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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆アロマとハーブのスクール＆ショップBernadette 
ベルナデッタ  

1）長島司先生Specialセミナー ～植物の色と香り～ 
①食べる素材を水蒸気蒸留 ②LLi抽出法の解説と体験 
■日程 10月14日 (土) 
■時間 ①10時半～ ②13時15分～ 全1回 
■費用 どなたでも ①5,100円 ②5,300円 

※①②両方で8,400円 
■持ち物 筆記用具 
■会場 社会福祉法人八甲田会研修室 
2）白神アロマでストレスケア 

～白神の香りたちをご紹介～ 
午前 
・「ストレス社会とメンタルケア」 西川 真知子先生 
・味覚で楽しむ白神（試食あり） 沼内 美加子・鎌田 雪野 
午後 
・「介護にアロマでストレスケア」 重松 浩子先生  
・味覚で楽しむ白神（試食あり） 沼内 美加子・鎌田 雪野 
■日程 9月27日 （水） 
■時間 午前10：30～12：00 午後13：30～15：00 

全1回 
■費用 どなたでも午前・午後とも各500円 ※材料費込 
■会場 神楽坂プリュス2Ｆ 
※青森県補助事業につき、アンケートへのご協力が必須と

なりますことをご了承ください。 
上記2件ともに 
■お申し込み＆お問い合わせ 
HP よりイベント専用お申込みサイトからお申込みをお願

いいたします。 
メールまたはお電話でのお申込みも承っております。 
〒034-0001 青森県十和田市三本木字千歳森146-15  
TEL&FAX.0176-25-0578  担当：沼内 美加子 
Ｅ-mail：aroma.bernadette@gmail.com 
URL：https://www.aroma-bernadette.com/ 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆アロマスクール ソルド 
日本の香り１ｄａｙ体験講座 ～日本産精油の香りの魅力

を体験しませんか？～ 
クロモジ、ヒノキ、スギ、ニオイコブシなど…日本産精油

の解説と日本産精油を使ったアロマクラフトを作成します。 
■日程 9月21日（木） 
■時間 14:00～15：30 
■費用 スクール受講生 CWA会員1,000円 

 一般1,500円 
■持ち物 筆記用具 
■講師 栃内 恵子 
■会場 盛岡 アロマスクール ソルド 
■お申し込み＆お問い合わせ 

アロマスクールソルドまでお電話、メールにてお問合せ下

さい 
〒020-0023 盛岡市内丸1-6 担当者：栃内 恵子 
TEL.090-6250-0824 
Email：keikosold@yahoo.co.jp 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆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

～アロマセラピーを社会貢献に役立てる～ 
障害がある方、高齢者、特別なケアが必要とする方へ、タ

ッチング&アロマの活かし方、マインドを学びます。。 
■日程 盛岡9月9日（土）・10日（日） 

仙台10月14日 （土）・15日（日） 
■時間 2日間とも13:00～17:00 

仙台2日目のみ10:00～15:00  
■費用 37,400円（税込） 
■持ち物 筆記用具、バスタオル、フェイスタオル、動き

やすい服装 
■講師 栃内 恵子、佐藤 智子 
■会場 盛岡市内、仙台市内 
2）日本の香り1day体験講座 

～日本産精油の香りの魅力を体験しませんか？～ 
クロモジ、ヒノキ、スギ、ニオイコブシなど…日本産の精

油の解説と日本再精油を使ったアロマクラフトを作成しま

す。 
■日程 9月16日（土）、29日（金）、10月3日（火） 
■時間 10：30～12：00 

 （9月16日のみ13：30～15：00） 
■費用 スクール受講生 CWA会員1,000円 

 一般1,500円 
■持ち物 筆記用具 
■講師 佐藤 智子 
上記2件とも 
■お申し込み＆お問い合わせ 
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お問い合わせください。 
〒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：info@arocare.net 
URL：http://arocare.net/ 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆ アロマスクール・サロンRAKU ～らく～ 
1）スポーツアロマ講座 
RAKUが今までの実績・経験・ノウハウから構成され、今

