
☆ アロマセラピーサロン＆スクールmiyu ■持ち物　「らく」で用意します

もっと極める癒しのボディワーク ■場所　アロマスクール・サロンRAKU～らく～

～極上の癒しと豊かな技術を習得する応用編～ 上記2つは

AHR,BTT修了生、何らかのボディトリートメント既習者向け。 ■講師　平井　裕美

詳しくはホームページをご覧ください。 ■お申込み＆お問い合わせ

■日程　随時開講

■費用　正会員・受講生90,000円　一般100,000円 受付後2～3日後にサロンより電話致します。

■会場：函館アロマセラピーmiyuサロン内（出張あり） （スポアロ出張などでサロン不在の場合ありの為。）

■講師名：近江美幸 〒336-0021埼玉県さいたま市南区別所7-10-22-101

■持ち物：タオルなど （スポーツショップギャラク内サロンRAKU）

■申し込みの手順：メールまたはホームページの 武蔵浦和駅より1分。クリーニング・歯科並び。

お問い合わせフォームからお問い合わせください。 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。

開催日時、などにつきましてもご相談ください。 TEL.048-866-0044　FAX.048-862-8255　　担当　平井

■お申し込み＆お問い合わせ E-mail：galac@galac.net又はaroma-snow.surf@docomo.ne.jp

アロマセラピーサロン&スクール　miyu URL：http://raku-aroma.net　『武蔵浦和　アロマ』で検索

〒040-0082北海道函館市白鳥町16-21 TEL：090-1389-6982 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
担当：近江美幸 ☆ Aroma&Herb天使のて アロマスクール

E-mail：miyuaroma@i.softbank.jp

URL：https://www.aroma-miyu.jp/SP/ アロマクラフト・コスメ20点を作成。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ その他教室開催にあたって必要な知識を学びます。

☆栃木リラクゼーションスクール ■日程：平日コース、土日集中　全２～４回。

1）東京！小さなアロマサロンの悩み相談お茶会 １回の講習時間はコースにより異なります。

～サロン開業３年以内の方限定～ ■費用　どなたでも95,000円～

サロンをしていると色々悩みが出てきますね。 ■お申し込み＆お問い合わせ

カフェで楽しくおしゃべりしながら、悩みを話しませんか？ 実際に講座を開くまでの準備・告知・集客についてのオプション講座も

■日程　5月20日 ご用意しています。詳細はHP内の講座案内ページをご覧ください。

■時間　11：00～13：00 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、

■費用　3,000円（飲食代は実費となります）

2）イベントマッサージで活躍したい人のお茶会 出張開催に関しても、ご相談ください。本誌掲載キャンペーンあり。　

～イベント出店をメインに考える人～ 【天使のて松戸←検索】

イベントメインで活動していくには何を習えばいいの？

カフェで楽しくおしゃべりして悩みを相談しませんか？

■日程　6月3日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■時間　11：00～13：00 ☆ホリスティックアロマスクールPlage

