30～16:00

受講料  ￥11,000-
教材費　なし

全1回  (休憩1時間)
62723-938-02

(一般)
 4/10(月)10:30～16:00

受講料  ￥16,500-
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
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡崎　由美子 全1回  (休憩1時間)

日本のハーブセラピスト
試験直前対策講座

62723-939-01
(HLC受講生)

 4/21(金)13:00～16:00

受講料  ￥11,000-
教材費　なし

全1回
62723-939-02

(一般)
 4/21(金)13:00～16:00

受講料  ￥16,500-
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
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

岡崎　由美子 全1回

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

【講座内容】
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！
【お持ち物】
筆記用具、2020年改訂版『メディカルハーブ検定テキスト』

【講座内容】
出題範囲が広範なハーバルセラピスト試験に向け、模擬試験形式で総復習しましょう。
試験対策のポイントにしぼって学習します。
【お持ち物】
筆記用具、ハーバルセラピストテキスト
【注意事項】
当校のハーバルセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格（￥16,500のところ
￥11,000/税込）となります。

【講座内容】
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。
【お持ち物】
筆記用具、『シニアハーバルセラピストコース・植物療法科テキスト』、2016年改訂新
版『メ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）』
【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（￥16,500の
ところ￥11,000/税込）となります。

【講座内容】
ハーバルプラクティショナー試験の 終仕上げに対策講座を開講いたします。
【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)』
【注意事項】
当校のハーバルプラクティショナー養成講座の受講生は、受講料が優待価格（￥16,500
のところ￥11,000/税込）となります。

【講座内容】
広範な出題範囲を持つ、日本のハーブセラピスト試験の 終仕上げに、
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。
【お持ち物】
筆記用具、日本のハーブセラピストコース・テキスト
【注意事項】
当校の日本のハーブセラピスト養成講座の受講生は、受講料が優待価格（￥16,500のと
ころ￥11,000/税込）となります。
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 講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費 講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

ハンドメイドギルド手作り石けん入門講座
1日体験コース

62723-940-01
62723-940-02
62723-940-03
62723-940-04
62723-940-05

 4/ 7(金)10:30～12:30
 4/26(水)10:30～12:30
 5/27(土)10:30～12:30
 8/10(木)10:30～12:30
 9/27(水)10:30～12:30

受講料  ￥3,300-
教材費別　￥1,430(税込)

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
JAMHA認定ハーバルセラピスト

風間　満美 全1回

生活の木ハンドメイドギルド認定コース
手作り石けん
（基礎科）
土曜午前コース

62723-941-00  4/22 ,  5/20 ,  6/10
 7/15 ,  8/26 ,  9/23

受講料  ￥19,800-
教材費別
初回一括￥6,160（税込）
3回目の精油代　6回目の教材費は
教材費別途徴収いたします。

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
JAMHA認定ハーバルセラピスト

風間　満美 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
手作り石けん
（基礎科）
火曜午後コース

62723-942-00  4/25 ,  5/23 ,  6/20
 7/25 ,  8/15 ,  9/26

受講料  ￥19,800-
教材費別
初回一括￥6,160（税込）
3回目の精油代　6回目の教材費は
教材費別途徴収いたします。

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
JAMHA認定ハーバルセラピスト

風間　満美 全6回　14:00～16:00(火曜)

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）
土曜午後コース

62723-943-00  4/22 ,  5/20 ,  6/10
 7/15 ,  8/26 ,  9/23

受講料  ￥26,400-
教材費別
初回一括￥10,131（税込）
6回目の教材費は教材費別途徴収
いたします。

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
JAMHA認定ハーバルセラピスト

風間　満美 全6回　14:00～16:00(土曜)

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

62723-944-00  4/25 ,  5/23 ,  6/20
 7/25 ,  8/15 ,  9/26

受講料  ￥26,400-
教材費別
初回一括￥10,131（税込）
6回目の教材費は教材費別途徴収
いたします。

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
JAMHA認定ハーバルセラピスト

風間　満美 全6回　10:30～12:30(火曜)

【手作り石けん】生活の木ハンドメイドギルド認定コース/入門講座

【講座内容】
生活の木ハンドメイドギルド認定手作り石けん講座(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、毎回作成する度に完成度がアップする納得の講座です。
※講座終了後5回以上出席された方に、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
(3)油脂各論　　　　　　実習：ベジタブルエキスソープ
(4)石けんのデザイン　　実習：アートソープ
(5)液体石けん  　　　　実習：リキッドソープ
(6)卒業制作
【受講条件】
生活の木ハンドメイドギルド認定「手作り石けん基礎科」卒業生対象
【お持ち物】
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。

【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　基礎科／応用科

【講座内容】
本格的な石けんを作りたい方のための1日体験プログラムです。お肌にやさしい手作り石
けんの良さと作り方をまとめました。ぜひお気軽にご参加ください。
4月7日(金)　　  マルセイユソープ
4月26日(水) 　  ネロリソープ
5月27日(土)　   ラベンダーのファミリーソープ
8月10日(木)　　 アボカドうるおいソープ
9月27日(水)　　 肌美人を目指すマイルドカレンデュラソープ
【お持ち物】
筆記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、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。

【講座内容】
「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。
※講座終了後5回以上出席された方に、基礎科修了書を発行致します。
(1)石けんについて 　　　　実習：オリーブ100％石けん
(2)植物油について 　　　　実習：肌をいたわるしっとりソープ
(3)精油について 　　  　　実習：オリジナルの香りソープ
(4)ハーブの効果と活用 　　実習：カモマイル＆カレンデュラハーブのはちみつソープ
(5)製法の種類       　　　実習：ホットプロセスソープ
(6)卒業制作
【お持ち物】
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。
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講座名称・講師
 講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費 講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

アロマテラピーはじめてみませんか？
ラベンダー・ゼラニウム・オレンジスイート

62723-946-01
62723-946-02
62723-946-03
62723-946-04
62723-946-05
62723-946-06

 4/15(土)13:30～15:00
 5/21(日)11:00～12:30
 6/13(火)13:30～15:00
 7/29(土)13:30～15:00
 8/22(火)11:00～12:30
 9/12(火)11:00～12:30

受講料  ￥3,300-
教材費別　￥1,000

AEAJ認定アロマセラピスト

石川　佳子 全1回

これだけは知っておきたいメディカルハーブ
５大ハーブの活用術～春夏編～

62723-947-01
62723-947-02
62723-947-03
62723-947-04
62723-947-05

 4/21(金)10:30～12:30
 5/19(金)11:00～13:00
 6/23(金)13:30～15:30
 7/21(金)10:30～12:30
 9/22(金)11:00～13:00

受講料  ￥3,850-
教材費別　￥1,500

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

岡崎　由美子 全1回

ホロスコープとアロマ
～惑星の香りと癒しのリーディング～

62723-948-01
62723-948-02
62723-948-03
62723-948-04
62723-948-05
62723-948-06

 4/18(火)11:00～14:00
 5/17(水)11:00～14:00
 6/15(木)11:00～14:00
 6/28(水)11:00～14:00
 8/10(木)11:00～14:00
 9/ 6(水)11:00～14:00

受講料  ￥3,300-
教材費別　￥1,100

AEAJ認定アロマセラピスト

折橋　明美 全1回

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

62723-949-01
62723-949-02
62723-949-03
62723-949-04
62723-949-05

 4/19(水)11:00～13:00
 5/11(木)11:00～13:00
 6/14(水)11:00～13:00
 8/16(水)11:00～13:00
 9/ 1(金)11:00～13:00