現在もプロショップGALACにて提供されているスポーツ

アロマの理論・技術を学ぶコース！！ 
講座構成はミーティングにて決定し、構成していきます。
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最低金額55,000円～となります。 
■日程 全日開催 
■時間 全日開催 全6回 
■費用 どなたでも6,5000円（教材費込み） 
※基本セラピスト技術がある方。ない方はアロマボディー

セラピスト・フェイシャル・ 
リフレクソロジー基本講座もありますのでご相談ください。 
■持ち物 「らく」で用意します 
2）アロマとハーブを楽しむ会 
■日程 3カ月に１度開催 
■内容 オリジナルハーブティーを飲みながらスポーツア

ロマ体験・クラフトづくり・身体に良い事をしようと 
『アロマとハーブを楽しむ会』として3カ月に1度イベン

トとして開催☆ 
※（例）7月31日月曜日開催内容ではハーブティーを飲み

ながらハーブバースデイ・お母さんがする 
べビマ体験・スポアロローション体験を実施いたしました。 
■時間 10：00～13：00 全1回 
■費用 4,000円   
■持ち物 「らく」で用意します 
3）技術アップ全１回講座開催中☆ 
ここの技術を学びたい。技術アップしたいなどスポーツア

ロマ講師も行い、なお現役のスポアロセラピストとして施

術も行っている講師セラピストからプラス１レッスン。 
◆料金 90分 10,000円 ぜひお問合せを 
『武蔵浦和・アロマテラピー』で検索しお問合せ下さい 
上記3つは 
■講師 平井 裕美 
■会場 アロマスクール・サロンRAKU ～らく～ 
■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』で検索しお問合せ下さい。 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆ 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R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） 

2）アロマミーティング （新規募集） 
■日程 初回9月15日（金） 13:00-15:00   
■費用 2,000円   
3) 女性開業支援【プライマリー講座】 2期生募集 
■日程：初回9月中旬頃 

 受講生様のご都合を柔軟に考慮します 
■費用： 250,000円（オールインパッケージプライス） 
上記3件ともに 
■お申込み、お問合せ方法 
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 
URL：http://www.aromaacacia.com 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆Aroma&Herb天使のて アロマスクール 
アロマクラフト＆手作りコスメ教室を開こう 
■日程 平日コース・土日集中コース10月スタート 
■費用 どなたでも98,000円～ 
■お申し込み＆お問い合わせ 
今回より講座内容を改定し、実際に講座を開くまでの準備、

告知、集客について、講座の進め方もプラスしました。内

容も選べます。 
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、スクール宛にメールいただくか、HP のお申

込みフォームよりお願いします 
〒271-0075 千葉県松戸市胡録台  担当：八木 美沙季  
E-mail：info@aroma-angelhands.com 
URL：http://aroma-angelhands.com/ 
※詳細はHP「アロマクラフト講師講座」をご覧ください 
     
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆ ホリスティックアロマスクール Plage 
1）クレンジングとプロテクションのための精油 
■日程 随時   
■費用 どなたでも8,000円   
2）クオリティーの高さを追求したスキンケアクラフト集 
■日程 随時  
■費用 どなたでも20,000円 
3）プロフェッショナル・占星学 
■日程 随時 
■費用 どなたでも78,000円 
上記3件ともに 
■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  
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TEL. 090-8808-9557 担当：中山 久美子 （IFA認定アロ

マセラピスト） 
E-mail：kumiko@plage-aroma.com 
URL：http://www.plage-aroma.com/ 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆aroma therapy school Profumo #1171 
素敵なインストラクター養成講座  
■日程 10月4日（水）、11月8日（水）、12月6日（水） 
■費用 どなたでも108,000円（教材費込） 
■お申込み＆お問い合わせ 
9月14日（木）までにメールでお申し込みください。 
※毎回事前課題があり、課題に準じた簡単なレポート提出

などがあります。 
〒162-0055 東京都新宿区余丁町 4-14 コンシェリア新宿 
HILLSIDE・SQUARE 担当：高野 優子 
E-mail：aromaschool@profumo1171.com 
URL：https://ameblo.jp/yuko-lalala-lalala/ 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆クローバーアロマスクール 
1）ブレストケア講座  
■日程 9月9日（土）、10月21日（土）、11月11日（土） 
■費用 どなたでも2,000円 ※トリートメントオイル代 