■費用　3,000円（飲食代は実費となります） 1）ふわっふわなクレンジングクリーム作成

3）アロマボタニカル系のミニ教室起業のお茶会 ～出来立てのクリームはとにかく気持ちがいい！～

～ワックス・ジェル・ストーン教室～

自宅やイベントでアロマボタニカル系は?インスタ映えするので人気です。 肌がつるつる、くすみが消える気持ちのいい感触のクリームです。

お教室開催のためのお茶会です。 ■日程　随時

■日程　6月14日 ■時間　1時間30分　1回

■時間　11：00～13：00 ■費用　6,000円

■費用　3,000円（飲食代は実費となります） 2）占星学・自分が作った星を読む

上記3つは ■日程　随時

■講師　にしざわ やすこ ■時間　3時間　1回

■場所　東京都新宿区近辺のおしゃれなカフェ（参加人数により場所を決定します） ■費用　15,000円

■お申込み＆お問い合わせ 3）六種の薫物・練香創り

栃木リラクゼーションスクールまで下記の手順で申し込みください。 ■日程　随時

お茶会のラインアアットＩＤ「＠swc2914ｃ」へ友達追加する ■時間　2時間　1回

→あなたのお名前・お茶会名を入力する　→　投稿 ■費用　6,000円

〒321-0151　栃木県宇都宮市西川田町39-3 上記3講座ともに

TEL.028-680-5504　FAX. 028-678-8911　　担当　にしざわ やすこ ■講師　中山 久美子（英国IFA認定アロマセラピスト）

E-mail：info@aroma-school24.com ■場所　ホリスティックアロマスクールPlage

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ■お申込み＆お問い合わせ

☆アロマスクール・サロンRAKU～らく～ ホリスティックアロマスクールPlageまでメールまたはHP内の

1）スポーツアロマ/子供の成長期トレーニングケア方法 お問合せからお申込みください。

■日程　5月17日金曜日

■費用　5,000円 TEL.090-8808-9557　FAX. 03-5450-6828

■場所　武蔵浦和駅直結施設にて 担当　中山 久美子（英国IFA認定アロマセラピスト）

2）スポーツアロマ講座 E-mail：kumiko@plage-aroma.com URL：http://www.plage-aroma.com/

RAKUが今までの実績・経験・ノウハウから構成され、今現在もプロ選手やアマチュア選手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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！！

■日程　全日開催

■時間　全日開催　全10回

■費用　どなたでも108，000円（教材費込み）

アロマクラフト・手作りコスメ講座を開こう～アロマの資格を生かしたい方へ～

ＪＡＡ全国加盟校オプション講座 №86 号（お問合せ･お受付けは各校が直接承ります） 

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。

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。

〒271-0075　千葉県松戸市胡録台 担当：八木 美沙季　TEL：080-1021-0104

〒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

E-mail：info@aroma-angelhands.com　URL：http://aroma-angelhands.com/

洗顔もマッサージもできる気持ちのいいクリームです。マッサージをしていると



☆ アロマセラピースクール　アロマ・フィエスタ

心もお金も豊かになるサシェ女性経営塾セミナー 学んだ知識を実践に活かすスキルアップ講座in長野

■日程　５月１４（火）・１９日（日）、６月１１日（火）・１６日（日）10:00-12:00　先着５名 １）介護アロマセラピスト実践講座

■費用　どなたでも３，２４０円

■お申込み＆お問合せ 方に対して実践的な活動ができる人材育成のための講座です。

アロマ　ハーブスクール＆エステサロンサシェまで、 ■日程　6月6日（木）

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。 ■時間　10：00～15：00（昼食休憩45分）　全1回

〒187-0035　東京都小平市小川西町4-12-15　ﾄﾞﾐﾈﾝﾄ202 ■費用　8,000円

担当　鴨下徳子 ２）ハンドトリートメント実践講座～

TEL　090-8514-2604　URL：http://sachet-school.com/ 企業、介護施設、開業医、イベントにおける仕事としての実践力を

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 身につけるための講座です。

☆アロマスクール　ラヴァーレ ■日程　6月26日（水）

MAA認定キャリアオイルマスター短期集中特別講座 ■時間　10：00～12：00　全1回

アロマセラピーには欠かせないキャリアオイルの基礎から学び、 ■費用　6,000円

的確なキャリアオイルの選択力を身に付けていただける特別講座です。 上記2つは

■日程　5月25日（土）・26日（日）／6月22日（土）・23日（日）の土日4日間 ■対象者　当スクールの介護アロマセラピスト養成講座と

■時間　10:00〜16:00　定員12名 (開場09:00／途中1時間の休憩あり) ハンドトリートメント講座を受講された方

■費用　通常受講価格 302,000円(税込)→短期集中講座特別価格　240,000円(税込) ■会場　アロマ・フィエスタ

■会場　東京八重洲セミナールーム ■講師　五十嵐　知子

■講師　菅野　千津子 ■お申し込み＆お問い合わせ

■お申込み＆お問い合わせ サイトのお問い合わせフォームもしくはお電話にてお申し込みください。

フリーダイヤル 0120-080-774又は下記HPのお問い合わせフォームからお申込みください。　〒389-0406　長野県東御市八重原3289-286

https://www.lavare.co.jp/4days/join.html#join TEL&FAX：0268-67-1701　担当：春原／五十嵐

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ URL：http://aroma-fiesta.jp　

☆セラピストキャリアプロデュース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1）東洋・西洋医学から学ぶ「未病学」で健康ライフ～食と体(心)のセルフアンチエイジング～☆ Hoku Lani ～Natural Health Beauty Style～