受講料  ￥3,300-
教材費別　￥1,100

バッチ財団登録プラクティショナー

折橋　明美 全1回

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

62723-950-01
62723-950-02
62723-950-03
62723-950-04

 4/24(月)11:00～12:30
 6/29(木)13:30～15:00
 8/30(水)14:30～16:00
 9/26(火)13:30～15:00

受講料  ￥3,300-
教材費別　￥1,800

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋　典子 全1回

香りの心理学
～心によりそう精油選び～

62723-951-01
62723-951-02
62723-951-03
62723-951-04

 4/24(月)13:30～15:00
 5/14(日)11:00～12:30
 7/ 8(土)13:30～15:00
 9/26(火)11:00～12:30

受講料  ￥3,300-
教材費別　￥1,800

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋　典子 全1回

精油の香りでラクラクおそうじ！
～暮らしをピカピカにするアロマ活用術～

62723-952-01
62723-952-02
62723-952-03

 5/28(日)11:00～12:30
 6/29(木)11:00～12:30
 9/11(月)13:30～15:00

受講料  ￥3,300-
教材費別　￥1,800

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋　典子 全1回

アロマ・ハーブ講座

【講座内容】
①ペパーミント、②ローズヒップ、③セージ、④ラベンダー、⑤ドクダミの5種について
学びます。
どんな成分が入っていて、それがどのように身体に作用するのか知ることができます。
内用、外用の活用法を学びましょう。
実習：チンキ剤と練り石けんを作ります。
【お持ち物】
筆記用具

【講座内容】
基本のアロマ３種(①ラベンダー②ゼラニウム③オレンジスイート)について学びます。
①香りをブレンドしてみよう！(フローラル・ハーバル・フルーツの香りの特徴を知りま
しょう)
②それぞれの効能を知る。(防虫・免疫・女性の悩みなど…生活の悩みを解決しましょ
う)
③どんな場面で使えるの？(お掃除、お風呂、キッチンでも！暮らしに取り入れましょ
う)
④実習(シアバタークリーム・ローション作り)
【お持ち物】
筆記用具

【講座内容】
天然の素材をもとに植物の恵みの精油を使用し、お掃除グッズをつくります。
精油の 後の一滴まで活用し、環境を守る（SDGs：持続可能な開発目標）お掃除をしま
しょう。
＊天然の素材：重曹、クエン酸、セスキ炭酸など
【お持ち物】
筆記用具
【注意事項】
ご妊娠中の方は受講をご遠慮ください。

【講座内容】
精油って何かしら。どのように選んだらいいのかしら。と思われる方のファーストス
テップの講座です。
はじめに簡単な心理テストを行います。
その結果をもとに今の自分の求めている心によりそう精油を選んでいきます。
選んだ精油をお好みでロールオンアロマ（香油）あるいはシアバタークリームを作りま
す。
【お持ち物】
筆記用具
【注意事項】
心理学に特化した内容になります。
ご妊娠中の方は受講をご遠慮ください。

【講座内容】
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）
アロマテラピー初めての方でもぜひご参加ください。
【お持ち物】
筆記用具
【注意事項】
ご妊娠中の方は受講をご遠慮ください

【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。
実際にバッチフラワーもお試し頂き、チベットやネパールで伝わるシンギングボウルを
使って瞑想ヒーリングも。
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。
【お持ち物】
筆記用具

【講座内容】
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で理解し、癒
して頂けます。
【受講条件】
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。
【お持ち物】
筆記用具
【注意事項】
個人リーディングは個別で順番に行いますので、順番によって講座終了時間が異なりま
す。
(待ち時間は自由時間となります。)
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講座名称・講師
 講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費 講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

季節の香りでおもてなし
暮らしを彩るブレンドレッスン

62723-953-01
62723-953-02
62723-953-03
62723-953-04

 5/28(日)13:30～15:00
 6/21(水)14:30～16:00
 7/ 8(土)11:00～12:30
 9/11(月)11:00～12:30

受講料  ￥3,300-
教材費別　￥1,800

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

金嶋　典子 全1回

大自然がくれた神秘の贈り物
フラワー＆ネイチャーエッセンスの
癒しの世界

62723-982-01
62723-982-02
62723-982-03
62723-982-04

 5/20(土)11:00～13:00
 6/24(土)11:00～13:00
 7/15(土)11:00～13:00
 9/30(土)11:00～13:00

受講料  ￥2,750-
教材費別　\1,000

IFECJ認定フラワーエッセンスセラピスト

佐伯　奈々 全1回

お天気とアロマ＆ハーブ
天気の変化・低気圧による不調を乗りきる！

62723-985-01
62723-985-02
62723-985-03
62723-985-04
62723-985-05
62723-985-06

 5/24(水)11:00～12:30
 6/11(日)11:00～12:30
 6/16(金)11:00～12:30
 7/ 2(日)11:00～12:30
 8/19(土)11:00～12:30
 9/14(木)11:00～12:30

受講料  ￥2,750-
教材費別　￥700

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

鈴木　幸 全1回

家族おもいのホームアロマテラピー
Well-Being Aroma Life

62723-990-01
62723-990-02
62723-990-03
62723-990-04
62723-990-05

 4/21(金)13:30～15:30
 5/24(水)13:30～15:30
 6/24(土)14:00～16:00
 7/14(金)13:30～15:30
 9/14(木)14:00～16:00

受講料  ￥3,300-
教材費別　￥1,300

健康管理士

恵野　十未香 全1回

女性のためのアロマテラピー活用術
香りを味方にヘルシーエイジング

62723-988-01
62723-988-02
62723-988-03

5/23(火)10:30～12:30
7/10(月)10:30～12:30
9/29(金)13:30～15:30

受講料　￥3,850-
教材費別　￥1,980-

AEAJ認定アロマセラピスト

古屋　清美 全1回

大人のアロマテラピー入門講座
～精油とハーブの基本的使い方ガイド～

62723-955-01
62723-955-02
62723-955-03
62723-955-04

 5/31(水)11:00～12:30
 6/17(土)11:00～12:30
 7/19(水)11:00～12:30
 9/15(金)11:00～12:30

受講料  ￥2,750-
教材費別　￥1,000

AEAJ認定アロマブレンドデザイナー

宮澤　景子 全1回

【講座内容】
香りのブレンディングを愉しむレッスン。
ブレンドのコツを識ることで、もっとお気に入りの私だけの香りを叶えましょう。
季節に合わせたオリジナルの香りでおもてなししましょう。
（AEAJアロマブレンドデザイナー資格をお持ちの方のブラッシュアップにもおすすめで
す。）
【お持ち物】
筆記用具
【注意事項】
ご妊娠中の方は受講をご遠慮ください。

【講座内容】
女性特有のお悩みに、自然療法としてアロマテラピーを活用しましょう。
①アロマテラピーとは?　<香りと脳の関係性>
②女性ホルモンはどんな働きをするの?　<女性ホルモン＆ホリスティックヘルスとは？>
③おすすめな精油と症状別の選び方を学ぼう！
④実習<ハーバリウム・ロールオンアロマ>２本
【受講条件】
※女性限定
【お持ち物】
筆記用具

【講座内容】
イルカの明るい波動や、水の神秘の波動など、
それぞれのエッセンスがもつ波動を感じてみてください。
こころと体を深い癒しの世界へと導いてくれるでしょう。
講座では実際にエッセンスの癒しの波動を体験していただきます。
エッセンスの基本的な知識や使い方を学び、いま必要としているエッセンスや
大切な方へ 適なエッセンスを選べるようになりましょう。
【お持ち物】
筆記用具
【注意事項】
講座後半では講師とのカウンセリングやご自身のフィーリングから、
エッセンス入りのトリートメントボトルを作成します。
トリートメントボトルはお持ち帰りいただけます。

【講座内容】
おうち時間を楽しむ大人のための香りとハーブの愉しみ方をシェアします。
・アロマテラピーとハーブの基本
 <香りとハーブの種類や使い方などをご紹介>
・大人なおうち時間の過ごし方
<ハーブティーの美味しい淹れ方など暮らしに役立てる情報>
・アロマバスソルトを手作りする
 <精油の安全な扱い方や保管方法、各種アロマクラフトをご紹介>
・手浴で癒される
<実習のバスソルトを使ってデトックス！香りとフラワー手浴を愉しみましょう>
・アロマスプレー作り
<精油ブレンドのコツを学びオリジナル精油でスプレーを作ります>
・アフターハーブティー付 ※その他、季節に応じておすすめのアロマやハーブのお話を
お伝えします。
【お持ち物】
フェイスタオル1枚