1,000円 
■お申込み＆お問い合わせ 
ＨＰのご予約フォーム、またはお電話、メールにてお申込

み下さい。 
〒205-0013 東京都羽村市富士見平2-2-17 2階 
担当：萱原 恵子 

TEL&FAX 042-554-5742 
E-mail：cloverhouse@t-net.ne.jp 
URL：https://cloverhouse-aroma.jimdo.com/ 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆アロマ ハーブスクール＆エステサロン サシェ 
１）１day初めてのハーブ講座 
■日程 随時 
■費用 3,000円（税抜）（教材費込） 
2）日本ハーブ検定対応講座 
■日程 随時 
■費用 38,000円（税抜）（教材費込） 
3）１day最適なスキンケアと化粧品の選び方講座 
■日程 随時 
■費用 3,000円（税抜） 
上記3件ともに 
■お申込み＆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、 
お気軽に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/ 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆ アロマスクールラグジューム laxum 
ペットアロマ講座  
■日程 随時（要予約） 
■費用 どなたでも19,800円  
■お申し込み＆お問い合わせ 
アロマスクールラグジュームまで、電話またはメールにて

お申込み下さい。 
〒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/ 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆ヤスミヌム 
セルフネイルケア講座 
■日程 営業日に準ずる 
■費用 どなたでも1,700円  
■お申込み＆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 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆アロマセラピーサロン&スクールLavandula（ﾗﾊﾞﾝﾃﾞｭﾗ） 
アロマフレグランスストーン認定講座 
■日程 9月以降随時 
■費用 どなたでも39,800円（税抜） 
※テキスト・材料・認定料込み 

■お申込み＆お問い合わせ 
アロマテラピーサロン＆スクール Lavandula までメール、

お電話からお問い合わせ、お申し込みをお願いいたします。 
お申し込み後、詳細をご連絡致しますので費用の振り込み

をお願いいたします。入金確認後にテキスト・材料をお取

り寄せ致します。 
〒171-0044 東京都豊島区千早２－２９－１２ 担当：仲

俣 千鶴 TEL. 090-3340-1831   
E-mail：d.h.lavandula@gmail.com 
URL：http://dhlavandula.wix.com/lavandula-aroma 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆RMS ローズミントサロン 
サノフラワーアロマディフューザー講座  
■日程 9月8日.22日（金） ※日程は随時相談可能です。 
■費用 どなたでも5,000円 ※材料費込み 
■お申込み＆お問い合わせ 
下記URLの問い合わせフォームからお願いいたします。 
〒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 
URL： 
http://ameblo.jp/rosemintsalon/entry-12219132198.html
?frm=theme 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆ EririS ナチュラルスクール 
8 月～9 月限定のヨーロッパのアロマとハーブのワンレッ

スン 
■日程 随時 完全予約  
■費用  どなたでも6,000円  
■会場 EririSナチュラルスクール 
■講師  鈴木 衣利子 
■持ち物 筆記用具 
■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 

TEL.090-7022-3765 
E-mail：rinlin@hotmail.co.jp 
URL：http://aromanomori.myjournal.jp/ 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆香りの創造空間アロマヴェール 
介護に役立つアロマ＆ハーブ療法講座 
介護、疾患についての基礎知識、アロマ＆ハーブ療法の実

践・導入方法のご紹介と経験談のシェア、アロマ万能クリ

ーム作り、参加者同士の交流会も行います。 
■日程 9月28日（木） 
■時間 10：00～15：00 全1回 
■費用 どなたでも6,000円 ※材料費込 
■持ち物 筆記用具、お昼持参 
■講師 相川 有美・ 大竹 優子（アロマサポート&アロマ

スクール Leaf pendant） 
■会場 大浜燃料西尾充填所ショールーム 
■お申し込み＆お問い合わせ 
メール、またはお電話にてご連絡ください。 
〒444-0871 愛知県岡崎市大西1-8-21 