東洋と西洋の統合美容から学ぶ「セルフケア」基本体質を基本にカラダのSOSを 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

癒す「食」と「経絡ヨガ&美容筋膜」でウェルネスライフ

■日程　日曜 ■費用　どなたでも

■時間　10:00～13:00　全４回 ◎手づくり石けん Freeスタイル １Day Lesson　6,000円程

■費用　正会員・受講生75,600円、一般86,400円 (メニューにより金額変動有り)

■講師　飯間・田中・中島 ◎Hawaiian Medical Herb Soap ショートコース 3回　各6,500円

2）ナイトyogaで心身デトックス～美容筋膜yogaでセルフケア～ ◎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)

心とカラダのバランスを整える自分のためのひととき。美容筋膜は、筋膜と 約95,000円　(キット、材料費、受講料、テキスト込み)

経絡・リンパの流れを整える未病ライフの第1歩を体感 ◎ALOHA基礎コース6回プラスOne（資格フリー・修了証）

■日程　土曜日 各8,000円×6回＋プラスOne

■時間　18:00～19:00　全1回 2）ハンドトリートメント検定受講（通学コース）

■費用　2,160円 ■日程　随時

■講師　中島　由弥子 ■費用　受講参加費37,800円（税込） 

上記2つは （Lesson1～3Lesson代、DVD、教材、検定受講代込）

■会場　セラピストキャリアプロデュース ※JAA会員様 Lesson時のキャリアオイルサービス

■お申込み＆お問い合わせ 上記2つは

セラピストキャリアプロデュースまでメールで以下の内容をお送り下さい。 ■お申し込み＆お問い合わせ

1）問い合わせ欄に、「JAAより申し込み」をご記入下さい。 Hoku Lani ～Natural Health Beauty Style～までご連絡下さい。

2）希望日・氏名・連絡先をご記入下さい。 〒505-0052岐阜県美濃加茂市　TEL.：070-5033-8035　担当：chisato

担当者よりご参加確認のご連絡を致します。 E-mail：Hoku18Lani@gmail.com 　URL：https://ameblo.jp/ho-ku-lani/

〒161-0034　東京都新宿区上落合3-8-25 FLAMP1303 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
TEL. 03-5937-6923　FAX：03-5937-6922　担当　飯間 百子 ☆ アロマセラピースクール香りの小瓶

E-mail：info@t-c-p.net 　URL：https://t-c-p.net ホームセラピスト講座～自分や家族の為のアロマケア～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 精油の働き、体と心の仕組みを学んで、自分や家族の健やかな毎日に

