スペシャルセミナー

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

シニアハーバルセラピスト
アーユルヴェーダアドバイザー
手作り石けん講座 応用科／基礎科

大阪梅田校 生活の木梅田ハービスエント店

名古屋校

06-6452-0877（受付時間11：00〜20：00）

&

大阪府大阪市北区梅田2-2-22 梅田阪神第2ビルディング3F
大阪梅田校は、明るくゆったりとした空間の中にカルチャールームがあり講師とコミュニケーションをとりながら充実した講座を開催して
おります。初めての方でも楽しんで頂ける笑顔の絶えない体験コースもご用意しております。スタッフ一同心よりお待ちしております。
講座名／講師

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）

地下鉄四つ橋線・西梅田駅北改札4A出口徒歩1分
阪神梅田駅より徒歩1分
JR大阪駅桜橋口より徒歩2分
梅田阪神第2ビルディング 3F

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／講座説明会・入門講座・認定講習会

京都校

アロマテラピー資格対応コース
講座説明会

│62117−255−03 │8/16㈬│ 11：30〜13：00 講座内容
コード
│62117−255−04 │9/5㈫ │ 17：00〜18：30 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
受講料 無料 教材費なし
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

生活の木Herbal Life College

スタッフ

大阪校

アロマテラピー入門講座

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。
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。
全1回
│62117−256−04 │8/13㈰│ 11：30〜13：00 講座内容
│62117−256−05 │9/16㈯│ 11：30〜13：00 アロマテラピーってなんだろう、精油ってどうやって使うのだろう…そんな皆さん
コード
│62117−326−01 │10/20㈮│ 15：00〜16：30 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
│62117−326−02 │12/18㈪│ 15：00〜16：30 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

生活の木Herbal Life College

スタッフ

大阪梅田校

AEAJアロマテラピーアドバイザー
認定講習会

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
全1回 お持ち物 筆記用具
62117−327−01 │12/15㈮│ 11：30〜15：30 講座内容
│
コード
│62117−327−02 │12/17㈰│ 13：00〜17：00 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。
受講料 ￥5,140− 教材費なし
○ 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）
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）
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

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。

全1回

松本 イズミ

神戸校

【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

│62117−258−00│

講座内容

9/12 │ 9/26 │ 10/10 │
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）
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）
アロマテラピーが心と身体に働くメカニズム 実習：ミツロウクリーム
（5）
健康学（栄養・運動・睡眠・生活習慣病）
実習：クレイパック
（6）
アロマテラピー関連法規・環境
実習：フレグランス
対象者

広島校

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。
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。
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

注意事項 ※早得対象の方は、講座初日にご案内いたします。※受講生は精油セッ
続学 早得 8/11まで

全3回 11：15〜15：45
（休憩0.5h）
（火曜）

松本 イズミ

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

│62117−329−00│

講座内容

福岡校

11/9 │ 11/30 │ 12/14 │ 1/11 │
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−

精油を組み合わせてブレンドし、さまざまなシーンや目的に合ったオリジナルの香
りを創作する能力を養いながら、AEAJ の認定する資格を目指します。講座では、54
種類の希釈精油を使用し、複数の演習を通して、ブレンドの知識や技術を楽しみな
がら創作し、その魅力を伝える力を培います。
○「精油のブレンド技術」を学ぶための基礎知識 ○香りの特徴をとらえる方法
○「香りのパレット」を作る
○ブレンド実習とクリエーション
○創作した香りを活かす
◯実習：ハーバル・アロマティック、フローラルブーケ、フゼア、4711、望郷の香
りなど、各回のテーマに応じたブレンド演習を行います。

教材費別 キャンペーン価格 ￥4,860

対象者

大分校

経験者 AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格をお持ちの方、または
取得予定の方（有資格者でなくても、アロマテラピー検定1級合格者、
当校アロマテラピーアドバイザー養成講座を受講済みの方も可
※申込時・講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）

お持ち物 筆記用具、
『AEAJ認定アロマ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

横山 浩子

ƒ受講申し込みはP61へ

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
続学

全4回 11：30〜17：00
（休憩0.5h）
（木曜）

33

時 ￥100〜￥500程度／全14回）
。

＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座 → 詳細はP1へ

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）

講座内容

【アロマテラピー】AEAJ資格対応コース／アロマ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

松本 イズミ
AEAJ認定
アロマハンドセラピスト養成講座
水曜コース
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

石橋 志保

│62117−264−03 │9/23㈯│ 11：15〜16：45
│62117−331−01 │11/18㈯│ 11：15〜16：45
コード
│62117−331−02 │12/16㈯│ 11：15〜16：45
│62117−331−03 │1/21㈰│ 11：15〜16：45

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
受講料 ￥12,960− 教材費別 ￥5,400
○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0.5h）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、
│62117−330−01 │ 10/18 │ 11：30〜17：00
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│62117−330−02 │ 11/15 │ 11：30〜17：00
時・講座初回に修了証を確認致します。コピー可。
）
│62117−330−03 │ 12/13 │ 11：30〜17：00
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0.5h）
（水曜）

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／検定直前対策講座・試験直前対策講座
アロマテラピー検定直前対策講座
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

松本 イズミ
インストラクター試験直前対策講座

AEAJ認定アロマセラピスト
アロマテラピーインストラクター

中原 育子

コード│62117−270−00│10/29 │ 13：00〜17：30 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
受講料 ￥5,832− 教材費なし
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、AEAJ発行検定1級テキストをご用意下さい。
全1回
（日曜）注意事項 1級の試験には、2級の内容が含まれます。
│ 受講生優待 │62117−271−02│ 9/3 講座内容
コード
一般
│
│62117−271−01│ 9/3 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。
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）
、
教材費なし
『アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト公式テキスト（共
通カリキュラム編）
』
（￥2,700/税込）
、
『アロマテラピーインストラクター
公式テキスト（独自カリキュラム編）
』
（￥2,160/税込）
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

全1回 13：00〜18：00
（休憩0.5h）
（日曜）

（￥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
メディカルハーブ資格対応コース
講座説明会

コード│62117−272−04│ 9/12 │ 18：00〜19：00 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
受講料 無料 教材費なし
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。
対象者

これからハーブの勉強を始めたい方や、より上のステップでの学習を検
討中の方等 どなたでも。

お持ち物 筆記用具
生活の木Herbal Life College

スタッフ
メディカルハーブ入門講座

生活の木Herbal Life College

スタッフ

注意事項 予約制（事前に必ずご予約下さい）予告なく中止、日程が変更される場

全1回
（火曜）
合もありますがご了承下さい。
│62117−273−05 │8/20㈰│ 17：30〜19：00 講座内容
│62117−273−06 │9/20㈬│ 11：30〜13：00 ハーブに興味があるけれど、何から学んだらよいのかわからない…そんな皆さんに
コード│62117−332−01 │10/30㈪│ 15：00〜16：30「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、風味
│62117−332−02 │11/20㈪│ 15：00〜16：30 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
│62117−332−03 │12/2㈯│ 11：30〜13：00 対応コースについても併せてご説明いたします。
○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
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥540
○ 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。
全1回 お持ち物 筆記用具