TEL 080-5048-1131  担当 相川 有美  
E-mail：info.aromaveil@gmail.com 
URL：http://ameblo.jp/aromaveil/ 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆アロマケアスクールMommy・アロマハウスRosemary 
共催 
【楢林式】アロマ膝ケア・ブラッシュアップ!セルフケア実

習講座～ご自身でご自身の脚をセルフケア～ 
大腿部から膝、下腿までのセルフトリートメント実習講座

です。 
■日程 9月3日（日）  
■時間 13：30～16：30 全1回 
■費用 正会員・受講生・一般とも 8,640円  
■会場 名古屋ウインクあいち  
■講師 前田 智巳 駒田 尚美 
■持ち物 大腿部が全開できる短パン、 
バスタオル・フェイスタオル各一枚、筆記用具 

■お申し込み＆お問い合わせ 
過去に豊橋、津、名古屋での2講師開催のアロマ膝ケア一

般講座で理論&相モデル実習講座を受講していただいた方

のみ募集対象とさせていただきます。ご自身のケアをした

い!、というご要望にお応えして大腿部、膝から下腿までセ

ルフケアができる実技を学びます。 
お問い合わせ・お申し込みは、アロマケアスクールMommy
またはアロマハウスRosemaryまでお願いします。 
【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 
HP：http://rosemaryaroma.web.fc2.com 
☆アロマケアスクールMommy（前田） 
TEL.080-1616-0895 
HP：http://www.mommy-aromacare.com/ 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆スポーツアロマサロン＆スクールnao華 
1）第3回・第4回 パパママトレーナー講座 
～がんばるわが子に10分ケア！～ 

スポーツを頑張るわが子を心身両面からケアする為のコン

ディショニングマッサージ講座です. 
■日程 8月30日（水）・9月13日（水） 
■時間 10：00～15：00（休憩1時間） 全1回 
■費用 どなたでも14,800円 

（テキスト･アロマローション代込み） 
※ご夫婦での参加はペアで19,800円 
■持ち物 バスタオル、フェイスタオル、筆記用具、飲み

物、動きやすい服装、太ももまで出せる短パン 
■会場 8月30日 金沢勤労者プラザ 
（https://www.kinpura.com/about/access.html） 

9月13日 愛知県半田市西区区民館  
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（https://goo.gl/maps/gwyWe96V4K82） 
■お申し込み＆お問い合わせ 
u-balからだ塾 お申し込みページより 
http://www.u-bal.com/course/46 
（受講料お振込みにて参加確定となります） 
2）楢林式アロマ膝ケア・セルフケア講座 
変形性膝関節症やスポーツ障害などを学び膝周りの不調を

予防、ケアするための実習講座です. 
■日程 10月15日（日） 
■時間 13:15～16:30 全1回 
■費用 どなたでも12,000円 

（テキスト･ブレンドアロマオイル・税込み） 
※再受講8,000円、相モデル受講者10,000円 
■持ち物 バスタオル､フェイスタオル､筆記用具､飲み物､

動きやすい服装､太ももまで出せる短パン 
■会場 愛知県半田市西区区民館  
（https://goo.gl/maps/gwyWe96V4K82） 
■お申し込み＆お問い合わせ 
メールまたはお電話にて氏名・年齢・住所・携帯番号・メ

ールアドレスをお知らせ下さい 
スポーツアロマサロン＆スクールnao華 
担当：宮木 奈保子  

〒470-2201 愛知県知多郡阿久比町白沢 
TEL.090-5869-0651   
E-mail：aroma_naoka@yahoo.co.jp 
URL：https://ameblo.jp/rosewood427/ 
上記1）、2）とも 
■講師 宮木 奈保子 
■定員 先着12名  
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆レスピラール 
1）漢∞蘭アロマテラピー 神農本草経の香 
 ～重陽の日～陰陽バランスを取る香り～ 
一年で一番陽気が高まる日。漢方生薬と西洋ハーブを調香