☆ Fukuiアロマスクール　ジャスミン 役立つセミナーです。

JREC認定くらし薬膳プランナー資格取得～「食べる事」を見直す事が第一歩～

くらし薬膳では、特別な食材はなるべく使わず私達の身近な食材で ■時間　14:00～15:30　全5回

身体を整えていく講座です。 ■費用　どなたでも35,000円（材料費込み）

■日程　随時 ■会場　香りの小瓶

■時間　Ａコース15時間、Ｂコース18時間　共に+１時間(受験対応講座　無料) ■講師　半田　あつ子

■費用　Aコース108,000円(税込)講座+薬膳スープ作り/Bコース129,600円(税込)講座+ ■お申し込み＆お問い合わせ

薬膳スープ作り+優しいアロマレッスン+アロマを使ったクラフト作り アロマセラピースクール香りの小瓶まで電話かメールで連絡ください。

A、B共にお申込み先着5名様　講座代金21,600円引き メールは折り返しを確認してください。詳しくお知らせします。

■会場　Fukuiアロマスクールジャスミン内 〒433-8122　静岡県浜松市中区上島2丁目27-11-203

■講師　JREC認定　くらし薬膳マネージャー西畑　幸子 TEL：080-3069-5358　担当：半田　あつ子

■お申し込み＆お問い合わせ E-mail：info@kaorinokobin.com　URL：http://www.kaorinokobin.com

お電話かメールにてお問い合わせください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒919-0453　福井県坂井市春江町江留上中央4-2　TEL：0776-51-1088

E-mail：sachi.jasmine-0729@docomo.ne,jp　URL：http://www.jasmine-fukui.com/

■日程　随時

☆アロマ　ハーブスクール＆エステサロンサシェ

浅井先生の介護アロマ講座で学んだ内容をベースに、高齢の方や障害のある

■日程　6月8日(土)、6月22日(土)、7月6日(土)、7月20日(土)、8月10日(土)



JREC認定くらし薬膳プランナー養成講座 返信メールをお送りしています。

～美味しく食べて健康に！毎日を楽しく過ごしませんか～ 〒573-0066　大阪府枚方市伊加賀西町7-35

JRECのくらし薬膳講座は特別な食材や調理法を使わずに普段使っている TEL：080-6144-3064　担当：菊永　洋子

身近な食材を使って調理することで薬膳と変え、 E-mail：tateyoko50@gmail.com　

日常生活の中に簡単に取り入れることができます。 URL：https://ameblo.jp/aroma-lumiere-bouquet

食が重要視される現代。健康に少し意識してみませんか。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
実習ではプチ薬膳やアロマを使ったクラフトも楽しみます。 ☆ aromacheri

■日程　随時開講 アロマフレグランスストーンとアロマボディパウダー作り１day講座

■費用　136,080円 ■日程　6月9日（日）　13時30分～15時30分

■お申し込み＆お問い合わせ ■費用　1,500円

アロマケアスクールMommyまでお電話またはHPのお問合せからお申込みください。 ■会場　あすとホール（南海本線　松ノ浜駅前）

〒441-8065愛知県豊橋市中浜町　TEL.：080-1616-0895　担当：前田智巳 ■講師　丸山　真弓

E-mail：info@mommy-aromacare.com　URL：http://www.mommy-aromacare.com ■お申し込み＆お問い合わせ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ aromacheriまでメール、またはお電話にてご連絡ください。

☆ アロマクラブ＆スクールSuzuka 〒592-0014　大阪府高石市綾園7-13-11

楢林式アロマ膝ケアセルフケア実習講座in四日市 TEL：090-5894-1223　担当：丸山　真弓 

■日程　6月16日（日） E-mail：aromayumi2@gmail.com

■時間　13：30～16：30 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■費用　どなたでも8,000円・再受講の方 4,000円 ☆ Herb Lovers アロマテラピースクール

※早期割引　１ヶ月前までに申し込みされた方1,000円引き（初めての方のみ）

※親子様・姉妹様でのご参加の方、割引あり 新しくなったBTT（ボディトリートメントセラピスト）の説明と体験実習です。

■お申し込み＆お問い合わせ セラピスト一度やってみたいと思われている方ぜひ。

「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 ■日程　随時

お申し込みください。詳細は、お申し込みの後、ご連絡します。 ■時間　80分　1回

名称：アロマクラブ＆スクールSuzuka　郵便番号：510－0254 ■費用　2,160円

住所：三重県鈴鹿市寺家8－14－19　 ■会場　アロマ＆ハーブの専門店ハーブラバーズ

TEL ：090-8866-1517　FAX：059-386-8061 ■講師　藤田　静代

E-mail:nov.491110.kun@docomo.ne.jp　担当：宮口　くに代 ■お申し込み＆お問い合わせ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ アロマ＆ハーブの専門店ハーブラバーズまでお電話でご予約下さい。