【講座内容】
ご家族のためのホームアロマテラピー。アロマで暮らしを楽しく快適にしましょう。
①お勉強やお仕事、がんばりたい時のアロマテラピー
②安眠や緊張をほぐすための、ほっとあんしんアロマテラピー
③香りのトレーニングで脳のエイジングケア！
④更年期を理解する！おうち時間でうつうつイライラ、自分とパートナーのメンタルケ
ア
⑤精油をブレンドしてアロマスプレー作り
【お持ち物】
筆記用具、ポケットティッシュ

【講座内容】
天気や気圧の変化に左右されず、アロマテラピーとハーブで心身を健康に保ち、
快適な日々を送るヒントをお教えします。
お好みの香りを選び、アロマリードディフューザーを作ります。
お気に入りの香りとハーブで心と身体を満たし、ご機嫌に過ごしましょう。
【お持ち物】
筆記用具、クラフトお持ち帰り用袋
【注意事項】
クラフトを作製しますので、受講時は作業しやすい服装でご参加下さい。
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講座名称・講師
 講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費 講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

フレッシュハーブ蒸留体験講座
水蒸気蒸留法で
ハーブウォーターを抽出しよう

62723-956-01
62723-956-02
62723-956-03

 5/31(水)14:00～15:30
 6/17(土)14:00～15:30
 9/15(金)14:00～15:30

受講料  ￥3,300-
教材費別　￥1,200

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

宮澤　景子 全1回

女性の不調に寄り添うブレンドオイル活用法
女性ホルモンの仕組みを知り、
自分をいたわる

62723-957-01
62723-957-02
62723-957-03

 4/22(土)13:30～15:00
 7/ 2(日)11:00～12:30
 9/ 3(日)11:00～12:30

受講料  ￥3,300-
教材費別　￥1,000

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

八嶋　ゆり恵 全1回

アーユルヴェーダでハーブカウンセリング
あなたのパーソナルハーブティーがわかる

62723-994-01
62723-994-02
62723-994-03
62723-994-04

 5/29(月)10:30～12:30
 6/18(日)10:30～12:30
 7/20(木)10:30～12:30
 9/ 9(土)10:30～12:30

受講料  ￥3,267-
教材費別　￥800

JAMHA認定ハーバルセラピスト

山田　留美子 全1回

Handmade アロマテラピー
ボタニカルなスキンケア
ハンドクリーム作り

62723-996-01
62723-996-02
62723-996-03
62723-996-04
62723-996-05

 5/13(土)11:00～13:00
 6/ 1(木)11:00～13:00
 7/ 1(土)11:00～13:00
 9/ 4(月)11:00～13:00
 9/27(水)11:00～13:00

受講料  ￥2,750-
教材費別　￥1,500

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

くまざわ　聡子 全1回

私の好きな石けん時間
やさしいナチュラルソープレッスン

62723-958-01
62723-958-02
62723-958-03
62723-958-04
62723-958-05

 4/ 7(金)14:00～16:00
 4/26(水)14:00～16:00
 5/27(土)14:00～16:00
 8/10(木)14:00～16:00
 9/27(水)14:00～16:00

受講料  ￥2,750-
教材費別　￥1,320

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

風間　満美 全1回

よくばり！たった２時間で たっぷり５品！
～癒しの空間をつくるアロマ
＆ハーブ手しごと講座～

62723-954-01
62723-954-02
62723-954-03
62723-954-04

 5/22(月)11:00～13:00
 6/ 4(日)11:00～13:00
 7/19(水)14:00～16:00
 9/19(火)11:00～13:00

受講料  ￥3,300-
教材費別　￥2,800

AEAJ認定アロマブレンドデザイナー

宮澤　景子 全1回

手作り石けん・化粧品講座

【講座内容】
おうちを癒しの空間にするアロマ＆ハーブクラフト５品を作ります。
・フレグランスエッセンシャルオイル
<お好みの精油を選んでオリジナルブレンド>
・リードディフューザー
<電気や火を使わないスティックタイプの芳香浴。自分でブレンドした精油で作ります>
・アロマバスボム
<重曹とクエン酸で作るナチュラル発泡入浴剤>
・ボタニカルワックスサシェ
　<置いておくだけで自然に香るキャンドル。小さなドライフラワーで装飾>
・ハンガリアンウォーター（アロマ化粧水）
<別名「若返りの水」を手作りします>
【お持ち物】
出来上がり品お持ち帰り用袋、エプロン
【注意事項】
高温作業があります。火傷等にご注意ください。

【講座内容】
4月7日(金)　　マヌカハニージンジャーソープ
4月26日(水)   クレイでカラーリング！キュキュッとカラフルソープ
5月27日(土)　 植物で美を！はと麦&ハーブの石けん
8月10日(木)　 セサミオイルのふんわりかる泡石けん
9月27日(水)　 マヌカハニージンジャーソープ
【お持ち物】
筆記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、メガネ（またはゴーグル）
【注意事項】
コールドプロセス法で作る手作り石けん講座です。
手作り石けんが初めての方は、
「ハンドメイドギルド手作り石けん入門講座」のご参加をおすすめいたします。

【講座内容】
女性ホルモンや自律神経の仕組みについて、アロマテラピー的観点から探ります。
仕組みを知り、自分がどういう状況にあるかを理解することで不安や不調が和らぎま
す。
実習では色々な使い方に応用できる女性向けブレンドオイルを作り、セルフトリートメ
ント（ハンド）を行います。
【受講条件】
※女性限定
【お持ち物】
特になし

【講座内容】
自家蒸留器を使って、フレッシュハーブから芳香蒸留水を抽出します。
5月31日：ドクダミ
6月17日：月桃
9月15日：ローズマリー
また抽出した蒸留水でルームスプレーづくりも楽しみましょう！
【お持ち物】
筆記用具
【注意事項】
植物の生育状態によっては、ドライハーブとミックスする場合があります。
1時間程度で約400mlの水から200mlの蒸留水を採ります。
精油の抽出方法（水蒸気蒸留）の一つですので、わずかですが精油が抽出される場合も
あります。

【講座内容】
保湿力の高いシアバター、肌の再生を促す作用も期待できるネロリウォーターで作るハ
ンドクリーム。
ゼラニウムやラベンダー精油も混ぜて、心も癒されるボタニカルアイテムになるかもし
れません。
【お持ち物】
手拭き　筆記用具

【講座内容】
アーユルヴェーダの体質診断テストでご自分のタイプを知ります。
ハーブの役割を学び、体質別の健やかな食事や入浴・睡眠の方法、香りを知ります。
大切な人のギフトにもどうぞ。
体質別ハーブブレンド、アロママスクスプレーをお作りいただけます。
【お持ち物】
筆記用具
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講座名称・講師
 講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費 講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

すきま時間でできる香りと癒しのセルフケア
首・肩をスッキリ整えるハンド＆フットケア

62723-959-01
62723-959-02
62723-959-03
62723-959-04
62723-959-05
62723-959-06
62723-959-07
62723-959-08

 4/17(月)11:00～13:00
 5/19(金)11:00～13:00
 5/19(金)14:00～16:00
 6/ 9(金)13:30～15:30
 6/30(金)13:30～15:30
 7/21(金)10:30～12:30
 7/21(金)13:30～15:30
 8/28(月)11:00～13:00

受講料  ￥4,400-
教材費別　￥1,000

AEAJ認定アロマセラピスト

田浦　裕子 全1回

すぐわかる！
基本のアロマハンドトリートメント(初級)
基本のアロマと手技を身につけよう！

62723-960-01
62723-960-02
62723-960-03
62723-960-04
62723-960-05
62723-960-06

 4/10(月)11:00～12:00
 5/10(水)11:30～12:30
 6/22(木)11:00～12:00
 7/18(火)11:00～12:00
 8/ 1(火)11:30～12:30
 9/13(水)11:00～12:00

