
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上記2件とも

☆ ジャパンアロマセラピースクールNaturalist

介護アロマスタート講座　 ご希望日と時間を第三希望日までお知らせください

■日程 12月から2月まで随時 ナチュラルセラピー心緑へ、お電話またはメール、HPのメールフォームより

■費用 正会員：30,000円　受講生：45,000円、一般：50,000円 お問い合わせください。

■お申し込み＆お問い合わせ 〒981-0913　宮城県仙台市青葉区昭和町2‐23ノーヴス・アーバンビル701　　

電話申し込みまたは、下記のメールかHP内の個人申込フォームから 担当：佐藤　智子

メール受信は、naturalist.hiros@gmail.com　の受信を可能にしておいてください。 TEL：080-5577-6111　Ｅ-mail：info@arocare.net　

〒004-0842 北海道札幌市清田区清田2条2丁目18-8 -2F  担当：佐藤 裕美 URL：http://arocare.net/

TEL：011-826-5860 

Ｅ-mail：info@naturalist-smile.com ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
URL：http://naturalist-smile.com/ ☆ アロマスクール・サロンRAKU～らく～

1) スポーツアロマ講座

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ■日程 全日開催

☆ アロマスクール＆サロン　ローズ・ラパン ■費用 どなたでも55,000円（教材費込み）

1） 【楢林式】膝のアロマケア実習講座膝 （大腿・膝のセルフケア） 2) ホットストーンアロマ講座

■日程　仙台開催：1月20日（土）　盛岡開催：3月11日（日） ■日程 全日開催

■費用　どなたでも6,000円 ※50mlトリートメントオイル付き ■費用 どなたでも65,000円

2） 【楢林式】膝のアロマケア実習講座膝 （大腿・膝の相モデルケア） 3) アロマとハーブを楽しむ会

■日程　仙台開催：１月20日（土）　盛岡開催：3月11日（日） ■日程　３カ月に１度開催10：00～13：00　 

■費用　どなたでも6,000円 ※50mlトリートメントオイル付き ■費用　どなたでも4,000円　　

3） 【楢林式】膝のアロマケア実習講座個別講座　 『武蔵浦和・アロマテラピー』で検索しお問合せ下さい

①膝、大腿のセルフケア　②膝、大腿の相モデルケア　 上記3つは

③膝、大腿の相モデルケア復習　④膝、大腿の復習、下腿、脚のセルフケア ■お申込み＆お問い合わせ

■日程　随時　上記①～④の講座をサロンで個人受講

■費用　どなたでも7,000円 ※50mlトリートメントオイル付き 受付後2～3日後にサロンより電話致します。

上記3講座共に （スポアロ出張などでサロン不在の場合ありの為。）

■複数講座受講申し込みの場合、2講座目より割引になります。 〒336-0021埼玉県さいたま市南区別所7-10-22-101店舗

■お申込み&お問い合わせ （スポーツショップギャラク内サロンRAKU）武蔵浦和駅より1分。

ホームページ（盛岡ローズラパン検索）お問い合わせから、 クリーニング・歯科並び。受付12：00～18：00定休日水曜日。

またはお電話メールでお申し込み下さい。 その他ホームページにアップ。

〒020-0105　岩手県盛岡市北松園1-20-1担当：猿橋 由貴子 TEL：048-866-0044 FAX：048-862-8255 担当 平井

TEL. 090-9633-0816　 E-mail：galac@galac.net 

Ｅ-mail：barausagi.ky3po@gmail.com　 URL：http://raku-aroma.net『武蔵浦和・アロマテラピー』で検索

URL：http://r.goope.jp/barausagi

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ☆ アロマ・カラーセラピースクール　ＡＣＡＣＩＡ（アケイシャー）