して、陰陽のバランスを取る香りを作ります。夏の暑気を

払い、涼やかな秋を迎えましょう。 
■日程 9月9日（土） 
■時間 14：00～15：30 全1回 
■費用 正会員、受講生：3,000円 一般：3,500円 

※材料費：500円 
2）アロマ＆ハーブを楽しむ ソアンの集い 
～実践☆アーム＆レッグ トリートメント腕磨き～ 

秋のアロマイベントに備えて、東洋医学の陰陽論五行説を

基に組み上げたアーム＆レッグ セラピューティックトリ

ートメントの実践練習会。継続開催の集いです。基礎から

学びたい方もご参加いただけます。 
■日程 9月12日（火）、10月3日（火） 
■時間 14：00～16：30 
■費用 どなたでも各6,000円 

※開催日１週間前の月曜日までにご連絡ください。 
上記2件ともに 
■持ち物 特になし 
■講師 倉津 三夜子 
■会場 K'sホリスティック・スクール 
■お申込み＆お問い合わせ 
K's ホリスティック・スクールまでメールにてお申し込み

ください。 
〒546-0021 大阪市東住吉区照ヶ丘矢田2-6-25 
 担当：倉津 三夜子 
TEL.090-4298-9920 
FAX.06-6706-1523 
E-mail：ks_aroma@mbr.nifty.com 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆ Kanon 
楢林式アロマ膝ケア実習講座 
～杖いらず！薬いらず！笑顔で毎日を♪～ 
膝の痛みを諦めていませんか？セルフでケアをして痛みが

変化した方が沢山います。アロマで何故痛みが変化するの

か、痛くなる前に何故ケアが必要なのか「理論」と「アロ

マオイルを用いた手技」を学んで頂きます。リラックスだ

けではないアロマの素晴らしさを体感してください。 
■日程 10月29日 （日） 
■時間 13：30～16：30 全1回 
■費用 どなたでも8,000円 
 ※お2人以上でのお申込みはお一人6,000円 
■持ち物 バスタオル1枚、フェイスタオル2枚、筆記用

具、太腿の付け根まで出せるゆったりとした短パン、飲み

物 
■講師 長谷川 由紀子 
■会場 KOKO PLAZA （大阪市立青少年センター） 
■お申し込み＆お問い合わせ 
メール又は FAX で「氏名・年齢・住所・電話番号・メー

ルアドレス」を明記の上、お申込みください。（お 2 人以

上でのご参加は、代表の方が参加人数分お知らせください） 
詳細はお申込み後、ご連絡いたします。 
〒562‐0032 大阪府箕面市小野原西3‐11‐23  
担当：長谷川 由紀子  

TEL&FAX.072-730-6078 
E-mail：Kanon.smile1129@gmail.com 
      
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆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 
1）臨床アロマ講座（理論） 
～アロマ外来、介護アロマ症例～ 

数多くある取引先で実施されている病院や介護施設での症

例を勉強します。婦人科、整形外科、内科、介護など、 
■日程 自由予約制 
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■時間 120分 全5回 
■費用 どなたでも142,884円※材料費込 
■持ち物 お持ちのアロマテキスト 
■会場 当スクール天王寺鶴橋校および阿倍野校 
■講師 玉野 純子 
2）MCI専門士資格取得講座 
 ～アロマビジネスの展開に役立ちます～  
MCI早期発見認知症予防に貢献する資格。関西の名だたる

企業が集まりMCI早期発見や認知症予防ビジネスを展開。 
■日程 8月19日（土）、9月23日(土) 一日で資格取得

可 
■時間 7時間 全1回 
■費用 どなたでも21,600円 
■持ち物： 筆記用具 
■講師 当社取引先医師や弁護士など有資格者 
■会場：NLC新大阪ビル 詳細はご連絡いたします 
3）臨床アロママッサージ＆リンパマッサージ講座～リラ

クゼーションやエステだけでなく体や心の改善を目指す手

技取得を目指す方へおすすめです～アロマ外来、介護アロ

マなどを展開し導入するための手技 
■日程 自由予約制 
■時間 120分 全7回 
■費用 どなたでも146,340円 
■持ち物 筆記用具 バスタオル 
■会場 当スクール天王寺鶴橋校および阿倍野校 
■講師 玉野 純子 
上記3件共に 
■お申し込み＆お問い合わせ 
当スクールまでメールおよび電話にてお申し込みください。 
〒543-0024 大阪市天王寺区舟橋町15-37 
 担当：玉野 純子 
TEL.06-6768-6880 
E-mail：info@aglaia-medicalaroma.com 
URL：http://www.aglaia-medicalaroma.com/ 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆Aroma Villa 
精油を使ったフレグランスデザイン講座 ～花とアロマが

