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☆Aromafluoriteアロマフロリテ メール、もしくはお電話にてお申し込みください。

日本ブレスト協会「乳がん予防講座」～再発防止にも役立つ学びを～ 日程を合わせて予約を入れさせていただきます。

大切なおっぱいを守るために今、自分でできることは？ 〒202-0002　東京都西東京市ひばりが丘北4-5-7

統合医療、ヨガ、ア
ロマ専門家からの提案をご一緒に。 担当：近藤 佳子

■日程 6月17日(日)　9:30～17:30 TEL：042-439-3624

■会場：新宿中井駅前ホール E-mail：waiwai@courage-aroma.com

■費用 どなたでも13,000円 URL：http://courage-aroma.com/

■お申し込み＆お問い合わせ

アロマフロリテまで、メール、電話またはFAXで、氏名・年齢・住所・携帯番号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メールアドレスをお書き添えの上お申込みください。 ☆ホリスティックアロマスクール　Plage

〒300-1216 茨城県牛久市神谷  1）　幸福な未来へのルートを知る占星学

担当：日本ブレスト協会認定インストラクター山田紅霞 ■日程　随時　2時間

TEL：080-5008-7768　FAX: 029-873-9906 ■費用　どなたでも15,000円

Ｅ-mail：aromafluorite@gmail.com 2）ハンドトリートメント

■日程　随時 2時間

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ■費用　どなたでも5,000円

☆ アロマ・カラーセラピースクール　ＡＣＡＣＩＡ（アケイシャー） 3） サトルアロマテラピー

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 ■日程　随時3時間

■日程 随時 リクエスト開催可10:00～16：00頃 人数・スキルにより若干変動 ■費用　どなたでも8,000円

■費用 ベイシック 18,500円/インストラクター 23,000円（材料費・終了書・登録料込） 上記3講座ともに

カラーフレグランスラボラトリー　http://color-fragrance.jimdo.com/ ■お申し込み＆お問い合わせ

2) オーラソーマ®　トレーニングコース　レベル１～レベル３ ホリスティックアロマスクールPlageの下記HPの問合せフォーム

■日程 全4日間　（2名以上、リクエスト開催）　■時間　10:00-17:30 またはメールにてお申込み、お問合せください。

■費用　80,000円（英国アカデミー発行の終了書・登録料込） 〒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

3) 刺さない美容鍼（ﾃｲ鍼の）実技講座　 TEL.：090-8808-9557　担当：中山 久美子 （IFA認定アロマセラピスト）

～お顔と頭皮のアプローチでリフトアップ効果を狙う～ E-mail：kumiko@plage-aroma.com　URL：http://www.plage-aroma.com/

■日時　6月17日(日) 　13:00-16:00

■費用　15,000円 　（テイ鍼代込）　■講師：時田院長／宮久保はり灸整体院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※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。

〒274-0065　千葉県船橋市高根台7-23-14 １） 初めてのハーブ講座　※NPO法人日本ハーブ振興協会

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 ■日程 随時 60分　

TEL：090-9828-5996 ■費用　3,000円（税抜）

E-mail：info@aromaacacia.com  URL：http://www.aromaacacia.com 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）

☆ Aroma&Herb天使のて　アロマスクール ３）　魅力発見ハッピーメイク基本講座

アロマクラフト・ハンドメイドコスメ講座を開こう ■日程 随時90分　

～大切な資格を活かしたい方へ～ ■費用　5,000円（税抜）

頑張って取得したアロマの資格を生かすチャンス！ 上記3講座ともに

まずはアロマクラフト講座を開いてみませんか？ ■お申込み＆お問い合わせ

■日程　5月スタート他 アロマ　ハーブスクール＆エステサロンサシェまで、

■時間　スタート時間10時～。平日コース・土日集中コースにより終了時間は異なります。TEL又はHPのお問い合わせフォームより、

■回数　全２～４回。１回の講習時間はコースにより異なります。 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

■費用　どなたでも98,000円～ 〒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

■申し込みの手順：　実際に講座を開くまでの準備・告知・集客についての
 TEL　090-8514-2604　URL：http://sachet-school.com/

オプション講座もご用意しています。

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、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。 ☆ Hoku Lani ～Natural Health Beauty Style～

■お申し込み＆お問い合わせ 1）基礎から学べる☆手づくり石けん資格＆リクエストレッスン

Aroma&Herb天使のて　アロマスクール ■日程　随時

〒271-0075　千葉県松戸市胡録台 ■費用　どなたでも

担当：八木美沙季 ◎手づくり石けん Freeスタイル １Day Lesson　

TEL：080-1021-0104 　6,000円程(メニューにより金額変動有り)

E-mail：info@aroma-angelhands.com ◎Hawaiian Medical Herb Soap ショートコース 3回　各6,500円

URL：http://aroma-angelhands.com/?page_id=76 ◎HSA認定ジュニアソーパー資格講座　10回(講習時間トータル約24H)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2）ハンドトリートメント検定受講（通学コース）

☆カーリッジ ■日程　随時

アロマハンドリラックス体験講座～実際に体験してから考えましょう～ ■費用　どなたでも　受講参加費37,800円（税込）

アロマハンドリラックス講座の受講を検討中の方に （Lesson1～3Lesson代、DVD、教材、検定受講代込）

コース内容の説明から60分施術の体感まで納得のコース♪ ※JAA会員様 Lesson時のキャリアオイルサービス

■日程　5月15日以降　随時　約2時間（1回） 上記2つは

■費用　どなたでも3,000円（税込） ■お申し込み＆お問い合わせ

ＪＡＡ全国加盟校オプション講座 №83 号（お問合せ･お受付けは各校が直接承ります） 

■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

　約95,000円　(キット、材料費、受講料、テキスト込み)