【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
日曜集中コース

コード
│62118−334−00│
1/7 │ 1/14 │ 1/28 │

講座内容

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
カルハーブ検定の合格を目指す方等、どなたでも。

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）

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。
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー
シニアハーバルセラピスト

東浦 智美

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

続学 早得 12/6まで

全3回 13：00〜17：30
（休憩0.5h）
（日曜）

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
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。

【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：大阪校・原宿表参道校）P58掲載
代替療法家を目指し、各医学分野の専門家から集中指導を受けられる講座です。

【メディカルハーブ】JAMHA資格対応コース／検定直前対策講座
コード│62117−283−00│ 8/20 │ 13：00〜16：00 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！

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

東浦 智美

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

安東 直美

Check!

ƒ受講申し込みはP61へ
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受講申込み

ハーバルセラピスト試験
直前対策講座

お持ち物 筆記用具、メディカルハーブ検定テキスト
全1回
（日曜）
│ 受講生優待 │62117−093−01│ 10/21 講座内容
コード
一般
│
│62117−093−02│ 10/21 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。
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（￥
全1回 13：00〜18：00
（休憩0.5h）
（土曜）
16,200のところ￥10,800/税込）となります。

ビジネスセミナー アロマテラピー紀行セミナー

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
（4）
ハーブのプロフィール
実習：エキナセアチンキ作り
（5）
メディカルハーブの活用法
実習：セントジョンズワートの軟膏作り
（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

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

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）

講座内容

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／講座説明会・入門講座
アーユルヴェーダ入門講座

コード│62117−335−00│10/11㈬│ 14：00〜16：00 講座内容
アーユルヴェーダの基礎からスカルプケアの実習を体験します。JAPA 認定コース
受講料 ￥3,240− 教材費なし
やスリランカのアーユルヴェーダについてご紹介します。アーユルヴェーダに興味
のある方には是非オススメする講座です。
◯アーユルヴェーダとは
◯スカルプケアトリートメント実習
◯ JAPA 資格対応コース説明
◯スリランカのアーユルヴェーダについて

名古屋校

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
生活の木Herbal Life College

全1回
（水曜）

スタッフ

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース

他

場合もありますがご了承下さい。
＊スカルプケアトリートメント実習では、トニックローションを頭皮に
使用します。

P59掲載

アーユルヴェーダアドバイザー養成講座（開催校：名古屋校・大阪梅田校・福岡校・原宿表参道校）
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。

京都校

【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
ハンドメイドギルド入門クラス
手作り石けん
1日体験コース
生活の木Herbal Life College

スタッフ
ハンドメイドギルド
手作り化粧品レッスン

│62117−337−01 │10/27㈮│ 14：30〜16：30 講座内容
コード│62117−337−02 │11/10㈮│ 14：30〜16：30 10/27
（金）
ローズヒップソープ
│62117−337−03 │12/7㈭│ 14：30〜16：30 11/10
（金）
シアバターしっとりソープ
12/7
（木）
クリスマスマーブルソープ
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,296
お持ち物 筆記用具、エプロン、ゴム手袋、マスク、あればゴーグル
（メガネでも可）
注意事項 薬品等を使用しますので、受講時は作業しやすい服装･長袖･靴でご参加
全1回
下さい。

大阪校

│62117−338−01 │10/13㈮│ 14：30〜16：00
│62117−338−02 │11/23㈭│ 11：30〜13：00
コード
│62117−338−03 │12/8㈮│ 14：30〜16：00
│62117−338−04 │1/17㈬│ 14：30〜16：00
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥756〜￥1,836

講座内容

10/13
（金）
クレンジング作り・睡眠のお話
（教材費￥1,296 税込）
11/23
（木祝）
シアバターたっぷりシトラスボディミルク作り
（教材費￥756 税込）
12/8
（金）
ローズの化粧水作り・肌のしくみを知る
（教材費 1,836 税込）
1/17
（水）
蜜蝋とカレンデュラオイルの口紅作り・身近な手作り化粧品原料
（教材費￥972 税込）

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

生活の木Herbal Life College

スタッフ

アロマ･ハーブ講座
女性のための植物療法
①ストレス
②健康維持
③女性のからだ

大阪梅田校

│62117−340−01 │10/13㈮│ 11：30〜13：00
│62117−340−02 │11/5㈰│ 11：30〜13：00
│62117−340−03 │11/25㈯│ 11：30〜13：00
コード
│62117−340−04 │12/6㈬│ 11：30〜13：00
│62117−340−05 │12/18㈪│ 11：30〜13：00
│62117−340−06 │1/26㈮│ 11：30〜13：00
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥500

JAMHA認定ハーバルセラピスト

伊藤 都
美と健康のエイジング講座
心とからだをほぐすハーブボール

講座内容

女性特有のからだの悩みは、簡単な食事の工夫や植物療法によってケアすることが
できます。からだの仕組みや働き、性差を理解しながら、植物療法を学びましょう。
①ストレス編 10/13、11/5
②健康維持編 11/25、12/6
③女性のからだ編 12/18、1/26
お持ち物 筆記用具
注意事項 毎回テーマに沿ったハーブティーの試飲を行いますが、妊娠中の方には

ご遠慮いただくこともあります。

全1回

│62117−342−01 │11/7㈫│ 18：00〜19：30 講座内容
コード
│62117−342−02 │1/20㈯│ 11：30〜13：00 天然ハーブを数種類ガーゼで包みボールを作成いたします。出来上がったボールは
温め、お肌に当ててマッサージを致します。温めたボールと優しい香りでリラックス
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,500
していきます。ハーブのオリジナルブレンド法とハーブボールの当て方を学びます。
お持ち物 筆記用具、色がついてもよいタオル、ハーブボールをお持ち帰りいただく袋

はり師 きゅう師

神戸校

新開 弘枝
初めてのハーブ薬膳
今日から始めるハーブ薬膳
はり師 きゅう師

新開 弘枝
アロマ灸を使った美灸講座
アロマ灸で楽しくセルフケア

広島校

はり師 きゅう師

新開 弘枝

注意事項 ハーブボールの材料により、衣服に色素がつく恐れがございます。タオ

全1回
ルなどをご用意ください
62117−351−01 │ 11/21 │ 18：00〜19：30 講座内容
│
コード
│62117−351−02 │ 1/9 │ 18：00〜19：30 東洋医学の基本である気・血・水に基づいて、自分に合った薬膳レシピを学びましょ
う。日々の食卓に薬膳の知恵をプラスして、気になる悩みもおいしく改善していき
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,500
ましょう。簡単な試食ありのおいしい講座です。
全1回
（火曜）お持ち物 筆記用具