好きな方のための特別講座～ 
生花のアレンジとMyフレグランス作り、レッスンの後は

ゆったりフレンチランチを楽しむ素敵な一日です。 
■日程 11月12日（日） 
■時間 11：00～15：00 全1回 
■費用 どなたでも15,000円  
■持ち物 筆記用具 
■講師 てらうち 佳奈子   
■会場 ラペティ・ロアラブッシュ（大阪・淀屋橋） 
■お申し込み＆お問い合わせ 
お問い合わせ・お申込みはメールで先着順にて受付します 
寺内までお気軽にご連絡ください 

〒573-0075 大阪府枚方市東香里3-33-37 
担当：てらうち 佳奈子 

TEL.090-8656-1895  
E-mail：aromavilla@snow.ocn.ne.jp 
URL：https://aroma-villa.jimdo.com/ 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆ Herb Lovers（ﾊｰﾌﾞﾗﾊﾞｰｽﾞ）アロマテラピースクール 
1）ふくらはぎトリートメント講座 
 ～第二の心臓と言われるふくらはぎケア～ 
ずーっと立ち仕事、座り仕事、旅行中、介護に、セルフケ

アにご家族に役立ちます。お一人受講可。 
■日程 随時 
■時間 1.5時間 全1回 
■費用 どなたでも5,400円  
■持ち物 くるぶしから膝上まで露出できる服装で。 
2）IBTAパワーピアス・セラピー講座 
 ～小さな耳に全身のツボが集合しています～ 
痛くない耳ツボシールに純正スワロフスキーがキラキラ。

リフトアップ体験、肩こり、女性のお悩み緩和等のツボを

学びます。 
■日程 随時 
■時間 5時間 全1回or2回 
■費用 どなたでも9,288円 ※材料費 17,064円 
■持ち物 筆記用具 
3）JAMHAハーブ＆ライフ検定対策講座実習付き 
 ～楽しい料理やクラフト実習します～ 
ハーブを育てたり料理など日常生活にとり入れて豊かに毎

日を過ごしましょう。 
■日程 随時 
■時間 15時間 全5回 
■費用 どなたでも25,920円 ※材料費 6,480円 
■持ち物 筆記用具 
上記3件共に 
■講師 藤田 静代 
■会場 ハーブギャラリー姫路店 
■お申し込み＆お問い合わせ 
お電話またはEメールでお問合せ、お申込下さい。営業時

間（11～18時）内にお電話下さい。 
水曜定休日 講座は10～20時可。 
〒670-0992 兵庫県姫路市福沢町144 
  担当：藤田 静代 
TEL&FAX.079-295-0310 
E-mail：aroma@mua.biglobe.ne.jp 
URL：http://www.aroma21.co.jp 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆ウェルアロマティーチングスクール 
1）楢林式アロマ膝ケア☆相モデル講座☆ 
～大切なご家族のために～ 
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JAA 主任講師である楢林先生考案の「楢林式アロマ膝ケ

ア」の方法を相モデルで学ぶ一般講座です。 
■日程 10月1日（日） 
■時間 13:00～16:00 全1回 
■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） 
    ※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☆ 
～ご自身の膝のケアに～ 

JAA 主任講師である楢林先生考案の「楢林式アロマ膝ケ

ア」をご自身の脚で実習できる講座です。 
■日程 10月29日(日) 
■時間 13:00～16:00 全1回 
■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) 
 ※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) 
3）楢林式アロマ膝ケア☆セルフケア下腿講座☆ 
～健康な美脚を～ 