☆ Health Care School　あーと 1) カラーフレグランス®コース　初心者対応・アロマとカラーを同時に学ぶ

1） はじめてのアーユルヴェーダ講座　 ■日程 随時 リクエスト開催可10:00～16：00頃 

■日程 1月20日(土) 10:00～11:30 人数・スキルにより若干変動 ※昼休憩約1時間

■費用 正会員：2,500円 受講生：2,800円 一般：3,000円 ■費用 イシックコース18,500円 ンストラクターコース23,000円

■お申し込み＆お問い合わせ （材料費・任意試験・認定書発行込）

①お名前②ご住所③電話番号を明記し、 カラーフレグランスラボラトリー　http://color-fragrance.jimdo.com/

ato8ayurveda@yahoo.co.jpまでメールしてください。 2) TCカラーセラピスト講座

２） アーユルヴェーダ・ホームセラピー講座 下記日程以外でも開催可能です。各回3名以内（5H）

■日程　2月3日（土）　10:00～11:30 ■日時　1月22日（月）・28日（日）2月16日（金）・25日（日）

■費用　正会員：2,500円　受講生：2,700円　一般：3,000円　※材料費：500円 ※全1日10:00-15:30を予定　　

上記2件とも ■費用　19,000円（カラーボトル14本・終了書・テキスト・登録料込）

■お申し込み＆お問い合わせ

①お名前②住所③電話番号④会員か受講生かを明記の上、 ブログカスタマイズ、ロゴデザイン・名刺・パンフレットの必要性など、

ato8ayurveda@yahoo.co.jpまで、メールでお申込みください。 説明会を兼ねたお茶会を開催します。

〒981-0905　宮城県仙台市青葉区小松島3-8-26 担当：藤井 早苗　 ■日時：　2月9日（金曜日）　13:00-16:00

TEL：090-3955-5445　 ■費用：　2,500円 　

Ｅ-mail：ato8ayurveda@yahoo.co.jp　 ■上記3講座のお申込み、お問合せはお電話・メールでお願いします。

URL：http://ato8ayurveda.web.fc2.com/ 〒274-0065千葉県船橋市高根台7-23-14新京成線高根公団駅徒歩4分

（自宅サロンにて）　担当：安齋 孝子

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL：090-9828-5996 E-mail：info@aromaacacia.com 

☆ ナチュラルセラピースクール　心緑  URL：http://www.aromaacacia.com 

1） 日本の森の香り１dayセミナー

■日程　随時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■費用　正会員：2000円　一般：2500円 ☆　SleepingBeauty

２） yuica認定日本産精油アドバイザー講座 体験アロマテラピー教室　ルームフレッシュナーを作ろう

■日程　随時 ■日程　１月12日（金）　10:00-12:00

■費用　どなたでも48,240円 ■費用　正会員、受講生：3,000円　一般：3,500円

ＪＡＡ全国加盟校オプション講座 №82 号（お問合せ･お受付けは各校が直接承ります） 

■申し込みの手順：お電話かメールでご都合のいい日をご予約お願いします。

アロマスクール・サロンRAKU～らく～まで、電話申し込み、又はFAX・E-mailにて。

3) 女性開業支援【プライマリー講座】開業・運営のためのノウハウ、ＨＰ制作・



■お申込み&お問い合わせ ■お申込み＆お問い合わせ　

Sleeping Beauty のHPのお問合せフォームまたはメールかお電話でお願いします。 アロマ ハーブスクール＆エステサロン サシェまで、

〒271-064千葉県松戸市上本郷3959担当者：渡辺　千尋 TEL又はHPのお問い合わせフォームより、

TEL：047-308-8545　E-mail：chi-ro305@i.softbank.jp　 お気軽にお問い合わせください。※詳細はＨＰをご覧ください

URL：http://www.sleeping-b.com/

TEL：090-8514-2604 URL：http://sachet-school.com/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆ Aroma&Herb天使のて アロマスクール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アロマクラフト・ハンドメイドコスメ講座を開こう ☆ RMS ローズミントサロン

■日程 平日コース・土日集中コース2月 1) 個性数秘学ナビゲーター講座（養成）

スタート他１回の講習時間はコースにより異なります。 ■日程　随時 要予約4.5時間

■費用　どなたでも98,000円～ ■費用　どなたでも58,000円

■お申し込み＆お問い合わせ 2） 個性数秘学カウンセラー講座（養成）

実際に講座を開くまでの準備・告知・集客についての ■日程　随時 要予約4.5時間

オプション講座もご用意しています。 ■費用　どなたでも88,000円

お問合せは、お申込みは件名に「アロマクラフト講師講座」と明記の上、 3) 個性数秘学　好転のシナリオ　

スクール宛にメール、HPのお申込みフォームからまたは、お電話でお願いします。 ■日程　随時 要予約50分

〒271-0075　千葉県松戸市胡録台 担当：八木 美沙季　TEL：080-1021-0104 ■費用　どなたでも10,000円

E-mail：info@aroma-angelhands.com　 ■お申込み＆お問い合わせ

URL：http://aroma-angelhands.com/?page_id=76

〒214-0021神奈川県川崎市多摩区宿河原2  担当：渡中 けいこ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL：050-3695-1250 E-mail：rosemintsalon@yahoo.co.jp 