Hoku Lani ～Natural Health Beauty Style～までご連絡下さい。 ※早期割引　１ヶ月前までに申し込みされた方1,000円引き

〒505-0052岐阜県美濃加茂市　TEL.：070-5033-8035　担当：chisato 上記2つは

E-mail：Hoku18Lani@gmail.com 　URL：https://ameblo.jp/ho-ku-lani/ ■お申し込み＆お問い合わせ

「お名前」「ご住所」「電話番号」を明記の上、

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ お電話か、下記アドレスまでお申し込みください。

☆ EririSナチュラルスクール 詳細は、お申し込みの後、ご連絡します。

アロマヨガ～アロマとヨガでアンチエイジング～ アロマクラブ＆スクールSuzuka　

ヨガ初心者の方でも楽しめる、 〒510-0254　三重県鈴鹿市寺家8-14-19

アロマを使いリラックスしながらヨガをしま
す。 担当：宮口　くに代

顔ヨガ手ヨガハタヨガなど、様々な方法で楽しむレッスンです。 TEL ：090-8866-1517　FAX：059-386-8061

■日程　毎週水・金時間。10時～、14時～ E-mail：nov.491110.kun@docomo.ne.jp

■費用　どなたでも2,500円　

■お申し込み＆お問い合わせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
直接、メールまたは電話でお問い合わせ、お申込ください。 ☆ ウェルアロマティーチングスクール

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-6-17　 1）　楢林式アロマ膝ケア☆相モデル講座☆　

担当：鈴木 衣利子 ■日程　6月10日(日)　13:00～16:00

TEL：090-7022-3765 ■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）　

E-mail：rinlin@hotmail.co.jp　URL：http://www.eriris.com/ ※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☆

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

☆ アロマケアスクールMommy ■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）

1）【楢林式】膝のアロマケア相モデル講座～in豊橋 ※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）

■日程　5月26日（土）　13：30～16：30 3）　楢林式アロマ膝ケア☆セルフケア下腿講座☆

■費用 どなたでも8,000円、再受講4,000円　※材料費込 ■日程　8月5日(日)　13:00～16:30

2）【楢林式】膝のアロマケアセルフケア講座～in豊橋 ■費用　セルフケア講座を受講された方のみ7,000円

■日程　7月29日（日）　13：30～16：30 　　　　　（税込、100mLトリートメントオイル付き）

■費用　どなたでも8,000円、再受講4,000円　※材料費込 ※再受講の方　6,000円（税込、100mLトリートメントオイル付き）

上記2つは

■お申し込み＆お問い合わせ ■お申込み＆お問い合わせ

アロマケアスクールＭｏｍｍｙまでお電話または申込フォームより、お申込みください。 メール、お電話またはFAXでお申し込みの上、

〒441-8065愛知県豊橋市中浜町 「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：080-1616-0895 〒723-0003広島県三原市中之町4-6-11

担当：　前田智巳 担当：福井 美喜子

URL：https://ws.formzu.net/fgen/S56013019/ TEL. 0848-62-5507　FAX.0848-61-5380

E-mail.：well@royal.ocn.ne.jp  URL：http://www.wellwell.co.jp/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆アロマハウスRosemary ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1）【楢林式】アロマ膝ケア　実習講座in津 ☆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

■日程　(相モデル）5月12日（土）13:30～16:30 1） アーユルヴェーダ入門講座（理論編）

           （セルフケア）9月8日（土）13:30～16:30 ■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8,000円　再受講の方4,000円 ※通信教育始まりました。

※お母様や、お子様とご一緒に学んでいただける親子割もあります。 ■費用　どなたでも38,000円（税抜）通信教育同額　　※材料費なし

2）乳がん予防講座in津 2） アーユルヴェーディック美顔

■日程　7月8日（日）10:00～18:00（予定） ■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13,000円 ■費用　どなたでも60,000円（税抜）　※材料費なし

※乳がん予防アロマトリートメントオイル100ml付。 3） チャクラン（アビャンガ）全身オイルマッサージ

講座詳細は、日本ブレスト協会HP（http://j-breast-a.com)からもご覧いただけます。 ■日程　随時（応相談）・希望日の集中講座も可能です。

上記２つは ■費用　どなたでも120,000円（税抜）　※材料費なし

女性対象講座です。 上記3講座共に　

■お申込み＆お問い合わせ ■お申し込み＆お問い合わせ

アロマハウスRosemaryまで、メールまたはお電話でお問い合わせください。 アーユルヴェーダサロン茶倉（チャクラ）まで

〒514-0802 三重県津市三重町津興489　マリンハイツ202 TEＬまたはE-mailでお申し込み下さい。

担当：駒田 尚美 〒890-0063鹿児島市鴨池１丁目31-12 西垂水ビル１F

TEL：059-228-6830 担当：六反

E-mail：rosemary-aroma@outlook.jp TEL＆FAX.：099-252-1240

URL：http://rosemaryaroma.web.fc2.com E-mail：info@chakura.jp 　URL：http://www.chakura.jp/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆ アロマクラブ＆スクールSuzuka

1）楢林式　アロマ膝ケアセルフケア実習講座in四日市

■日程　6月3日（日）

■費用　どなたでも8,000円・再受講の方 4,000円

※早期割引　１ヶ月前までに申し込みされた方1,000円引き

2）楢林式アロマ膝ケア相モデル実習講座in桑名

■日程　9月30日（日）

■費用　どなたでも8,000円・再受講の方 4,000円

上記3講座共に