JAA 主任講師である楢林先生考案の「楢林式アロマ膝ケ

ア」セルフケア下腿編を実習できる講座です。 
■日程 11月26日(日) 
■時間 13:00～16:00 全1回 
■費用 どなたでも 7,000円 

（税込、100mLトリートメントオイル付き）  
■参加資格 上記の「楢林式アロマ膝ケア」相モデル講座

あるいはセルフケア講座を受講された方のみ参加可能です 
☆上記3講座共に 
■持ち物 筆記用具、フェイスタオル・バスタオル各1枚、

太腿上部まで楽に出せる短パン、飲み物 
■会場 ウェルアロマティーチングスクール 
■講師 福井 美喜子  
■お申込み＆お問い合わせ 
メール、お電話またはFAXでお申し込みの上、「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。 
〒723-0003 広島県三原市中之町4-6-11 
担当：福井 美喜子 

TEL.0848-62-5507  FAX.0848-61-5380 
E-mail.：well@royal.ocn.ne.jp 
URL：http://www.wellwell.co.jp/ 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆アロマサロンPureRose 
1）温州みかんの皮で初めての精油抽出体験 ～貴重な自

然栽培の植物を使って水蒸気蒸留体験をしょう！～ 
この時期にしか採取されない自然栽培の貴重な青みかんを

使ってフレッシュな精油抽出体験をしませんか。 
■日程 10月初旬 

2）秋のハマナスウォーター作り＆お楽しみクラフト～貴

重な自然栽培の植物を使って水蒸気蒸留体験をしょう！～

秋のハマナスは春に比べると１～２割程度しか採れません。

とても貴重なウォーター作りになりますよ！ 
■日程 10月末頃 
上記2件共に 
■時間 10時～14時 全1回 
■費用 どなたでも5,000円 
■持ち物 エプロン、タオル 
■講師 清水 由美 
■会場 会場調整中（玉名、荒尾周辺） 
■お申込み＆お問い合わせ 
アロマサロンPureRose までメールにて、お申し込み、お

問い合わせください。 
〒861-0833熊本県玉名郡南関町高久野 
 担当：清水 由美 
TEL. 090-3010-6181 
E-mail：info@aromapurerose.com 
URL：http://aromapurerose.com 
3）ロミロミセラピスト認定講座～より深い癒しのオイル

マッサージ～ハワイの伝統的なテンプルスタイルのロミロ

ミの技術とハワイの叡智をお伝えします 
■日程 随時 
■時間 全63時間 
■費用 どなたでも252,000円 
■持ち物 動きやすい服上下 
■講師 平野 千恵子 
■会場 大牟田市 
■お申込み＆お問い合わせ 
メールまたはTELにてお問い合わせください。 
TEL：080-1705-0718 担当者：平野 
E-mail：info@h-welina.com 
URL：http://h-welina.com 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
☆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） 
 ～まずは自分の体質を知りましょう～ 
体質(風・火・水)に基づいた健康の為の日常の過ごし方、

心のあり方、食生活などの 
大切な基本を学びます。 
■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。 
■時間 60分×8回 
■費用 どなたでも38,000円（税抜）通信教育同額 

  ※材料費なし 
■持ち物 筆記用具 
■講師 松元 美千代 
2）アーユルヴェーディック美顔 
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 ～クレンジングからパック全過程～ 
心にも繋がっているマルマ（ツボ）を刺激し、お肌のケア

と共に顔のコリもほぐします。 
オールハンド。 
■日程 随時（応相談）・希望日の集中講座も可能です   
■時間 90分×6回 
■費用 どなたでも60,000円（税抜）  ※材料費なし 
■持ち物 筆記用具、エプロン 
■講師 松元 美千代・六反 京子 
3）チャクラン（アビャンガ）全身オイルマッサージ 
 ～毒出しと若返りのインド式ケア～ 
人肌に温めたごま油で全身指先まで丁寧にトリートメント

します。 
繊細な手技で体内のアーマ（老廃物）を導き排出。 
■日程 随時（応相談）・希望日の集中講座も可能です   
■時間 90分×8回 
■費用 どなたでも120,000円（税抜）  ※材料費なし 
■持ち物 筆記用具、エプロン、着替え一式、自分用の汗

拭きタオル 
■講師 松元 美千代・六反 京子  
上記3つは 
■会場 アーユルヴェーダサロン 茶倉（チャクラ） 
■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/ 