☆ ハッピーアロマ＆ライフ URL：http://ameblo.jp/rosemintsalon

柔道整復師が教える解剖学骨筋肉講座

■日程　毎月第2、第4木曜日　12：30～14：30　事前予約制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■費用　 どなたでも10,800円　※テーピング講座は実費円 ☆ Aroma & natural　therapy リリー　

■お申し込み＆お問い合わせ WATEC認定リメディアルセラピスト講座

当校のメールまで、お問い合わせください。 ■日程　随時　　

内容はリクエスト開催又はFBにてお知らせいたします。 ■費用　どなたでも168,000円　※材料費別途1728円 その他：22,000円

〒273-0031千葉県船橋市西船2-26-1　担当：藤崎 幸子 ■お申込み＆お問い合わせ

TEL.：090-6494-6014　FAX：047-434-1271 ホームページのお申込み覧よりお申込みください

 E-mail：happyaromalife7@gmail.com　URL：http://sennari-bs.jp/ 〒500-8286　岐阜県岐阜市西鶉1-17-3　担当：由利　陽子

TEL：.058-227-8115　FAX：058－273-5445　URL：http://lilyaroma.com/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆ ホリスティックアロマスクール　Plage ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1）　嗅覚の心理・色と香りと性格～嗅覚の心理学～ ☆　スクール&サロンAroma Fleur ～アロマフラール～

■日程　随時　2時間 『香りのフラワーリース作り』

■費用　どなたでも5,000円　　 ■日程　希望日時で調整いたします

2） 界面活性剤を使わずにふわふわなクリームを作り上げる ■費用　正会員：2,000円　受講生：1,800円　一般：2,300円　

難易度の高いスキンケア専門クラフト ※材料費：2,500円

■日程　随時 4時間 ■お申込み＆お問い合わせ

■費用　どなたでも30,000円 携帯電話、※ショートメールOK！　

3） 生まれる前にあなたが作った理想の人生のシナリオを知る！～占星学～ Eメールでレッスンご予約のお申し込みください。

■日程　随時2時間 〒480-0105　愛知県扶桑町南山名西寺子80-1担当者：小縣　美鈴　　

■費用　どなたでも15,000円 TEL：090-3852-9702　FAX：0587-74-1868

上記3講座ともに E-mail：aroma.fleur2010@gmail.com　URL：https://www.aroma-fleur.com

■お申し込み＆お問い合わせ

ホリスティックアロマスクールPlageのHPお問合せフォーム、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
または下記メールにお申込みください。 ☆ EririS ナチュラルスクール

〒154-0014　東京都世田谷区新町3-18-15-203　田園都市線桜新町駅５分　 アロマとカラーセラピー

TEL.：090-8808-9557　担当：中山 久美子 （IFA認定アロマセラピスト） ～オーラソーマのボトルを使い香りと色を楽しみましょう～

E-mail：kumiko@plage-aroma.com　URL：http://www.plage-aroma.com/ ■日程　第3月曜日10時～、14時～、18時～（全1回）

■費用　どなたでも5,000円　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ■お申し込み＆お問い合わせ

☆ アロマ ハーブスクール＆エステサロンサシェ 当校のメールまで、お問い合わせください。

１）初めてのハーブ講座 〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄2-6-17　担当：鈴木 衣利子　

■日程 随時 60分　 TEL：090-7022-3765　E-mail：rinlin@hotmail.co.jp　

■費用　3,000円（税抜） URL：http://aromanomori.myjournal.jp/

２） 最適なスキンケアと化粧品の選び方講座

■日程 随時 60分　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■費用　3,000円（税抜） ☆ 香りの創造空間アロマヴェール