│62117−361−01 │ 10/3 │ 14：00〜15：30 講座内容
コード
│62117−361−02 │ 12/5 │ 14：00〜15：30 東洋医学のお話、カラダが喜ぶお伮のお話、お伮の種類をご紹介いたします。美肌
に近づくツボのご紹介、お家でできるセルフケアを皆さんで行います。
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,500
お持ち物 筆記用具
注意事項 手足の出せる服装でお越しください
（もしくはお着替えをご用意ください）
全1回
（火曜）
│62117−343−01 │10/28㈯│ 14：30〜16：00 講座内容

コード│62117−343−02 │11/12㈰│ 11：30〜13：00 日常生活を薔薇の香りでより元気になるように、オリジナルの薔薇アイテムをお作
バラのアロマライフスタイル入門
│62117−343−03 │1/13㈯│ 11：30〜13：00 りいただきます。
日常生活にバラの香りで元気に美しく！
10/28
（土）
薔薇の香りのオリジナル竹のディフューザー作り
11/12
（日）
薔薇の香りのジェルローション作り
1/13
（土）
薔薇の香りのオーデコロン作り

受講料 ￥2,160− 教材費別 ￥2,000
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

畑江 信恵

福岡校

メディカルハーブで肌トラブル対策
乾燥する季節に
〜薬用カレンデュラ軟膏作り
JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

東浦 智美

全1回 お持ち物 筆記用具
コード│62117−344−01│ 11/22 │ 11：30〜13：00 講座内容
コード│62117−344−02│12/20 │ 18：00〜19：30 薬用ハーブ「カレンデュラ」をはじめとした肌トラブルのケアに役立つハーブにつ
いて学ぶ講座です。実習では
「万能軟膏」
とよばれるカレンデュラバームを作ります。
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥1,500
肌が乾燥するシーズンに幅広く活用できる家庭常備の一品。多くの受講者様に喜ば
れてきたおすすめの実習講座です。
全1回
（水曜）お持ち物 筆記用具

│62117−345−01 │12/9㈯│ 11：30〜13：00 講座内容
コード

│62117−345−02 │1/17㈬│ 18：00〜19：30 メディカルハーブと精油を使って家庭でできる寒い季節のホームケアを学びます。
薬用ハーブで冬のトラブルケア講座
この時期に起こりがちなトラブルに応じた対策から具体的なケアまで、生活に気軽
ハーブうがい剤とマスク用スプレー作り 受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,500
に取り入れてみませんか？実習ではうがい用チンキ剤の仕込みとマスク用のアロマ
スプレーを作ります。

JAMHA認定ハーバルプラクティショナー

東浦 智美

大分校

タイプ別漢方養生法で女子力UP！
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

平井 英子

ƒ受講申し込みはP61へ

全1回 お持ち物 筆記用具
│62117−346−01 │10/11㈬│ 11：30〜13：00 講座内容
コード│62117−346−02 │11/1㈬│ 14：30〜16：00「漢方とは」の説明に始まり、体を構成する気・血・水について解説しますので、初
│62117−346−03 │11/24㈮│ 14：30〜16：00 心者の方でもご参加いただけます。チェックリストを使ってご自身の体を知り、それ
を基にして対処法・食養生法をお話します。ご自宅ですぐに実践できる内容です。
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥500
対 象 者 女性限定
全1回 お持ち物 筆記用具
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座 → 詳細はP1へ

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）
講座内容
│62117−347−01 │10/23㈪│ 13：00〜14：30 講座内容
62117−347−02 │12/9㈯│ 17：30〜19：00 普段はなかなか手が出ない、高級な花精油をメインに女子力 UP のオリジナルの香
花精油で作る女子力UPのアロマ香水 コード│
│62117−347−03 │1/10㈬│ 13：00〜14：30 水を作ります。優雅な香りに包まれながらブレンドを考えている間も、とても贅沢
〜ローズオットー・ジャスミン・ネロリ〜
な癒しの時間となるでしょう。可愛い香水瓶もご用意しますのでお楽しみに！
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥3,240
対 象 者 女性限定
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
桝岡 睦子
全1回 お持ち物 筆記用具、エプロン

石膏で作る香りのオブジェ
アロマフレグランスストーン
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

桝岡 睦子

│62117−348−01 │10/23㈪│ 15：30〜17：30 講座内容
コード
│62117−348−02 │12/9㈯│ 14：30〜16：30 石膏と水を混ぜ、モールドに流し込んで固めます。精油で香りをつけ、お好みで色を
付けることもできます。液状で流し込むので、繊細な模様も綺麗に型抜きができます。
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥2,000
お持ち物 筆記用具、エプロン
注意事項 石膏で洋服が汚れる場合がありますので、エプロンを着用して受講して
全1回
ください。
コード│62117−349−00│ 11/16 │ 11：30〜13：00 講座内容
羊毛の原毛にお湯をかけて、こすってこすってフェルト化させます。石けんを包んだ
後は違う色の羊毛でランダムに模様をつけるか、専用の針で模様を付ければオリジ
ナルのフェルトソープの完成です。肘やかかとの角質のお手入れにもおすすめです。

ふっくら可愛いフェルトソープ
羊毛フェルトで固形石けんを包みましょう 受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥800

お持ち物 筆記用具、使い古しのフェイスタオル2枚

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

桝岡 睦子
アロマワックスプレート
季節のフラワー＆ハーブでアレンジ

全1回
（木曜）

│62117−350−01 │11/16㈭│ 14：30〜16：30 講座内容
コード
│62117−350−02 │1/10㈬│ 15：30〜17：30 好きな精油で香り付けして型に流し込み、季節の草花で飾り付けします。ドライフ
ラワーやスパイス、木の実などを選ぶのも楽しみのひとつ。色合いや配置を考えて
受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,200
自由に作っていただきます。お好みで色付けもできますよ！
お持ち物 筆記用具、エプロン

