ＪＡＡ全国加盟校オプション講座 №79 号（お問合せ･お受付けは各校が直接承ります）
URL：http://www.aroma-rhythm.jp
（
「仙台 アロマリズム」で検索）
E-mail：mail@aroma-rhythm.jp
TEL：090-7239-7722

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆アロマレッスン＆プライベートサロン Fiore（ﾌｨｵｰﾚ）
介護アロマ フォローアップ講座
■日程 毎月開催（各月の日程はお問い合わせください）
※個別対応も可能
■費用 正会員・受講生・一般ともに 3,500 円
（資料・材料費込み）一括 40,000 円
その他：テキスト 2,592 円
■お申し込み＆お問い合わせ
メールまたはお電話にて事前にお申し込み、お問い合わせ
ください。ご連絡の際はお名前、ご住所、お電話番号、メ
ールアドレスをお知らせください。日程やカリキュラム内
容など、講座の詳細をご案内いたします。
〒030-0845 青森県青森市緑 1 丁目
担当：塩崎 美佳（しおざき みか）
TEL. 070-6950-8723
E-mail：kirara@actv.ne.jp
URL：http://ameblo.jp/fiore-0810/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆Aroma Angel（アロマエンジェル）
介護アロマセラピー
■日程 1/22（日）2/26（日）3/26（日）4/23（日）
※上記以外の日程も可、どの月からでもスタート可
■費用 正会員・受講生・一般とも 3800 円（税別）
※材料費込み
■お申し込み＆お問い合わせ
〒990-0832 山形県山形市城西町 担当：森岡 句美
TEL. 023-679-3293
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆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
■費用 どなたでも 6,5000 円（教材費込み）
2）技術アップ全１回講座開催中☆
■費用 90 分 10000 円 随時受付
3）RAKU スポアロケアローション体験会
■費用 90 分 2500 円随時受付
上記 3 つは
■お申し込み＆お問い合わせ
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。
受付後 2～3 日後にサロンより電話致します。
（スポアロ出
張などでサロン不在の場合ありの為。
）
〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所7-10-22-101店舗
（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。クリーニング・歯科並び。
受付 12：00～18：00 定休日水曜日。その他ホームページ
にアップ。
TEL.048-866-0044 FAX.048-862-8255 担当：平井
E-mail：galac@galac.net
URL：http://raku-aroma.net
『武蔵浦和・アロマテラピー』で検索下さい

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆ナチュラルセラピースクール 心緑
1）地域福祉アロマケアラー協会認定 タッチケアラー講
座
■日程 1 月 7 日・8 日（盛岡）
、2 月 18 日・19 日（仙台）
■費用 どなたでも 37,400 円
（認定料、テキスト、材料その他すべて含む）
■お申し込み＆お問い合わせ
お問合せはメール、お電話でお願いします。詳細は HP を
ご覧ください。
ナチュラルセラピースクール心緑 までお電話、メール、
HP のご予約フォームからお申込み下さい。
〒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 担当：佐藤 智子
TEL.080-5577-6111
E-mail：sinryoku.s@gmail.com
URL：http://sin-ryoku.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆アロマ&ハーブ aroma-rhythm アロマリズム
1）スクール・サロン開業レッスン
■日程 ご希望の日程で随時
■費用 25,000 円
2）スキルアップ PC レッスン
■日程 ご希望の日程で随時
■費用 5,000 円／1 時間
ランチ付
上記 2 つは
■お申し込み＆お問い合わせ
HP の予約フォームまたは、メールかお電話にてお問合せ
ください。
〒981-3223 仙台市泉区住吉台西 1 丁目 担当：上泉

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆アロマ・カラーセラピースクール ACACIA（ｱｹｲｼｬｰ）
１）カラーフレグランス®コース（各全１回）
■日程 随時 リクエスト開催可
■費用 ベイシックコース 18,500 円 インストラクター
コース 23,000 円（材料費・任意試験・認定書発行込）
カラーフレグランスラボラトリー
http://color-fragrance.jimdo.com/
2）オーラソーマ®エッセンシャルズプレゼンターコース
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英国 ASIACT 認定
■日程 ◇3 月 18 日（土）１9 日（日）20 日（春分の日）
■費用 68,000 円
（英国発行終了書・バインダーテキスト・ＣＤ・登録料込）
3) 女性開業支援【プライマリー講座】
■日程： 4/22、5/13、5/27、6/10、6/24、7/8
（全土曜日）＆ web は個別対応 2 回
■費用： 250,000 円
■お申し込み＆お問い合わせ
お電話・メールでお願いします。
〒274-0065 千葉県船橋市高根台 7-23-14 新京成線高根
公団駅すぐ 担当：安齋 孝子
TEL. 090-9828-5996
E-mail： info@aromaacacia.com
URL： http://www.aromaacacia.com

URL：http://www.plage-aroma.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆アロマ ハーブスクール＆エステサロンサシェ
ＮＰＯ法人日本ハーブ振興協会
1）初めてのハーブ講座（教材費込）
■日程 随時（応相談）
■費用 どなたでも 60 分 3,000 円（税抜き）
2）日本ハーブ検定対応講座（全３回６時間）
■日程 随時（応相談）
■費用 どなたでも（教材費込）38,000 円（税抜）
3）PAH ハーブ資格取得コース（全 10 回 20 時間）
■日程 随時（応相談）
■費用 どなたでも（教材費込）207,600 円（税抜）
上記 3 つは
■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まで、TEL
又は HP のお問い合わせフォームよりお問い合わせくださ
い。※詳細は HP をご覧ください
〒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
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教室を開こう
■日程 ・平日コース 1/30 スタート
・土曜集中コース 2/18～
■費用 どなたでも 75,000 円 ※材料費 21,000 円
■お申し込み＆お問い合わせ
メールにて件名を「JAA アロマクラフト講師講座」と明記
の上お申し込みください。
〒271-0075 千葉県松戸市胡録台 担当：八木 美沙季
TEL. 090-2476-6281
E-mail：mail@angel-hands.info
URL：http://angel-hands.info/craftteach