３） 魅力発見ハッピーメイク基本講座 ハーバルカラーリウム認定講師講座

■日程 随時90分　 ■日程　随時開催　6時間

■費用　5,000円（税抜） ■費用　どなたでも44,820円　

ブログ問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせ、お申し込みください。

ＪＡＡ全国加盟校オプション講座 №82 号（お問合せ･お受付けは各校が直接承ります） 

〒187-0035東京都小平市小川西町4-12-15　ﾄﾞﾐﾈﾝﾄ202　担当：鴨下 徳子



■お申し込み＆お問い合わせ スクールまでメールまたはTELにてお知らせください。

メール、またはお電話にてご連絡ください。 受付確認後、お振り込みをもって本申し込みとさせていただきます。

〒444-0871 愛知県岡崎市大西1-8-21 TEL：080-5048-1131 担当：相川 有美　 担当：AromaVilla　校長　てらうち佳奈子　TEL：090-8656-1895　

Ｅ-mail：info.aromaveil@gmail.com　URL：http://ameblo.jp/aromaveil/ Ｅ-mail：aromavilla@snow.ocn.ne.jp　URL：https://aroma-villa.jimdo.com/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆　（社）日本マインドワーク協会・サロン・ド・フルールアカデミー ☆ Herb Lovers （ハーブラバーズ）アロマテラピースクール

1）セラピストのための起業のマインドの7ステップセミナーお茶会 1）　IBTAパワーピアス・セラピー講座

■日程　2月6日（火）10：30～12：30 ■日程　随時

■費用　正会員、受講生：3,000＋各自お茶代円　一般：8,000円 ■費用　どなたでも9,000円　※材料費　17,064円

■お申し込み＆お問い合わせ 2）　JAMHAハーブ＆ライフ検定対策講座実習付き　

スクールまでメールにて「7つのステップセミナー」を申し込みたいとお伝えください　 ■日程　随時

折り返し48時間以内にお申込みフォームをお届けします。 ■費用　どなたでも25,920円　※材料費　6,480円

2）　マインドワーク?でアロマセラピストも豊かにマインドアップお茶会 3）　JAMHA認定ハーバルセラピスト講座　

■日程　3月3日（土）10：30～12：30 ■日程　随時

■費用　どなたでも7,000円（ケーキセット代込み） ■費用　どなたでも129,600円※材料費：6,480円

■お申し込み＆お問い合わせ 上記3講座共に

スクールまでメールにてご連絡ください。折り返しお申込みフォームをお届けします ■お申し込み＆お問い合わせ

上記2件とも　担当者：北岡・井上 1月18日以後ご連絡下さい。ショップ営業時間11～18時火曜水曜定休日

E-mail：schoolsfla@gmail.com　TEL：080-5318-8504　 〒670-0992　兵庫県姫路市福沢町144　TEL&FAX：079-295-0310　

URL：https://www.salon-fr.com/ 担当：藤田 静代　　

Ｅ-mail：aroma@mua.biglobe.ne.jp 　URL：http://www.aroma21.co.jp

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆　医療・介護専門臨床メディカルアロマスクール　アグライア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
介護・MCIアロマセラピスト養成講座 ☆　アロマスクール&サロン アロマグラッセ

■日程　下記1）・3）は自由予約制、2）は第三土曜日　 メディカルアロマ&ハンドトリートメント認定資格取得講座　

■時間　2）9：30～17：00 ■日程　毎月開催　※詳しい開催日はHPをご確認ください。

1）120分×18コマ（理論120分×9コマ、実技120分×9コマ） ■費用　正会員、受講生：64,800円　一般：70,200円　※材料費：5,400円　

2）MCI専門士資格取得講座（1日終日講座：約7時間） その他：10,800円

3）現場研修（場所、日時は選択できます） ■お申し込み＆お問い合わせ

■費用　どなたでも330,500円（税抜き）※分割払い可能。一括払いは割引が適応。 お申込み、お問合せは下記メール、電話、URLよりお願いいたします。

■お申し込み＆お問い合わせ メディカルアロマ資格取得講座 または JAAハンドトリートメント

メールにてお申し込みください 実技資格取得講座どちらかのみの受講も可能です。

〒543-0024　大阪府大阪市天王寺区舟橋町15-37　　担当：玉野　純子　 〒663-8184　兵庫県西宮市鳴尾町5-2-33-301　TEL：090-3428-0637 

TEL FAX　06-6768-6880　E-mail　info@aglaia-medicalaroma.com 担当：家永 純世　　Ｅ-mail：aromagrasse@icloud.com  

URL  （臨床アロマスクール）http://www.aglaia-medicalaroma-school.com/ URL：www.facebook.com/aromagrasse.sumiyo