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

全1回

桝岡 睦子

注意事項 ロウをこぼしたりする場合がありますので、エプロンを着用して受講して下

さい。作業中はロウが高温になりますので取り扱いに充分ご注意ください。

ボディワーク・ヨガ講座
│62117−352−01 │ 11/16 │ 18：00〜19：30 講座内容
コード

│62117−352−02 │ 1/18 │ 14：00〜15：30 人気のボディワークピラティスの最初の第一歩。基礎のクラスです。大きなスタジ
ピラティスセミプライベートレッスン
オに初めから行くのは少し心配と思われている方などには特におすすめのクラスで
ピラティスの基礎を学びましょう
受講料 ￥3,780− 教材費なし
す。沢山のエクササイズをする前に絶対にこれだけは理解しておく必要がある事を
中心に進めていきます。限定３名様のお得なクラスなのでぜひ、この機会に。
対 象 者 女性限定
お持ち物 筆記用具、大きめのバスタオルまたはヨガマット、ソックスまたは室内履き

BESJ認定ピラティストレーナー

全1回
（木曜）注意事項 動きやすい服装でご参加ください

横沢 しのぶ

トリートメント・マッサージ講座
│62117−353−01 │10/31㈫│ 11：30〜13：30
│62117−353−02 │11/28㈫│ 14：30〜16：30
コード
│62117−353−03 │12/6㈬│ 14：30〜16：30
│62117−353−04 │1/24㈬│ 14：30〜16：30

アロマセラピスト実習体験講座
①うつ伏せ：足・背中
②仰向け：足・手〜肩

受講料 ￥5,400− 教材費別 ￥1,500

対 象 者 女性限定 ※経験者も可能です。①又は②のみの受講可。両方の受講可。
お持ち物 大きいバスタオル２枚・フェイスタオル２枚・髪留め・筆記用具

ホリスティックケアサロン：サロン・
ド・ラピィ公認セラピスト

池田 康子

講座内容

アロマセラピストの実習体験と、精油の選び方のポイントをお話します。手技の説
明とトリートメントを体験して頂きます。
① 10/31
（火）
・12/6
（水）
うつ伏せで足・背中
② 11/28
（火）
・1/24
（水）
仰向けで足・手〜肩のアロマトリートメントの実習。

全1回

注意事項 爪を切ってご参加ください。①②別々の講座です。各講座での申し込み

となります。

介護・人のために役立つ講座
コード│62117−339−00│11/14㈫│ 11：30〜13：30 講座内容
家族介護をしながらセラピストをやってきましたその実体験を元にアロマ等、セラ
ピーの取り入れ方をご紹介、講義致します。生活の質をＵＰする為に、ぜひ、自然
療法をお役立てください。脳の刺激用トリートメントオイル作り・臭いの対策用エ
アスプレー作りとハンドセラピー実習。

介護ケアとアロマテラピー講座
家族介護や介護・福祉関係職の方の講習 受講料 ￥5,400− 教材費別 ￥1,500

お持ち物 筆記用具、フェイシャルタオル2枚

ホリスティックケアサロン：サロン・
ド・ラピィ公認セラピスト

全1回
（火曜）注意事項 爪を切ってご参加ください。
62117−354−01 │10/31㈫│ 15：00〜16：30 講座内容
│
コード
│62117−354−02 │1/13㈯│ 16：30〜18：00 セラピスト・介護・福祉・医療関係の現場でお仕事なさっている方のリラックス講
セラピストさん・介護士さんのセラピー講座
座です。自然療法の効果においての事例の話やその他使い方等家族介護やサロンで
座ってできる瞑想・アロマストレッチ 受講料 ￥3,240− 教材費別 ￥1,000
の経験からお伝え致します。後半は呼吸法やメディテーション
（瞑想）
・椅子に座っ
てできるアロマストレッチを致します。

池田 康子

ホリスティックケアサロン：サロン・
ド・ラピィ公認セラピスト

池田 康子
女性のためのやさしい心理学講座
①家庭・家族編
②職場・地域編
心理カウンセラー

全1回 注意事項 ご職業がセラピストさん・医療福祉関係の方はお知らせください。

│62117−355−01 │11/6㈪│ 14：00〜15：30 講座内容
コード│62117−355−02 │12/4㈪│ 11：30〜13：00 家族間や仕事の場でうまくいかない人間関係のお困りごとを、シンプルな方法でコ
│62117−355−03 │1/25㈭│ 14：00〜15：30 ミュニケーション〜言葉の捉え方、伝え方、しぐさや振る舞い〜や関係性の心理と
いった視点から見つめ直してみませんか。
受講料 ￥3,780− 教材費なし
① 家庭・家族編 11/6
（月）
・1/25
（木）
、②職場・地域編 12/4
（月）
全1回 お持ち物 筆記用具

西野 薫

シーズナル・ライフスタイル講座
スーパーフード入門講座

生活の木
スーパーフードアドバイザー

マナカードアカデミー認定マナカードセラピスト

池田 康子

全1回 お持ち物 筆記用具
│62117−357−01 │11/14㈫│ 15：00〜16：00 講座内容
コード
│62117−357−02 │1/13㈯│ 15：00〜16：00 44 枚の美しいマナカードにはハワイの植物や神話の登場人物など描かれ深い意味
があります。深層心理を引出しカードからのメッセージを受け取ります。マナカー
受講料 ￥2,916− 教材費別 ￥1,500
ドについての講義・実際にカードを引く・カードの意味・癒しのアイテム作りと、
最後にオラクルカードも 1 枚引いて頂きます。
お持ち物 筆記用具・お持ちの方はマナカードをご持参ください。
全1回 注意事項 占いを目的にしたものではなく自身のケア・セラピーとしての講座です。

Check!
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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 』
h t t p : // h l c . t r e e o f l i f e . c o .j p

受講申込み

マナカード・リーディング講座
初めての方もカードをお持ちの方も
OKです

│62117−356−01 │10/20㈮│ 11：30〜13：00 講座内容
│62117−356−02 │11/20㈪│ 18：00〜19：30 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
│62117−356−03 │12/5㈫│ 11：30〜13：00 講座です。
│62117−356−04 │1/19㈮│ 14：30〜16：00 ・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 ・簡単な実習＆試食
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥540
・スーパーフードゴールデンベリー（30g）プレゼント
【ご紹介する スーパーフード】
・オイルで健康に
・チアシードでスッキリボディ
・アサイーで内側からキレイになる
・ゴールデンベリーでアンチエイジング
・マキベリーで美味しくビューティーケア ・その他の魅力的なスーパーフード

ビジネスセミナー アロマテラピー紀行セミナー

対 象 者 経験者 セラピスト・介護士・一般の方もご参加可能です。
お持ち物 筆記用具、フェイスタオル

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

講座名／講師

スペシャルセミナー

講座名／講師

クリスマスリース講座
プリザを使った一年中飾れる
大人色リース

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）
講座内容
コード│62117−358−00│ 12/2 │ 14：30〜16：00 講座内容
リースの土台にプリザーブドフラワー、アーティフィシャルフラワーでアレンジし
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥3,500
ます。グルーガンを使うのでその場で簡単に固定することができます。個性を大切
にする講座です。初心者の方は見本を見ながら、
経験者の方はどんどん個性的なリー
スを仕上げてください。
お持ち物 筆記用具、エプロン、ワイヤーがカットできるハサミ、お持ち帰り用袋