受講料  ￥2,970-
教材費別　￥1,000

アロマテラピーサロンSielu代表

戸川　裕理佳 全1回

すぐできる！
基本のアロマハンドトリートメント(中級)
基本のアロマと手技を身につけよう！

62723-961-01
62723-961-02
62723-961-03
62723-961-04

 4/10(月)13:00～14:30
 6/22(木)13:00～14:30
 7/18(火)13:00～14:30
 9/13(水)13:00～14:30

受講料  ￥3,300-
教材費別　￥1,000

アロマテラピーサロンSielu代表

戸川　裕理佳 全1回

足の指から自分の体調を知って整える！
簡単足指セルフトリートメント

62723-962-01
62723-962-02
62723-962-03
62723-962-04

 4/19(水)11:00～12:30
 5/10(水)13:30～15:00
 8/ 1(火)13:30～15:00
 9/28(木)11:00～12:30

受講料  ￥2,750-
教材費別　￥1,500

アロマテラピーサロンSielu代表

戸川　裕理佳 全1回

腸からきれい～アロマ＆メディカルハーブ～
かんたん！腸を健康に保つトリートメント

62723-963-01
62723-963-02
62723-963-03

 5/23(火)13:30～15:30
 7/10(月)13:30～15:30
 9/29(金)10:30～12:30

受講料  ￥3,850-
教材費別　￥1,760

AEAJ認定アロマセラピスト

古屋　清美 全1回

心と身体がほどける
セルフハンドトリートメント
～ゆるふわタッチでほんわかリラックス～

62723-964-01
62723-964-02
62723-964-03
62723-964-04

 4/22(土)11:00～12:30
 5/27(土)11:00～12:30
 7/ 2(日)13:30～15:00
 9/23(土)11:00～12:30

受講料  ￥3,300-
教材費別　￥1,000

Whole tyerapy～サロン・ド・ユリエ～主宰代表

八嶋　ゆり恵 全1回

トリートメント・マッサージ講座

【講座内容】
未経験者でも受講後すぐに実践できるセルフアロマトリートメントの基本手技と
簡単なエクササイズを学びます。
後半の施術実習では、
フットケア：5/19(午前)、6/9、6/30、7/21(午前)
ハンドケア：4/17、5/19（午後）、7/21(午後)、8/28
【お持ち物】
筆記用具、バスタオル（１枚）、フェイスタオル（1～2枚）、エプロン
スリッパ（フットケアの場合のみ）
【注意事項】
5/19(午前)、6/9、6/30、7/21(午前)の実習では自分の足裏への施術を行いますので、ス
トッキングやタイツではなく、その場で着脱しやすいソックス（靴下）でご参加くださ
い。

【講座内容】
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。
トリートメント用のオイルを作っていただき、実習を行います。
自分自身のメンテナンスのために、心と身体と対話しながら行う優しいセルフトリート
メントを体感してください。
【受講条件】
※女性限定
【お持ち物】
特になし

【講座内容】
脳と腸は繋がっています。お腹をトリートメントやプッシュするだけで腸と脳が元気に
なります。
①腸の主な働き、腸が招く不調、症状、原因を知ると腸活したくなる！
②セルフケアとして取り入れるハーブやトリートメント法
③実際にトリートメント手技を体験しましょう！（実習は腕で行います）
　 ※トリートメントオイルはお持ち帰り頂きます。
【お持ち物】
筆記用具・フェイスタオル2枚・お手拭き用ぬれタオル1枚
【注意事項】
手先から腕までのトリートメントが出来る服装。
トリートメント実習は腕で行うので肘まで出しやすい服装で、爪は短く切ってご参加く
ださい。
お腹のアプローチは服の上から行います。

【講座内容】
足指の五行を基に自分の体調を知り、整える方法をレクチャーします。
また、五行に対応する精油でボディオイルを作り、足指からの不調のサインを目安に
足指を回したり、刺激したりといった自宅で手軽にできるトリートメント法もお伝えし
ます。
作成したオイルはお持ち帰り頂けます。
【お持ち物】
筆記用具
【注意事項】
足首からつま先をトリートメント・刺激しますので、手足の爪を短く切り、足先を出し
やすい服装・靴でお越し下さい。

【講座内容】
アロマハンドトリートメントを行うための応用知識をお教えします。
前半:講義(アロマハンドトリートメントとは・精油・アロマオイルの紹介・トリートメ
ントの応用)
後半:実技(トリートメントの全体の流れを実演練習)
おわりに:お茶の時間(感想のシェア)
【お持ち物】
筆記用具、ハンドタオル1枚
【注意事項】
爪を短く切り、袖をまくれる服装でお越しください。
ハンドトリートメントの全体の流れや基本的手技は初級で行います。
基礎知識をお持ちの方は、中級からもご参加いただけます。

【講座内容】
アロマハンドトリートメントを行うための基礎知識をお教えします。
前半:講義(アロマハンドトリートメントとは・アロマオイルを作る・施術全体の流れ)
後半:実技(トリートメントの基本の手技を実演練習)
おわり:お茶の時間(感想をシェア)
【お持ち物】
筆記用具、ハンドタオル１枚
【注意事項】
爪を短く切り、袖をまくれる服装でお越しください。
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講座名称・講師
 講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費 講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

ファミリーアロマテラピーレッスン
親子で学ぼう！
かんたんアロマトリートメント

62723-965-01
62723-965-02
62723-965-03
62723-965-04

 4/16(日)11:00～12:30
 6/10(土)14:00～15:30
 8/20(日)11:00～12:30
 9/10(日)11:00～12:30

受講料  ￥3,300-
教材費別　￥500

AEAJ認定アロマセラピスト

石川　佳子 全1回

子どもといっしょに楽しもう！
わくわく！GW＆夏休みのキャンドル作り体験

62723-966-01
62723-966-02
62723-966-03
62723-966-04

 5/ 5(金)11:00～12:00
 5/ 5(金)13:00～14:00
 8/14(月)11:00～12:00
 8/14(月)13:00～14:00

受講料  ￥2,200-
教材費別　￥1,500

キャンドルアーティスト

岡崎　由美子 全1回

親子でハッピーアロマテラピー
地球にも優しい！ハーブ石けん作り

62723-967-01
62723-967-02
62723-967-03
62723-967-04
62723-967-05
62723-967-06

 7/27(木)11:00～12:30
 7/27(木)13:30～15:00
 8/ 7(月)11:00～12:30
 8/ 7(月)13:30～15:00
 8/13(日)11:00～12:30
 8/13(日)13:30～15:00

受講料  ￥2,200-
教材費別　￥1,400

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

くまざわ　聡子 全1回

キッズSDGs！
和綿（日本の綿）を育ててみよう
～楽しくエシカルな暮らしを考える～

62723-968-01
62723-968-02

 5/ 4(木)11:00～12:00
 5/ 4(木)13:00～14:00

受講料  ￥1,980-
教材費別　￥800

有機・無農薬栽培アドバイザー

黒田　かな子 全1回

夏休み企画★ハーブで色水実験！
ハーブエキスで宝石せっけんに
色をつけてみよう！

62723-969-01
62723-969-02
62723-969-03
62723-969-04
62723-969-05
62723-969-06

 7/28(金)11:00～12:30
 7/28(金)13:30～15:00
 8/ 2(水)11:00～12:30
 8/ 2(水)13:30～15:00
 8/17(木)11:00～12:30
 8/17(木)13:30～15:00