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆アロマスクールラヴァーレ
アロマスクールラヴァーレ 10 周年記念セミナー「アロマ
セラピーを仕事にするためのアロマ心理学」
■日程 2 月 3 日(金)
■費用 どなたでも 8,000 円 （税込）
■お申し込み＆お問い合わせ
フリーダイヤル 0120-080-774
又はメールにて「ＪＡＡワンデーセミナー希望」と題名を
入れていただきお申込みください。
E-mail：aroma@lavare.co.jp

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆ホリスティックアロマスクール Plage
1）ふわふわな仕上がりのクレンジングクリーム
■日程 随時
■費用 どなたでも 4,000 円
2）浄化と防御の秘密のレシピとグラウンディングテクニ
ック
■日程 随時
■費用 どなたでも 5,000 円
3）お線香づくり
■日程 随時
■費用 どなたでも 4,000 円
上記 3 つは
■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。
〒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 担当：中山 久美子
TEL. 090-8808-9557
E-mail：kumiko@plage-aroma.com

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆アロマスクールラグジューム
無農薬ハーブで作る若返りの化粧水ハンガリーウォーター
1）精油で作る私の香りスプレー
■日程 随時（要予約）
■費用 どなたでも 3,500 円
2）若返りの化粧水ハンガリーウォーター
■日程 随時（要予約）
■費用 一般 6,000 円、JAA 会員様 5,000 円
3）世界にひとつしかないあなただけのオリジナル香水作
り
■日程 随時（要予約）
■費用 ：一般 9,000 円：JAA 会員様 8,000 円
上記 3 つは
■お申し込み＆お問い合わせ
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アロマスクールラグジュームまで、メールまたはお電話で
ご連絡ください。
〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-19-5-6F 担当：石井
TEL. 03-6452-4303
E-mail：info@laxum-aroma.com
URL：http://www.laxum-aroma.com/

TEL.090-7022-3765
E-mail：rinlin@hotmail.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆アロマハウス Rosemary・アロマケアスクール Mommy
共催
【楢林式】膝のアロマケア☆セルフケア実習講座☆
■日程 7 月 2 日（日）
■費用 正会員・受講生・一般とも 7,560 円
その他：過去に津、豊橋、名古屋で一般セミナー
を受けた方は 6,480 円
■お申し込み＆お問い合わせ
申込フォームまたはお電話にてお申し込み、お問合せくだ
さい。
お問い合わせフォーム
https://ws.formzu.net/fgen/S74588621/
【お電話でのお申込み・お問合せ】
☆アロマハウス Rosemary（駒田）
TEL.059-228-6830
URL：http://izu.gooside.com/rosemary/
☆アロマケアスクール Mommy（前田）
TEL.080-1616-0895
URL：http://www.mommy-aromacare.com/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆ヤスミヌム
セルフネイルケア講座
■日程 営業日に準じます
■費用 どなたでも 1,700 円
■お申し込み＆お問い合わせ
受講希望日の 2 日前までに電話かメールでお申込みくださ
い。手指に皮膚疾患のある方、不安のある方はご相談の上
受講可か否かお答えさせていただきます。
〒146-0083 東京都大田区千鳥 担当：たかはし ゆみ
TEL.080-3916-0068
E-mail：jasminum.sweet@nifty.com
URL：http://jasminum.sweet.coocan.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆Aroma & natural therapy リリー
1）WATEC 認定リメディアルセラピスト講座
■日程 随時
■費用 どなたでも 175,000 円 ※材料費別途 1,728 円
その他：12,000 円
2）フェイシャルトリートメントコース
■日程 随時
■費用 どなたでも 168,500 円
上記 2 つは
■お申し込み＆お問い合わせ
Aroma & natural therapy リリーまで TEL、FAX、ホー
ムページのお問合せ覧よりお申込みください。
〒500-8286 岐阜県岐阜市西鶉 1-17-3 担当：由利 陽子
TEL.058-227-8115 FAX. 058-227-8115
URL：http://lilyaroma.com

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆サロン・ド・フルール
一般社団法人 日本マインド協会
マインドワークフォーカライザー養成講座 2 期生
■日程
平日クラス
4/11（火）5/9（火）5/23（火）6/6（火）6/13（火）
土・祝日クラス
4/22（土）5/5（祝・金）5/6（土）6/3（土）
■費用 どなたでも 250,000 円
■お申し込み＆お問い合わせ
詳しくは、下記のアドレス
URL：http://www.reservestock.jp/events/152608
または、
E-mail：schoolsfla@gmail.com までご連絡ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆ EririS ナチュラルスクール
アロマセラピーの解剖学
■日程 完全予約
■費用 正会員・受講生・一般とも 18,000 円
※材料費・2,000 円
■お申し込み＆お問い合わせ
EririS アロマナチュラルスクールへ、下記メールにてお問
い合わせください。
詳しいパンフレットを添付ファイルでお送りいたします。
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 2-6-17
担当：鈴木 衣利子

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆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
1）アーユルヴェーダ入門講座（理論編）
■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
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■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
■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
担当：六反
TEL＆FAX.099-252-1240
E-mail：info@chakura.jp
URL：http://www.chakura.jp/
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