フラワーデザイナー

名古屋校

いまざと ゆか
お正月特別講座
アーティフィシャルフラワーで作る
お飾り

注意事項 事前に教材を準備するため７日前までにキャンセルのご連絡のない場合

は教材費は頂戴させていただきますのでご了承下さいませ。
全1回
（土曜）
コード│62117−359−00│12/22 │ 11：30〜13：00 講座内容
話題のアーティフィシャルフラワーでお正月のお飾りを作ります。茎に入ったワイ
受講料 ￥2,700− 教材費別 ￥3,500
ヤーをクネクネと曲げて芸術的な作品に仕上げたり、直線のままスッキリと束ねた
りと人によって作り方は様々。ドア飾りにも置物にも変化するので作品が仕上がる
までワクワクです
お持ち物 筆記用具、エプロン、ワイヤーがカットできるハサミ、お持ち帰り用袋

フラワーデザイナー

いまざと ゆか

京都校

アロマカラーボトル＆
パーソナルカラー講座
私が分かる！変わる！
カラー診断と活用法
和み彩香セラピー認定ティーチャー

さとい あつこ

注意事項 事前に教材を準備するため、７日前までにキャンセルのご連絡がない場

全1回
（金曜）
合は教材費は頂戴させていただきますのでご了承くださいませ。
│62117−360−01 │10/4㈬│ 15：00〜17：00 講座内容
コード│62117−360−02 │11/7㈫│ 15：00〜17：00 アロマカラーボトルセッションとパーソナルカラー診断で内側・外側からあなたの
│62117−360−03 │12/12㈫│ 15：00〜17：00「さらに素敵！」に出会える楽しい講座です！「似合う色を知ってセンスに自信を持
ちたい」
「何かを始める背中押しがほしい」そんな方に色とアロマを使った具体的
受講料 ￥2,700− 教材費なし
で役立つアクションをお伝えします。
お持ち物 筆記用具
全1回

│62117−362−01 │10/28 │ 11：30〜13：00 講座内容

コード│62117−362−02 │ 11/11 │ 11：30〜13：00 12 色のアロマの香りの入っているカラーボトルから気になる色を選んでいただきま
あなたの
『こころカラー』
を
│62117−362−03 │ 1/27 │ 11：30〜13：00 す。その色はあなたの『心の色』
。色の意味や心の状態を知り、1 歩前へ進む色と
みつけませんか？
香りのアドバイスをいたします。
色と香りのボトルカウンセリング体験 受講料 ￥2,700− 教材費なし
お持ち物 筆記用具

和み彩香セラピー認定ティーチャー

大阪校

氷室 さくら
サロンを開く為のワークショップ
ご自分のサロンを開く前の講座です

全1回
（土曜）

│62117−363−01 │10/17㈫│ 14：00〜16：00 講座内容
コード
│62117−363−02 │12/21㈭│ 14：30〜16：30 企画書やチラシを製作してみる。実際におもてなしからカウンセリング等の進め方
のシミュレーションを実践してみる。サロンでの活動をご希望の方は、準備につい
受講料 ￥5,400− 教材費別 ￥1,500
ての講義・クライアントさんへの接し方を実習して頂きます。AEAJ 有資格者又はセ
ラピストの経験者が対象です。
対象者

経験者 有資格者のワークショップです。開講までにお持ちの資格をお知
らせください

お持ち物 筆記用具・お持ちの資格のテキストや資料などあればご持参ください。
注意事項 この講座はサロン業務の斡旋は致しません。また、完璧なサロン開業の

ホリスティックケアサロン：サロン・
ド・ラピィ公認セラピスト

大阪梅田校

池田 康子

全1回

講座ではありません。体験・実践が目的のワークショップです。

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：大阪校・原宿表参道校）P60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 P60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。

神戸校
広島校
福岡校
大分校
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座 → 詳細はP1へ

ハーバルライフカレッジでは、様々な希少講座を会場限定で開催しております。

【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）
コード
│61017−579−00│
11/11 │ 11/25 │ 12/9 │ 12/23 │

講座内容

ホリスティック医学の理念に基づいた、ホリスティック・チーム医療の一員として
原宿表参道校
活動できるセラピスト、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
JAMHA認定ホリスティック
受講料 ￥208,656− 教材費なし
受けられる講座です。スクール外の専門クリニックでの実習など、多様な代替療法
（￥10,000程度）
。に触れる実地研修プログラムを 2 日間含みます。
ハーバルプラクティショナー養成コース 指定の書籍を各自ご用意ください
ホリスティック医学領域
○ホリスティック医学 ○東洋医学 ○心身医学 ○気 ･エネルギー ○ケイシー療法
※他2日間実地研修があります。
○シュタイナー医学 他
（実地研修は、別施設となります）
土曜集中コース
2018年3月31日㈯ 10：00 〜 18：00
2018年4月 7 日㈯ 10：00 〜 18：00

降矢 英成 他講師陣

対象者

全4回 10：00〜19：30
（休憩1.5h）
（土曜）
コード
│61717−090−00│
11/5 │ 11/26 │ 12/10 │ 1/14

続学

代替療法全般に興味のある方、ホリスティックハーバルプラクティショ
ナー資格を目指す方等。※ホリスティックハーバルプラクティショナー
の資格取得を目指される方は、1.ハーバルセラピスト有資格者 2.「ホ
リスティック医学領域」
（16単位・32時間）
・
「基礎医学領域」
（24単位・
48時間）をそれぞれ2/3以上の単位を取得、の2点が必要です。※このコ
ースは受講条件に制限はございません。※試験受験条件：○ハーバルセ
ラピスト有資格者である○「ホリスティック医学領域」
（16単位･32時間）
、
「基礎医学領域」
（24単位･48時間）の、それぞれ2/3以上の単位を取得

大阪校
JAMHA認定ホリスティック
受講料 ￥208,656− 教材費なし
お持ち物 筆記用具、指定書籍（各自ご用意ください。詳細はお問い合わせください。
）
（￥10,000程度）
。
ハーバルプラクティショナー養成コース 指定の書籍を各自ご用意ください
注意事項 ※他2日間実地研修があります。※コースにより開催校が異なります。
ホリスティック医学領域
お申込みの際は、まずは開催校にご連絡下さい。
原宿表参道校：0120−821272 大阪梅田校：06−6452−0877