受講料  ￥2,200-
教材費別　￥1,700

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

黒田　かな子 全1回

森からのおくりもの
木の実とスパイスのある暮らし
お香でつくれる　ぐるぐる渦巻き蚊遣り香

62723-970-01
62723-970-02

 7/23(日)11:00～13:00
 8/ 4(金)11:00～13:00

受講料  ￥2,200-
教材費別　￥2,500

AEAJ認定アロマブレンドデザイナー

塩谷　寿子 全1回

マタニティ・ベビー・キッズ講座

【講座内容】
白檀、龍脳、丁子など４～５種のお香の香りをひとつひとつ確認しながら
「渦巻き型の蚊遣り香」をつくります。
お香って何？どこからきたの？日本の香りってどんな香り？など、お香についてレク
チャーいたします。
「お香まとめシート」への記述形式です。
夏休みの自由研究にいかがでしょうか。
【受講条件】
低学年～高学年
【お持ち物】
エプロン、ハンドタオル、お持ち帰り用袋

【講座内容】
バタフライピーやカレンデュラなど数種類のハーブを使って色素をお湯で抽出して、素
材ごとにMPソープに色付けして色の変化をみます。実験をしながら、色が変わる理由を
探っていきます。
石鹸を色の層にしたり、マーブル模様にしたり、楽しく作りましょう！
一組2個の宝石せっけんを作ります。
※植物色素で色付けするため、出来上がったせっけんは次第に退色することをご承知お
きください。
【受講条件】
小学中学年以上のお子さまからご参加できます。
中学生以上は保護者様の同伴なしでご参加頂けます。
受講料、教材費は親子一組分です。お子さまが2名以上の場合、教材費×人数分になりま
す。
【お持ち物】
エプロン、手拭きタオル、筆記用具、カッター

【講座内容】
講座では和綿（大島綿）のコットンボールから種を取り、ポットに種を播きます。
種まきから収穫までの育て方のコツや、人と環境にやさしい育て方をご紹介します。
収穫した和綿は化粧用のコットンやリースの材料としても使えます。
コットンボール、種まきしたポットはお持ち帰りいただきます。
夏休みの自由研究にもご活用いただけます。
【受講条件】
小学低学年以上のお子さまからご参加できます。
中学生以上は保護者様の同伴なしでご参加頂けます。
受講料、教材費は親子一組分です。お子さまが2名以上の場合、教材費×人数分になりま
す。
【お持ち物】
エプロン、園芸用手袋(軍手も可)、筆記用具、手拭きタオル、お持ち帰り袋
【注意事項】
種まき体験をしますので、受講中は作業をしやすい服装でご参加ください。

【講座内容】
パーム由来の石けん素地をローズマリーなどのハーブ抽出液でこね上げて、ラベンダー
精油で香り付け。
手洗いや入浴にも使いやすい形に成形しましょう。
SDGsをちょっと意識して（ゴールNo.12,14)、地球にも自分にも優しいクラフト講座で
す。
【受講条件】
低学年～高学年
【お持ち物】
手拭き　筆記用具
【注意事項】
お子様と親御様お一人ずつでご参加いただく講座です。
（お子様が複数人の場合は材料費のみ追加になります。スタッフにご確認ください）

【講座内容】
GWと夏休みのステキな思い出づくりに、子どもといっしょにキャンドル作りを楽しみま
しょう！
11:00～12:00
ぷるぷるジェルボールをグラスに入れて！不思議な手ざわりのジェルキャンドル
13:00～14:00
なにが生まれるかな？コロンと可愛いたまごのかたちのキャンドル
【受講条件】
低学年～高学年
【お持ち物】
お持ち帰り用の袋
【注意事項】
保護者1名につきお子さまは、2名までとなります。キャンドル２セットの場合は、材料
費は2倍です。
親子・お孫さまとの参加、大人1名さまでの参加も大丈夫です。
お子さまとご参加の場合は、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。

【講座内容】
アロマテラピーを楽しく正しく学べる親子向けのレッスンです。
ご紹介した精油をもとに、お好きな香りでトリートメントオイルを作り、
実際にハンドトリートメントもご体験、実践的な手技も学べます。
癒されながらも学べる！アロマテラピーの愉しみを親子でぜひご体験ください！
【受講条件】
※女性限定
【お持ち物】
フェイスタオル２枚
【注意事項】
親子でもお母さまだけでも参加可能です。(親子参加でも受講料はおひとり分です)
お子様が2名以上の場合、教材費×人数分になります。
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講座名称・講師
 講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費 講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

親子フラワーアレンジメント
～親子で楽しむ季節のアレンジ作り～

62723-971-01
62723-971-02
62723-971-03
62723-971-04

 4/29(土)14:00～15:30
 5/ 6(土)14:00～15:30
 8/ 4(金)14:00～15:30
 8/12(土)14:00～15:30

受講料  ￥2,970-
教材費別　￥1,500

ヒビヤフラワーアカデミー認定ブーケデザイナー

萩原　幸子 全1回

親子でアロマを楽しもう！
簡単かわいい
アロマリードディフューザー作り

62723-972-01
62723-972-02

 8/11(金)11:00～12:30
 8/11(金)13:30～15:00

受講料  ￥2,200-
教材費別　￥700

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

八嶋　ゆり恵 全1回

暮らしのなかの子どもサスティナブル
みつろうラップで親子で始める「SDGｓ」

62723-973-01
62723-973-02

 7/30(日)10:30～12:30
 8/ 8(火)10:30～12:30

受講料  ￥2,970-
教材費別　￥800

JAMHA認定ハーバルセラピスト

山田　留美子 全1回

介護に役立つハンドトリートメント　基礎編
～ラベンダー＆ローズマリーで
アクティブエイジケア～

62723-974-01
62723-974-02
62723-974-03
62723-974-04
62723-974-05
62723-974-06

 4/15(土)11:00～12:30
 5/21(日)13:30～15:00
 6/13(火)11:00～12:30
 7/29(土)11:00～12:30
 8/22(火)13:30～15:00
 9/12(火)13:30～15:00

受講料  ￥3,300-
教材費別　￥500

AEAJ認定アロマセラピスト

石川　佳子 全1回
介護に役立つ
ハンド＆フットトリートメント
 応用編 　(4月期)

62723-975-00  4/23 ,  5/14

受講料  ￥6,600-
教材費別　初回一括￥1,000

AEAJ認定アロマセラピスト

石川　佳子 全2回　10:30～12:30(日曜)
介護に役立つ
ハンド＆フットトリートメント
 応用編 　(9月期)

62723-976-00  9/ 2 ,  9/30

受講料  ￥6,600-
教材費別　初回一括￥1,000

AEAJ認定アロマセラピスト

石川　佳子 全2回　10:30～12:30(土曜)

介護・人のために役立つ講座

【講座内容】
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
ディフューザーを作ります。
夏休みの思い出作りにお子さんと一緒に参加してみませんか？
かわいい装飾とほんのり香るディフューザーが、日々に彩りをもたらしてくれること間
違いなしです。
【お持ち物】
特になし
【注意事項】
小学生以上のお子さまからがおすすめです。（小学生以下の場合は応相談）
受講料、教材費は親子一組分です。
お子さまが2名以上の場合、または作品を複数作成の場合は、教材費×人数分、作品数頂
戴いたします。

【講座内容】
プリザーブドやアート・ソラフラワー等を使い、ナチュラルなフラワーアレンジメント
を作りましょう。
4月29日、5月6日　 母の日に贈るフラワーケーキ（プリザーブド・ソラフラワー）
8月4日、8月12日 　貝殻とお花で作るフォトフレーム（アートフラワー・貝殻）
【受講条件】
低学年～高学年
【お持ち物】
花ばさみ、筆記用具
【注意事項】
お子さまが2名以上の場合、教材費×人数分となります。
花材は、変更になる場合があります。

【講座内容】
「SDGｓ（持続可能な開発目標）」を楽しくできることからやってみよう！
絵本の読み聞かせや、子ども新聞でゴミ箱を折ったり。
ペンシルで好きな絵や文字を布に描いて、私だけのみつろうラップを作りましょう。
冷蔵庫のなかで見るたびに笑顔になれそう。
親子で楽しみながらサスティナブルな暮らしの第一歩へ。
【受講条件】
小学低学年以上のお子さまからご参加できます。
中学生以上は保護者様の同伴なしでご参加頂けます。
受講料、教材費は親子一組分です。お子さまが2名以上の場合、教材費×人数分になりま
す。
【お持ち物】
筆記用具
【注意事項】
みつろうを溶かすためにアイロンを使用しますので、熱源にご注意ください。