（企業HP）http://www.aglaia-medicalaroma.com/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ☆　ウェルアロマティーチングスクール

☆　いやしのｻﾛﾝ　Hane 1）　楢林式アロマ膝ケア☆相モデル講座☆　

1）【楢林式】アロマ膝ケアセルフケア講座～サンケイカルチャースクール梅田教室～ ■日程　6月17日(日)　13:00～16:00　

■日程　2月10日（土）13：00～16：00 ■費用　どなたでも　8,000円（税込、100mLトリートメントオイル付き）　

■費用　どなたでも6,580円　 ※再受講の方　6,000円（税込、100mLトリートメントオイル付き）

2）【楢林式】アロマ膝ケアセルフケア講座～サンケイカルチャースクール神戸教室～ 2）　楢林式アロマ膝ケア☆セルフケア講座☆

■日程　2月18日（日）13：00～16：00　 ■日程　7月8日（日）　13:00～16:00　 

■費用　どなたでも6,580円　 ■費用　どなたでも　8,000円（税込、100mLトリートメントオイル付き）　

3）開運！アロマフットケア脚の経絡の気の流れを良くする ※相モデル講座参加者 7,000円（税込、100mLトリートメントオイル付き）

フットケアで開運UPと美脚効果！ 3）　楢林式アロマ膝ケア☆セルフケア下腿講座☆　

■日程　随時 ■日程　8月5日(日)　13:00～16:30　 

■費用　正会員・受講生：3980円　一般：5000円　 ■費用　セルフケア講座を受講された方のみ7,000円

※一般の方ペア割あり円（お1人につき千円引き） （税込、100mLトリートメントオイル付き）

上記3講座共に ※再受講の方　6,000円（税込、100mLトリートメントオイル付き）

■お申し込み＆お問い合わせ 上記3講座共に

メール、またはお電話で氏名・年齢・住所・携帯番号・メールアドレスを ■お申込み＆お問い合わせ

お知らせ下さい。詳細はお申込時後、ご連絡いたします。 メール、お電話またはFAXでお申し込みの上、

担当：ことう きみよ　〒530-0054大阪市北区南森町 「氏名・年齢・住所・電話番号・メールアドレス」をお知らせください。

TEL：090-5041-9774　Ｅ-mail：hane21@icloud.com 〒723-0003広島県三原市中之町4-6-11 TEL. 0848-62-5507　　　　　　　

FAX.0848-61-5380

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 担当：福井 美喜子　E-mail.：well@royal.ocn.ne.jp  

☆ Aroma Villa URL：http://www.wellwell.co.jp/

春のMyフレグランス創りと極上ホテルランチ　

■日程　3月11日（日）　10：00～ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■費用　どなたでも13,996円　 ☆ アーユルヴェーダサロン茶倉（チャクラ）　ガヤトリースクール

■お申し込み＆お問い合わせ 1） アーユルヴェーダ入門講座（理論編）　

ＪＡＡ全国加盟校オプション講座 №82 号（お問合せ･お受付けは各校が直接承ります） 



■日程　随時（応相談）・希望日の集中講座も可能です　※通信教育始まりました。

■費用　どなたでも38,000円（税抜）通信教育同額　　※材料費なし

2） アーユルヴェーディック美顔　

■日程　随時（応相談）・希望日の集中講座も可能です　　

■費用　どなたでも60,000円（税抜）　※材料費なし

3） チャクラン（アビャンガ）全身オイルマッサージ

■日程　随時（応相談）・希望日の集中講座も可能です　　

■費用　どなたでも120,000円（税抜）　※材料費なし

上記3講座共に　

■お申し込み＆お問い合わせ

アーユルヴェーダサロン茶倉（チャクラ）までTEＬまたはE-mailで

お申し込み下さい。

〒890-0063鹿児島市鴨池１丁目31-12 西垂水ビル１F　

TEL＆FAX.：099-252-1240　担当：六反

E-mail：info@chakura.jp 　URL：http://www.chakura.jp/

ＪＡＡ全国加盟校オプション講座 №82 号（お問合せ･お受付けは各校が直接承ります） 



ナチュラルセラピー心緑へ、お電話またはメール、HPのメールフォームより

〒981-0913　宮城県仙台市青葉区昭和町2‐23ノーヴス・アーバンビル701　　