※他2日間実地研修があります。
（実地研修は、別施設となります）
2018年2月18日㈰ 10：00 〜 18：00
2018年3月11日㈰ 10：00 〜 18：00

全4回 11：15〜20：45
（休憩1.3h）
（日曜）
コード
講座内容
│61017−580−00│
1/13 │ 1/27 │ 2/10 │ 2/24 │ 3/10 │ 3/24 ホリスティック医学の理念に基づいた、ホリスティック・チーム医療の一員として
原宿表参道校
活動できるセラピスト、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
JAMHA認定ホリスティック
受講料 ￥217,728− 教材費なし
受けられる講座です。
（￥19,500程度）
。○解剖学 ○生化学 ○栄養学 ○薬理学 ○病態生理学Ⅰ ･ Ⅱ
ハーバルプラクティショナー養成コース 指定の書籍を各自ご用意ください

ホリスティック医学専門家

続学

基礎医学領域 土曜集中コース

降矢 英成 他講師陣

対象者

全6回 10：00〜19：30
（休憩1.5h）
（土曜）
コード
│61718−089−00│
1/21 │ 1/28 │ 2/11 │ 2/25 │ 3/25 │ 4/8

続学

代替療法全般に興味のある方、ホリスティックハーバルプラクティショ
ナー資格を目指す方等。※ホリスティックハーバルプラクティショナー
の資格取得を目指される方は、1.ハーバルセラピスト有資格者 2.「ホ
リスティック医学領域」
（16単位・32時間）
・
「基礎医学領域」
（24単位・
48時間）をそれぞれ2/3以上の単位を取得、の2点が必要です。※このコ
ースは受講条件に制限はございません。※試験受験条件：○ハーバルセ
ラピスト有資格者である○「ホリスティック医学領域」
（16単位･32時間）
、
「基礎医学領域」
（24単位･48時間）の、それぞれ2/3以上の単位を取得

大阪校
JAMHA認定ホリスティック
受講料 ￥217,728− 教材費なし
お持ち物 筆記用具、
指定書籍（各自ご用意ください。詳細はお問い合わせください。
）
（￥19,500程度）
。
ハーバルプラクティショナー養成コース 指定の書籍を各自ご用意ください
注意事項 ※コースにより開催校が異なります。お申込みの際は、まずは開催校に
基礎医学領域
ご連絡下さい。原宿表参道校：0120−821272 大阪梅田校：06−6452−0877
ホリスティック医学専門家

続学

全6回 11：15〜20：45
（休憩1.3h）
（日曜）

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／アーユルヴェーダアドバイザー養成講座（開催校：原宿表参道校・名古屋校・大阪梅田校・福岡校）
コード
│61017−598−00│
10/7 │ 11/4 │

講座内容

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
原宿表参道校
役立つ知恵を実習を交えながら楽しく学びます。
JAPA認定
受講料 ￥25,920− 教材費別 初回一括￥2,268 （1）
アーユルヴェーダの歴史と哲学
アーユルヴェーダアドバイザー養成講座
（2）
体質別の新生活術Ⅰ
土曜集中コース
（3）
体質別の新生活術Ⅱ

原宿表参道校
JAPA認定
受講料 ￥25,920− 教材費別 初回一括￥2,268
アーユルヴェーダアドバイザー養成講座
火曜コース
SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

阿部 しずか

全2回 10：00〜15：30
（火曜）
コード
│61017−599−00│
3/4 │ 3/18 │

続学

原宿表参道校
JAPA認定
受講料 ￥25,920− 教材費別 初回一括￥2,268
アーユルヴェーダアドバイザー養成講座
日曜集中コース
SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

伊東 裕美

全2回 10：00〜17：30
（休憩1.5h）
（日曜）
コード
│61817−702−00│
12/1 │ 12/15 │

続学

名古屋校
JAPA認定
受講料 ￥25,920− 教材費別 初回一括￥2,268
アーユルヴェーダアドバイザー養成講座

続学

全2回 11：00〜18：00
（休憩1.0h）
（金曜）

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 』
h t t p : // h l c . t r e e o f l i f e . c o .j p

受講申込み

SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

野口 千鶴

ビジネスセミナー アロマテラピー紀行セミナー

（4）
トリートメントの基礎知識
（5）
スリランカ式アーユルヴェーダ/アーユルヴェーディックハーブ
（6）
認定試験/試験解説/修了証授与
続学
全2回 10：00〜17：30
（休憩1.5h）
（土曜）※全2回の集中コースはカリキュラムの順番が異なります。詳しくは開催校にお問
伊東 裕美
コード
│61017−596−00│
合せ下さい。
11/27 │ 12/4 │ 12/11 │
お持ち物 筆記用具、
書籍『癒しのアーユルヴェーダ』
（BAB ジャパン・￥1,728/税込）
原宿表参道校
（各スクールでもご購入いただけます。
）
※2回目のみフェイスタオル2枚。
JAPA認定
受講料 ￥25,920− 教材費別 初回一括￥2,268
注意事項 2回目はハンドトリートメントを行いますので、腕を出しやすい服装でご
アーユルヴェーダアドバイザー養成講座
参加下さい。また爪は短く切ってご参加されることをお勧めいたします。
月曜コース
※コースにより開催校が異なります。お申込みの際は、まずは開催校に
ご連絡下さい。
原宿表参道校：0120−821272
札幌校：011−743−9304
SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター
大阪梅田校：06−6452−0877
名古屋校：052−242−2568
続学
全2回 10：00〜15：30
（月曜）
伊東 裕美
福岡校
：
092−771−6321
コード
│61017−596−00│
2/6 │ 2/20 │ 3/6 │
SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター

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

会場限定特別講座

スペシャルセミナー

講座名／講師

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）
コード
│62117−336−00│
11/8 │ 11/29 │

講座内容
講座内容

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
大阪梅田校
役立つ知恵を実習を交えながら楽しく学びます。
JAPA認定
受講料 ￥25,920− 教材費別 初回一括￥2,268 （1）
アーユルヴェーダの歴史と哲学
アーユルヴェーダアドバイザー養成講座
（2）
体質別の新生活術Ⅰ