【講座内容】
トリートメント基礎編を深めて、精油の効能や手足の反射区を学び、
どうしたら精油を体の各部位に大切に届けられるかを考えていきます。
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で、精油を使った手浴
足浴で肌を温めてから行います。
いつでもできるようセルフトリートメントの方法も学びます。
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。
【受講条件】
※女性限定
【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）

【講座内容】
トリートメント基礎編を深めて、精油の効能や手足の反射区を学び、
どうしたら精油を体の各部位に大切に届けられるかを考えていきます。
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で、精油を使った手浴
足浴で肌を温めてから行います。
いつでもできるようセルフトリートメントの方法も学びます。
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。
【受講条件】
※女性限定
【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）

【講座内容】
人気の高いラベンダー、オレンジスイート、ローズマリーなどを使い、アクティブエイ
ジングケア。
精油の効能や手の反射区を学び、体の各部位に届くようアプローチしていきます。
いつでもできるようセルフトリートメントの方法も学びます。
アロマハンドセラピストを目指している方にもおすすめの講座です。
【受講条件】
※女性限定
【お持ち物】
フェイスタオル１枚、筆記用具
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講座名称・講師
 講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費 講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

癒しのキャンドル作り
作って灯して素敵な時間を過ごしましょう

62723-977-01
62723-977-02
62723-977-03
62723-977-04

 4/14(金)11:00～13:00
 5/ 5(金)15:00～17:00
 6/16(金)13:30～15:30
 8/14(月)15:00～17:00

受講料  ￥4,400-
教材費別　￥1,500

キャンドルアーティスト

岡崎　由美子 全1回

香炉で楽しむ狭山茶
～日本茶のもうひとつの楽しみかた～

62723-978-01
62723-978-02
62723-978-03
62723-978-04
62723-978-05

 4/26(水)11:00～13:00
 5/25(木)11:00～13:00
 6/ 7(水)11:00～13:00
 7/ 3(月)11:00～13:00
 9/ 8(金)11:00～13:00

受講料  ￥3,630-
教材費別　￥1,000

日本茶アドバイザー

小田　博美 全1回

とことんミント！
植えて！育てて！使ってみよう！

62723-979-01
62723-979-02
62723-979-03

 4/25(火)11:00～12:30
 4/27(木)11:00～12:30
 4/28(金)11:00～12:30

受講料  ￥2,750-
教材費別　￥1,500

有機・無農薬栽培アドバイザー

黒田　かな子 全1回

無農薬で育てる！ハーブの寄せ植え入門
花も葉も育てて使って楽しもう！

62723-980-01
62723-980-02
62723-980-03

 5/ 8(月)11:00～12:30
 5/12(金)11:00～12:30
 5/16(火)11:00～12:30

受講料  ￥2,750-
教材費別　￥2,500

有機・無農薬栽培アドバイザー

黒田　かな子 全1回

五感で楽しむメディカルハーブ
フレッシュハーブのある暮らし、
始めてみませんか

62723-981-01
62723-981-02
62723-981-03
62723-981-04
62723-981-05

 5/26(金)11:00～12:30
 6/ 8(木)11:00～12:30
 7/ 7(金)11:00～12:30
 9/ 5(火)11:00～12:30
 9/ 7(木)11:00～12:30

受講料  ￥3,300-
教材費別　￥2,200

有機・無農薬栽培アドバイザー

黒田　かな子 全1回

木の実でオリジナルインテリア作り
スパイス香るキッチンスワッグ

62723-984-01
62723-984-02

 9/20(水)11:00～13:00
 9/25(月)11:00～13:00

受講料  ￥3,300-
教材費別　￥3,000

木の実デコール認定講師

鈴木　あゆみ 全1回

季節のフラワーアレンジメント
～春夏を彩る
フラワーリース＆スワッグ作り～

62723-986-01
62723-986-02
62723-986-03

 7/ 1(土)14:00～16:00
 9/ 2(土)14:00～16:00
 9/30(土)14:00～16:00

受講料  ￥2,970-
教材費別　￥2,500

ヒビヤフラワーアカデミー認定ブーケデザイナー

萩原　幸子 全1回

【講座内容】
季節に合わせた花材を使い、夏から秋に楽しめるフラワーアレンジメントを作ります。
夏の暑さに強いお花や香りのよいハーブを使います。
7月1日   ハーブが香るサマースワッグ（生花・ハーブ）
9月2日　 重陽の節句を楽しむアレンジ（生花）
9月30日　お月見を楽しむ秋のアレンジ（生花）
【お持ち物】
花ばさみ、筆記用具
【注意事項】
花材は、変更になる場合があります。

【講座内容】
東京都西多摩と埼玉県西部で生産される狭山茶。
味は狭山でとどめさすと唄われていますが、今回は香りに焦点を当て、ふくみどり、
おくはるかなど香りに特徴のある数種類を茶香炉で焚きます。
特徴や香り成分を学びながら実習では煎茶でチンキ剤をつくります。お持ち帰り用３ｇ
×4種
【お持ち物】
筆記具

【講座内容】
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つだけのオリジナルキャンドルをつくりませんか。
4月、6月は、手こねキャンドル、
5月、8月は、大きな丸い宇宙のようなキャンドルを作ります。
プレゼントにも喜ばれますよ。
【お持ち物】
お持ち帰り用の袋
【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

【講座内容】
ティートリー、センテッドゼラニウム、コモンセージ、ローズマリーの他、
さまざまな季節のフレッシュハーブを見て、触って、香って、ハーブティで味わって楽
しみます。
化学農薬や化学肥料を使わないハーブの育て方も紹介します。
一度に多種類のハーブと触れ合えるまたとない機会です。
【お持ち物】
筆記用具
【注意事項】
ハーブの生育状況によって体験するハーブの内容が異なる場合があることをご了承くだ
さい。

【講座内容】
講座ではポット苗と有機培養土を使って寄せ植えをします。
花や葉をフレッシュやドライで、健康・料理・美容などあらゆる用途で楽しむ方法をご
紹介します。
安心・安全なハーブの栽培方法、害虫対策、翌年も栽培を続けるための種取りから種ま
きまで、育て続けるコツもお伝えします。
【お持ち物】
エプロン、園芸用手袋（軍手も可）、筆記用具、手拭きタオル、お持ち帰り袋
【注意事項】
寄せ植え作業をしますので、受講中は作業をしやすい服装でご参加ください。
寄せ植えした鉢（直径約２１ｃｍ）はお持ち帰りいただきます。

【講座内容】
数種類のフレッシュミントを使って香りの違いやハーブティで味の違いを体験します。
気に入った香りのミントを一つ選び、鉢に植えて育ててみませんか？
料理や暮らしへの活用方法から農薬・化学肥料を使わない栽培方法まで、
とことんミントについて学べる講座です。
【お持ち物】
エプロン、園芸用手袋（軍手も可）、筆記用具、手拭きタオル、お持ち帰り袋（ミント1
鉢：直径約15ｃｍサイズをお持ち帰りいただきます）
【注意事項】
ポット苗を鉢に植え替えますので、受講中は作業をしやすい服装でご参加ください。

シーズナル・ライフスタイル講座

【講座内容】
デコーレーションした木の実や香り豊かなスパイスはキッチンに飾れるように自然素材
ばかり、作る過程でも癒し効果が期待できます。もちろんインテリアとして見ても香り
を楽しんで頂いても、まさに実りの秋にピッタリなスワッグを作りませんか。
【お持ち物】
ラジオペンチ、はさみ、作品お持ち帰り用袋
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講座名称・講師
 講座
コード