☆いやしのサロンＨａｎｅ 水木曜日は定休日です。営業時間11～18時。

1）楢林式アロマ膝ケア相モデル実習講座 〒670-0992　兵庫県姫路市福沢町144

～膝が痛い91.2％の方に良い変化！～ TEL&FAX：079-295-0310

■日程　6月15日土曜日 担当：藤田　静代

■時間　13：00～16：00　全1回

■費用　8,000円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※2019年5月末までのご入金で1,000円引き、ペア割お二人で13,000円 ☆ アロマスクール&サロン アロマグラッセ

2）楢林式アロマ膝ケアセルフケア講座 メディカルアロマ・健康管理士資格取得講座

～自分でできるアロマ膝ケア！～ ～1日で講師資格が取得できます！～

■日程　7月13日土曜日

■時間　13：00～16：00　全1回

■費用　8,000円 ■日程　東京・神戸 各月1回開催　4時間30分

※2019年6月末までのご入金で1,000円引き　ペア割お二人で13,000円 ■費用　正会員21,600円　受講生24,800円　一般27,000円　

上記2つは ※別途材料費3,000円

■講師　ことう きみよ

■会場　大阪市内 ■講師　家永 純世

■お申込み＆お問い合わせ ■お申し込み＆お問い合わせ

いやしのサロンHaneまで、TEL、メール又はHPのお問い合わせフォームより 下記メールアドレスまで、お問い合わせ・お申込みお待ちしています。

お申込みください。 〒663-8184　兵庫県西宮市鳴尾町5-2-33　

〒530-0054　大阪府大阪市北区南森町 TEL：090-3428-0637　担当：家永 純世

TEL. 090-5041-9774　担当　ことう きみよ E-mail：aromagrasse@icloud.com　

E-mail：info@angel-syuno.com URL：https://www.facebook.com/aromagrasse.sumiyo

URL：https://www.secure-cloud.jp/sf/1540522861wXFNvOMc ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ☆ アロマのしずくLaboratory* 

☆ 自然の恵みAroma Lumiere メディカルハーブ検定対応講座～メディカルハーブを学ぶ全４回～

「アロマテラピーのための84の精油」講読会 メディカルハーブの基礎知識や生活に取り入れるコツをお伝えします。

～読んで、学んで、作って、香り体験～ 毎回のハーブクラフト実習も好評です！

香り比べ、ハーブティー、ハーブ料理、アロマクラフト作成など。 ■日程　5月18日、6月1日、6月15日、6月29日

５月レモン・６月ゼラニウム・７月サイプレス ■時間　14:00～16:00　全４回

■日程　5月30日、6月27日、7月25日 ■費用　35,000円

■時間　10:30～、14:30～ ■会場　アロマのしずくLaboratory*サロン内

■費用　1,000円 ■講師　高杉　由起子

■会場　自然の恵みAroma Lumiere ■お申し込み＆お問い合わせ

■講師　菊永　洋子

■お申し込み＆お問い合わせ その他の日程で受講希望の方は要相談。

精油の成分をお薬のように役立てる方法を学び、自身やご家族、そして講師

としてアロマで健康のお手伝いが出来る資格講座。実習も充実しています。

■会場　アロマスクール&サロン アロマグラッセ(東京・埼玉・兵庫)いずれか

☆ アロマケアスクールMommy 氏名、住所、電話番号、希望時間をtateyoko50@gmail.comまでご連絡ください。

アロマのしずくLaboratory*までお電話かメールで担当者に直接お申込みください。

1日セラピストしてみませんか？～お背中または脚裏のトリートメント体験～

E-mail：aroma@mua.biglobe.ne.jp　URL：http://www5b.biglobe.ne.jp/~aroma/



〒715-0026　岡山県井原市上出部町四季が丘31-2

TEL：080-1924-7883　担当：高杉　由起子

E-mail：aromanosizukusoap@yahoo.co.jp

URL：https://www.aromanosizuku.com/medical-herb

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆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　～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～

■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講座共に

■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

TEL＆FAX.099-252-1240　　担当：六反

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