原宿表参道校
札幌校

（3）
体質別の新生活術Ⅱ
（4）
トリートメントの基礎知識
（5）
スリランカ式アーユルヴェーダ/アーユルヴェーディックハーブ
（6）
認定試験/試験解説/修了証授与
SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター
※全2回の集中コースはカリキュラムの順番が異なります。詳しくは開催校にお問
野口 千鶴
続学
全2回 11：15〜18：15
（休憩1.0h）
（水曜）合せ下さい。
コード
│62617−132−00│
お持ち物 筆記用具、
書籍『癒しのアーユルヴェーダ』
（BAB ジャパン・￥1,728/税込）
9/1 │ 9/15 │
（各スクールでもご購入いただけます。
）
※2回目のみフェイスタオル2枚。
福岡校
JAPA認定
受講料 ￥25,920− 教材費別 初回一括￥2,268 注意事項 2回目はハンドトリートメントを行いますので、腕を出しやすい服装でご
参加下さい。また爪は短く切ってご参加されることをお勧めいたします。
アーユルヴェーダアドバイザー養成講座
※コースにより開催校が異なります。お申込みの際は、まずは開催校に
ご連絡下さい。
原宿表参道校：0120−821272
札幌校：011−743−9304
SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター
大阪梅田校：06−6452−0877
名古屋校：052−242−2568
野口 千鶴
福岡校：092−771−6321
全2回 11：30〜18：30
（休憩1.0h）
（金曜）

【アーユルヴェーダ】JAPA資格対応コース／アーユルヴェーダセラピスト養成講座（開催校：原宿表参道校）
コード
講座内容
│61017−600−00│
10/12 │ 10/26 │ 11/2 │ 11/16 │ 11/30 │ 12/14

アーユルヴェーダを本格的に学びたいという方のための講座です。
原宿表参道校
1/11 │ 1/25 │ 2/8 │ 2/15 │ 3/8 │ 3/22 アーユルヴェーダの理論から実技までトータルに習得していただけます。
JAPA認定
（1）
総論（アーユルヴェーダの歴史と哲学）/スリランカのアーユルヴェーダ
アーユルヴェーダセラピスト養成講座 受講料 ￥171,720− 教材費別 初回一括￥13,824（2）体質別の新生活術Ⅰ・Ⅱ/トリートメント理論
木曜コース
（3）
ハーブ各論/コンサルテーション理論・実践

宇都宮校

（4）
ヘッドマッサージ・アビヤンガ・シーローダーラ･ハーバルスチーム体験 コンサルテーション実践
（5）
〜
（8）
トリートメント実習
（9）
まとめ（理論･トリートメント）
（10）
ヘッドマッサージテスト/トータル練習
（11）
理論/ボディートリートメントテスト
（12）
総括/修了証授与
（初心者応相談）
対 象 者 女性限定 ※マッサージ経験者
お持ち物 筆記用具、シャツ、スニーカー、書籍『癒しのアーユルヴェーダ』
（BAB
ジャパン・￥1,728/税込）
（原宿校でも購入可。
）
※1回目の持ち物は筆記用
具のみ。※レッスンタオル無料貸出キャンペーンを行っております。

野口 千鶴

注意事項 ※妊娠中、授乳中、高血圧、既往症の方、敏感肌の方はご相談下さい。

生活の木 アーユルヴェーダサロン

柏校

ayushaセラピスト

全12回 13：30〜17：30
（木曜）

続学

【アーユルヴェーダ】〜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）
原宿表参道校
〜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

飯能校︵薬香草園︶ 町田校

│61017−080−01 │8/17㈭│ 10：00〜12：00 講座内容
│61017−081−02 │8/18㈯│ 10：00〜12：00 ・
「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
│61017−080−03 │9/6㈬ │ 10：00〜12：00 ・
「アーユルヴェ―ディックライフ〜食・Yoga・瞑想〜」講座詳細説明
│61017−080−04 │9/23㈯│ 10：00〜12：00 ・お申込みの流れについての説明
コード│61017−595−01 │2/8㈭ │ 19：00〜20：30 ・質疑応答
│61017−595−02 │2/13㈫│ 10：00〜12：00 ・ハーブティーブレイク
│61017−595−03 │3/3㈯ │ 13：00〜15：00
お持ち物 筆記用具
受講料 無料 教材費なし

生活の木Herbal Life College

スタッフ

全1回

【アーユルヴェーダ】SLAMA/JAPA資格対応コース／アーユルヴェーダインストラクター養成講座（開催校：スリランカ校）
JAPAスリランカ校
JAPA認定
アーユルヴェーダインストラクター
養成講座

たまプラ丨ザ校

コード
講座内容
│61017−087−00│
11/12㈰│11/13㈪│11/14㈫│11/15㈬│11/16㈭│11/17㈮ 本コースは、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
11/18㈯│11/19㈰│11/20㈪│11/21㈫│11/22㈬│11/23㈭ 下、行なわれる12日間のコースです。アーユルヴェーダの基礎理論だけでなく、基
礎医学
（東洋医学）
をベースに心理療法・精神療法・植物療法を含む代替療法を包
受講料 ￥359,700−
括的に学びます。
※申込締切日10/11㈬
※このコースに合わせて説明会「スリランカのつどい」も開催しております。
2017年秋のカリキュラム内容
（予定）
1日目 開幕セレモニー／アーユルヴェーダの基礎理論
2日目 アーユルヴェーダ・マッサージ（デモンストレーション）
3日目 アーユルヴェーダ食事療法と伝統的な料理法／占星術
4日目 アーユルヴェーダ・ハーブのヘルスケア用品（工場見学等）
5日目 メディカルプランツガーデン（見学）と薬学
6日目 メンタルヘルスと瞑想法（身体―精神―霊性の医学）
7日目 ホリスティックヘルスとポジティブ・ライフスタイル
8日目 アーユルヴェーダのハーブ学
9日目 薬学の基本とハーブ学
10日目 アーユルヴェーダ・マッサージ（実技）／ビューティーケアと女性の健康
11日目 純化療法と浄化療法
12日目 総括および修了試験（修了認定証授与）
※内容は講師の都合、天候等の状況により順番が入れ替わることがあります。
お持ち物 筆記用具
注意事項 ※航空券・宿泊費別

まで
※お申込み・お問合せは生活の木トラベル
（TEL：03−3409−1900）
ご連絡下さい。

アーユルヴェーダ医学専門家

全12日間

続学

小田原校

【アーユルヴェーダ】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）

コード

JAPAスリランカ校
アーユルヴェーディックライフ講座
〜食・Yoga・瞑想〜

│61017−602−00│
2018年4月予定

講座内容

静岡校

アーユルヴェーダでいう瞑想にはいくつかあり、
呼吸法を取り入れた動く瞑想の「ヨ
ガ」
、栄養を補うための瞑想である「食事」
、そしてゆっくり目を閉じて行う「瞑想」
があります。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。
○ヴィパッサナ瞑想
（瞑想①）
○アーユルヴェーダ食事療法
（瞑想②）
○ハタ・ヨガ
（瞑想③）
○アーユルヴェーダ基礎理論
○アーユルヴェーダ・トリートメント ○スリランカのスーパーフード
※このコースに合わせて説明会「スリランカのつどい」も開催しております。
※日程は HP でご確認下さい。