日時・受講料（税込）・教材費 講座内容・受講条件・お持ち物・注意事項

初夏から始めるリースタイリング
ドライフラワーで作るリース

62723-987-01
62723-987-02
62723-987-03
62723-987-04

 5/18(木)11:00～13:00
 6/20(火)11:00～13:00
 7/ 4(火)11:00～13:00
 7/13(木)11:00～13:00

受講料  ￥3,300-
教材費別　￥2,800

厚生労働省認定　フラワー装飾技能士1級資格

波間　智子 全1回

魅せるハーブ★ドライフラワークラフト
麗しのピンクローズを愉しむバラのリース

62723-989-01
62723-989-02

 6/12(月)11:00～13:00
 6/12(月)14:30～16:30

受講料  ￥3,300-
教材費別　￥3,000

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

宮澤　景子 全1回

～花とハーブを生活に～生花で季節を楽しむ
フレッシュフラワーアレンジメント

62723-991-01
62723-991-02

 4/11(火)11:00～12:30
 5/ 9(火)11:00～12:30

受講料  ￥2,200-
教材費別　￥2,500

フラワーコーディネーター

山田　ともこ 全1回

～花とハーブを生活に～季節を楽しむ
Crafting with ラベンダー

62723-992-01
62723-992-02
62723-992-03
62723-992-04

 6/27(火)11:00～12:30
 6/27(火)13:30～15:00
 7/ 5(水)11:00～12:30
 7/ 5(水)13:30～15:00

受講料  ￥2,200-
教材費別　￥1,000

フラワーコーディネーター

山田　ともこ 全1回

地球に優しい暮らし方
土に還るサスティナブルなミツロウラップ

62723-993-01
62723-993-02
62723-993-03

 4/20(木)10:30～12:30
 6/ 5(月)10:30～12:30
 9/24(日)10:30～12:30

受講料  ￥2,970-
教材費別　￥800

JAMHA認定ハーバルセラピスト

山田　留美子 全1回

森からのおくりもの
木の実とスパイスのある暮らし
4月：コーヒー豆と木の実のトピアリー
5月：森のシナモンタルト

62723-997-01
62723-997-02

 4/23(日)11:00～13:30
 5/30(火)11:00～13:30

受講料  ￥2,750-
教材費別　￥4,500

木の実デコール認定講師

塩谷　寿子 全1回

森からのおくりもの
木の実とスパイスのある暮らし
6月：グリーンリーフと木の実のガーランド
9月：スパイスと木の実のキッチンスワッグ

62723-998-01
62723-998-02

 6/21(水)11:00～13:30
 9/21(木)11:00～13:30

受講料  ￥2,750-
教材費別　￥4,200

木の実デコール認定講師

塩谷　寿子 全1回

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

62723-995-01
62723-995-02
62723-995-03

 6/ 9(金)13:30～15:30
 7/14(金)10:30～12:30
 9/22(金)14:00～16:00

受講料  ￥4,400-
教材費別　￥2,000

JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー

岡崎　由美子 全1回

【講座内容】
6月：グリーンリーフと木の実のガーランド
木の実やグリーンリーフ、あじさいで爽やかなガーランドに仕上げます。

9月：スパイスと木の実のキッチンスワッグ
スターアニス、シナモン、クローブ、とうがらし、たくさんのスパイスと木の実をあわ
せて、キッチンにぴったりなスワッグに仕上げます。
【お持ち物】
ラジオペンチ、はさみ、木工用ボンド、お持ち帰り用袋

【講座内容】
4月：コーヒー豆と木の実のトピアリー
木の実で球体をつくり樹木に仕立て、コーヒー豆でつくったお花を飾り仕上げます。
コーヒーの香りがたのしめるアレンジメントです。

5月：森のシナモンタルト
ぐるりとシナモンを配置して木の実やスパイスを詰め込み、お菓子のタルトのように仕
上げます。
シナモンの香り漂うアレンジメントです。
【お持ち物】
ラジオペンチ、はさみ、木工用ボンド、お持ち帰り用袋

【講座内容】
分子模型を組み立てることで分子の立体構造が見えてきます。
化学が苦手な方、初心者の方、アロマ・ハーブの試験合格を目指している方にはおすす
めです。
分子模型はお持ち帰り頂けます。
【お持ち物】
筆記用具

【講座内容】
焼き菓子を包んでそのままミツロウラップごとお土産にしたり、
ピクニックにサンドイッチを包んでそのままお皿代わりにすればゴミも出ません。
お弁当のお箸を包んだり、おかずカップにも。
洗って干した姿も愛らしく、キッチンのお気に入りの風景に。
楽しさはエコを続ける秘訣です。
【お持ち物】
筆記用具
【注意事項】
お好きな布地から選んだ18×18cmのサイズのみつろうラップを1枚お作りいただけます。

ブラッシュアップ講座

【講座内容】
生のラベンダーを使用し香りの小物を作ります。この季節ならではの楽しいハーブクラ
フト。
・午前　はじめてのラベンダーバンドルズ
・午後　ラベンダーバンドルズ応用アレンジ編
【受講条件】
バンドルズを作るのがはじめての方や、作りたい方は午前の講座へ。
午後はバンドルズを応用したラベンダークラフトです。両方ご参加もどうぞ。
ラベンダーの香りを一日お楽しみください。
【お持ち物】
アレンジメント用花バサミ、持ち帰り用袋
【注意事項】
花バサミ、作品持ち帰り用袋ご持参ください。
アレンジメント用花バサミ（ホワイト系）:￥1,700(税込)
ご希望の方は事前にご注文下さい。ご用意いたします。

【講座内容】
季節の花を楽しむ講座です。はじめての方も楽しくご参加いただけます。
4/11　「春を楽しむフラワーバスケット」　バスケットに春の草花をアレンジします。
5/9　 「春を楽しむリース型アレンジ」 （置くタイプ）　中にキャンドルや写真立を飾
ることも出来ます。
【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）
【注意事項】
アレンジメント用花バサミ （色おまかせホワイト系）￥1,700(税込)
ご希望の方は事前にご注文を。ご用意いたします。

【講座内容】
ピンク色のバラは乾燥させると元より少し濃い色のドライフラワーになります。
今回は数種類のバラを使って、濃淡の違いを彩りとして愉しみます。
リースベースにグリーンの葉で全体をカバーし、ピンクのバラをあしらいます。
初心者の方でも丁寧に指導いたします。
アフターにローズのハーブティーもご試飲いただけます。
【お持ち物】
エプロン、作品を持ち帰る袋
【注意事項】
グルーガンを使用します。高温になりますので火傷にご注意下さい。
仕入れの状況により、写真と花材が多少変更する場合があります。

【講座内容】
季節のドライフラワーでリースを作りませんか？
5月、6月は紫陽花のドライフラワーにレースのリボン添えたアレンジリースを作成しま
す。
7月は夏らしい、見た目も元気なヒマワリのドライフラワーリースを作成します。
はじめての方でもわかりやすく花材の配置やドライフラワーの扱い方も学べます。
毎月参加もOK！作りながら癒しのひとときをお過ごしくださいませ。
【お持ち物】
持ち帰り袋（マチ30センチ）
【注意事項】
季節のドライフラワーは入荷状況によって、素材の変更がございます。
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①受講申込・休講・開講判断及び中止について
ちのご予約を承ります。

ございます。
（連続講座については初回開講日）１週間前を

めどに決定いたします。中止の場合は、お申込された方へその旨を連絡致します。

休講となる場合がございます。その場合は日程変更、講師代行にて講座を設
定致します。

やむを得ず休講、日程変更、講師代行となる場合がございます。

②受講料のご返金について
長期入院によるやむを得ない事情に該当される場合には、開講前に限り、当
校規定の手数料を引いてご返金致します。※開講日以降の返金は致しません。

※尚、受講料振込や送金にかかった手数料の返金は致しかねますことご了承ください。

⑥お申し込み後の講座・コース変更について
お申込後の講座、コース変更は原則承っておりません。
上記の場合、スクールまでご相談下さい。

③ 授業について

スクール内の設備、備品は大切に扱って下さいますようお願いいたします。

⑦ 休学・復学について
（出産、介護、入院等）は、

お申し出より１年以内であれば、復学することが出来ます。休学・復学をご希望
される場合は必ずスクールへお問合せ下さい。事前の届け出が無い場合は、休学・
復学の対象となりません。その場合欠席扱いとなりますので、ご注意下さい。

事前に必ず休学申請をしたスクールへお知らせ下さい。
復学は原則として同スクール・同コース（曜日・講師）となり、休学申請を受理さ
れた日から１年以内となります。この期間を過ぎた場合は、復学をお受け出来な
い場合がございます。また状況により同スクールで開講されない場合もございます。
スクールから事前にご連絡は致しません。ご自身で日程の管理をお願いいたします。

政治活動などへの勧誘、無許可での物品販売・
宣伝活動、飲食、喫煙、酩酊、口論、暴力行為、携帯電話等他の人や講師の迷惑
になる行為、その他講座の秩序を乱す行為はおやめ下さい。又、講師や他の受
講生に迷惑をかける行為があった場合は、受講をお断りする場合がございます。

（20才未満）のご受講には保護者様による受講申込書への同意が必要です。

○一般講座・資格講座（危険が伴わない実習含む）
：中学生（13 歳）以上～受講可能

　○トリートメント実技講座・苛性ソーダ等（劇物）を使用する講座
　　：高校生（16 歳）以上～受講可能

トやご友人等受講生以外の同伴の受講はできません。

ご本人の不注意による事故、紛失、盗難の責任は負いません。

ついては、明らかに施設側の過失による場合のほかは、責任を負いかねます
のでご了承下さい。

お申し出ください。
状況により、見学となる場合があります。特にお申し出が無い場合は、自己責
任のもとでの受講となり、受講においてのトラブルについて責任は負いかねま
すことをご承知おきください。

する場合、あらかじめ撮影対象の人物または作品の作成者の許諾を得てくだ
さい。なお、肖像権、著作権等、第三者の権利、利益を侵害する行為は一
切禁止します。またこれらの行為によるトラブルについては責任を負いかねま
すのでご了承ください。

（コピー）、第三者に譲渡、貸与もしくは
売却することは著作権法で禁止されています。

スクールや講師からのレジュメ等の配布物については原則、再配布はしておりません。

⑧受講にあたっての注意、禁止事項
ケガ等の発生が無いよう十分注意をお願いします。

のもとで行って下さい（特にアレルギー等お持ちの方はご注意下さい）。

⑨トリートメント実技受講生対象者への確認事項
トリートメント関連の講座（全身・部分・リフレクソロジー・フェイシャル）では
受講生同士で、相モデル（２～３人でペア組み）でトリートメント実習を行います。
トリートメント関連の講座をご受講の場合は下記をご承諾頂いた上、ご受講下
さい。※セルフトリートメント講座を除く
◆受講前の確認事項◆
❶事前に爪は短くお切り下さい。また、マニキュア、ネイルアート、つけ爪（チップ）、
アクセサリーは全てお取り下さい。

❷ フェイシャルトリートメント講座の場合、まつ毛エクステンションが落ちる可能
性がございます。また、アートメイク施術約1週間後までは受講をご遠慮いた
だく場合がございます。アートメイクを行っている場合はスクールへお申し出
下さいますようお願いいたします。

❸ 風邪、発熱、皮膚のトラブルなど心身に不調のある場合、妊娠中、医師の治
療を受けている、医師の指示に基づいて医薬品を使用している場合は、スクー
ルへお申し出下さい。状況により、見学となる場合があります。特にお申し出
が無い場合は、自己責任のもとでの受講となり、受講においてのトラブルに
ついて責任は負いかねますことをご承知おきください。

❹ 特に資格対応コースの受講生は、受講期間中は欠席の無いように自己管理
（体調管理）に留意して下さい。また、やむを得ず欠席の場合は、必ずスクール
までご連絡をお願いします。

◆講座中について◆
❶ トリートメントの技術、行う部位、圧等はその場で講師に直接確認をして下さい。
❷ 授業中に不調を感じた場合は、無理をせず講師にお申し出下さい。
◆講座終了後◆
❶ トリートメントの終了後は、体への負担を配慮しましょう。直後にボディートリート
メントの練習をしたり、他のトリートメントを受けることは控えて下さい。

❷ また、過度の飲酒や長めの入浴、夜更かし等は避け早めに身体をやすめて下さい。

⑩ 個人情報
講師や受講生の連絡先はお教えすることは出来ません。

業務、等に限ってのみ使用されます。各種調査に利用したり、第三者に提供す
ることは、一切ございません（ただし、法的義務のため情報の提示が求められ
た場合は上記の限りではございません）。

致します。個人情報への不正アクセスまたは、紛失、破壊、改ざん、漏洩など
のリスクに対して、技術的に必要な安全対策を継続的に且つ厳重な情報管理・
運営に講ずるよう努めております。

までご連絡下さい。ご本人からのお申し出であることが確認できた場合は、す
みやかに開示、訂正、削除致します。個人情報の取扱いについてご意見及び
お問合せは、カルチャー事業本部までご連絡下さい。

④出席について

欠席の場合は事前に認定校までご連絡をお願いします。

⑤ 資格対応コースの振替について

クールへ提出をお願いします。

　期間内に実施される該当講座にお振替下さい。事前にスクールからご連絡致し
ません。お振替を希望される際は、欠席されたスクールへお問合せ下さい。
　（例： 10/10 の講座 ～ 翌年 10/9まで振替可能となります。）

同一コースへの振替は4コマまでとなります。5コマ以上
の振替はコース変更となりますため、受講開始後のコース変更は当校では承りません。

開講状況等によりご希望のクラスで振替受講が出来ない場合もございます。
トリートメント実技講座の場合は、相モデルで行う為、振替受講をお受け出来
ない場合があります。

ドメイドソープ講師養成講座は、カリキュラム
の都合上、振替受講は行っていません。

生活の木ハーバルライフカレッジの校則 ～受講にあたってのお願い～

㈱生活の木　カルチャー事業本部 〒150-0001東京都渋谷区神宮前 6-3-8 ℡ 03-3409-1827 2020 年 2月改定

Check! 最新情報＆お申込みサイト
『ハーバルライフカレッジWeb』
https://hlc.t reeoflife.co.jp

※原宿表参道校・オンライン校の校則は別紙をご覧ください

（原宿表参道校・オンライン校以外のスクール版） ※ご受講にあたり、以下、ご了承の上お申込みをお願い致します。 



全国 11校ネットワーク
全国のハーバルライフカレッジで学ぶ充実の講座。

全 11校（公社）日本アロマ環境協会総合資格認定校です。

 
 
  宇都宮校  028-624-2223
 

柏校  04-7148-2261 
飯能校  042-972-1787

町田校  042-812-2793
たまプラーザ校  045-904-3879
静岡校  054-266-7268
名古屋校  052-242-2568
神戸校  078-262-5272

広島校  082-502-3443
大分校  097-542-7963

 0120-821272原宿表参道校
（オンライン校）

Herbal  Life  College

（株）生活の木カルチャー事業本部

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

香りを仕事にする～インストラクターとして活動してみませんか～

■ハーバルライフカレッジ各校では、AEAJ 資格対応コース、JAMHA資格対応コース
　の講師を募集しております。

■認定コース以外の、ハーブ・アロマテラピー・植物・自然に関わる講座の講師も
　募集しております。

※募集要項・お申し込み方法の詳細は、web ページをご覧ください。
　
※ご不明な点等ございましたら、各校またはカルチャー事業本部にお問合せください。

https://www.treeoflife.co.jp/school/recruit/

（公社）日本アロマ環境協会総合認定校
NPO法人　日本メディカルハーブ協会認定校
日本アーユルヴェーダ普及協会認定校
生活の木ハンドメイドギルド認定校

大分校

広島校
神戸校

たまプラーザ校
町田校
飯能校

名古屋校
原宿表参道校（オンライン校）

静岡校

宇都宮校

柏校
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