受講料 ￥142,300−（予定）

お持ち物 筆記用具
注意事項 ※航空券・宿泊費別

※受講料は変更になる可能性があります。※実際
の講座時間帯は、カリキュラムの内容によって変わります。※お申込み・
までご連絡下さい。
お問合せは生活の木トラベル
（TEL：03−3409−1900）

アーユルヴェーダ医学専門家

ƒ受講申し込みはP101へ
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＝
「直前対策講座プレゼント」対象講座
＝
「レッスンタオル無料貸出キャンペーン」対象講座
＝
「続けて学んで、
得しちゃおうキャンペーン」対象講座 → 詳細はP1へ

講座コード／日時／受講料・教材費（税込）

講座内容

【アーユルヴェーダ】JAPA認定アーユルヴェーダアドバイザー講師養成講座（開催校：原宿表参道校）
JAPA認定
アーユルヴェーダアドバイザー講師
養成講座

コード│61017−258−00│9/11㈪│ 10：00〜18：00 講座内容
・JAPA 概要
（設立趣意、目的、活動内容など）
・SLAMA 概要
（スリランカの伝承医学、
受講料 ￥38,880− 教材費別 2,268
アーユルヴェーダ省）
・JAPA 資格プログラム、カリキュラム概要・JAPA 認定アーユ
ルヴェーダアドバイザー講座準備、講座の進め方・各論を教える上での主旨、ポイ
ント、筆記試験
対象者

SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター
日本アーユルヴェーダ普及協会理事

経験者 ※SLAMA/JAPA認定アーユルヴェーダインストラクター・JAPA認定
アーユルヴェーダアドバイザー 両資格取得者

お持ち物 「癒しのアーユルヴェーダ」テキスト、筆記用具、フェイスタオル2枚

野口 千鶴

全1回
（休憩1h）
（月曜）

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）
原宿表参道校
ハーブ･アロマテラピーの為の
ビジネスセミナー

生活の木
大阪校
ハーブ･アロマテラピーの為の
ビジネスセミナー

│61017−506−02 │9/28㈭│ 10：00〜17：00 講座内容
コード│61017−624−01 │11/9㈭│ 10：00〜17：00 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。
│61017−624−02 │2/23㈮│ 10：00〜17：00 ハーブ専門店として 40 年の経験と約 120 店舗の運営ノウハウを活かし、第一線で
活動する生活の木講師陣が開店準備から運営までを楽しく、わかりやすく解説させ
受講料 ￥19,440− 教材費なし
ていただきます。
◯ハーブ・アロマテラピー マーケティング事情
※申込締切日は開講3週間前となります。
◯ハーブ・アロマテラピー専門店を開業するためのノウハウ
開講日 9/28
（木） ※申込締切 9/7
（木）
◯店舗運営と活性化
11/9
（木） ※申込締切 10/19
（木）
2/23
（金） ※申込締切 2/2
（金）
お持ち物 筆記用具、電卓
全1回
（休憩1h）注意事項 ※施設内での飲食はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
※コースにより開催校が異なります。お申込みの際は、まずは開催校に
コード│61717−091−00 │ 11/29 │ 11：30〜18：30
ご連絡下さい。原宿表参道校：0120−821272 大阪校：06−6646−1770
受講料 ￥19,440− 教材費なし
※申込締切日は開講3週間前となります。
開講日 11/29
（水） ※申込締切 11/8
（水）

生活の木

全1回
（休憩1.0h）
（水曜）

佐々木 薫のアロマテラピー紀行セミナー
佐々木 薫の
アロマテラピー紀行セミナー

会場や内容の詳細は、右記の店舗にお問合せく 講座内容
ださい。
世界 30 数カ国のハーブとアロマの産地を旅する、アロマテラピーの第一人者佐々木 薫
の毎回大盛況の人気セミナー。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。
季節を感じながら佐々木 薫のトークとともに、香りあるひとときを過ごしませんか。
■肌、潤す黄金の果実シア
9/27㈬ ① 10：30〜12：00 ② 13：30〜15：00 テラスモール湘南店 （0466-38-3176）
10/9（祝・月）14：30〜16：00 アリオ札幌店 （011-743-9304）
（会場：かでる 2.7）
10/15㈰ 13：00〜14：30 横浜髙島屋店 （045-313-2335）
10/20㈮ 14：30〜16：00 名古屋松坂屋店 （052-242-2568）
（会場：ナディアパーク・デザインセンタービル 6Fセミナールーム 3）
10/21㈯ ① 11：30〜12：30 ② 14：30〜15：30 浜松遠鉄百貨店 （053-450-5535）
11/8㈬ 13：00〜14：30 なんばパークス店 （06-6646-1770）
11/11㈯ 13：00〜14：30 大丸東京店 （03-6895-2563）
11/18㈯ 13：00〜14：30 仙台パルコ店 （022-774-8120）
（会場：駅前のぞみビル 5階会議室）
12/5㈫ 13：00〜14：30 天神 VIORO店 （092-771-6321）（会場：エルガーラホール会議室 1）
■マヌカハニー 生物の Harmonizationニュージーランドマヌカハニーの旅
10/8㈰ 10：30〜12：00 札幌三越店 （011-222-8086）※マイ・カフェイベント
10/8㈰ 14：30〜16：00 札幌パセオ店 （011-213-5082）
10/31㈫ 10：30〜12：00 名鉄百貨店本店 （052-585-7370）
10/31㈫ 15：00〜16：30 枚方 T-SITE店 （072-841-5411）
11/7㈫ 16：00〜17：00 京都四条烏丸店 （075-212-3094）
11/15㈬ 14：00〜15：30 西宮阪急店 （0798-62-7421）
■小鳥のさえずりを聞きながら 佐々木薫と巡る植物園ツアー
10/9（祝・月）10：00〜11：30 札幌三越店 （011-222-8086）
（会場：北海道大学植物園）
■シアバター配合 マルセイユソープ
11/7㈫ 12：00〜14：00 京都四条烏丸店 （075-212-3094）
■フレッシュハーブで彩るクリスマスセミナー
12/6㈬ ① 10：30〜12：30 ② 14：00〜 16：00 熊本鶴屋店 （096-323-6110）
12/9㈯ 13：00〜15：00 梅田阪神百貨店 （06-6348-8237）

AEAJ 認定アロマテラピープロフェッショナル

佐々木 薫

全1回

お持ち物 筆記用具

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

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

102

最新情報＆お申込みサイト

『ハーバルライフカレッジ Web 』
h t t p : // h l c . t r e e o f l i f e . c o .j p

受講申込み

Check!

