ＪＡＡ全国加盟校オプション講座 №88 号（お問合せ･お受付けは各校が直接承ります）
☆ アロマセラピーサロン＆スクールmiyu

☆ホリスティックアロマスクールPlage

もっと極める癒しのボディトリートメント

1）アロマ占星術～バースチャートの星を読む～

～良質なタッチと安心のテクニックを学ぶ上級編～

■日程 随時

■日程 随時開講

■時間 2時間 1回

■費用 正会員・受講生90,000円 一般100,000円

■費用 15,000円

■会場：函館アロマセラピーmiyuサロン内（出張あり）

2）エジプトの香り・キフィ―を作る！～紀元前3千年の香り～

■講師名：近江 美幸

■日程 随時

■お申し込み＆お問い合わせ

■時間 2時間 1回

アロマセラピーサロン＆スクールmiyuまでメールまたはホームページの

■費用 6,000円

お問い合わせフォームよりお申し込みください。

3）インナーワーク・アロマテラピー

■お申し込み＆お問い合わせ

～意識とエネルギーの解剖学・サトルアロマテラピー～

アロマセラピーサロン&スクール miyu

■日程 随時

〒040-0082北海道函館市白鳥町16-21 TEL：090-1389-6982

■時間 3時間 1回

担当：近江 美幸

■費用 正会員・受講生13,000円 一般18,000円

E-mail：miyuaroma@i.softbank.jp

上記3講座ともに

URL：http://www.aroma-miyu.jp

■講師 中山 久美子（英国IFA認定アロマセラピスト）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■場所 ホリスティックアロマスクールPlage

☆アロマスクール・サロンRAKU～らく～

■お申込み＆お問い合わせ

日本スポーツアロマ協会認定講座開講

ホリスティックアロマスクールPlageまで詳細等は下記E-mail、HP内の

ついに2020年６月20日土曜日より開校いたします。詳細はRAKUまで。

お問合せからご連絡ください。お電話の場合はメッセージを残してください。

■日程 2020年6月20日土曜日・２１日日曜日

レッスン終了後にご連絡致します。

■時間 9：00～17：00まで2日間とも

〒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

■費用 どなたでも6月19日金曜日受付申し込みされると

TEL.090-8808-9557

20万TAXから18万税込みにて受講可能（教材費込）

担当 中山 久美子（英国IFA認定アロマセラピスト）

■講師 平井 裕美

E-mail：kumiko@plage-aroma.com URL：https://www.plage-aroma.com/

■お申込み＆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。

☆アロマ ハーブスクール＆エステサロンサシェ

受付後2～3日後にサロンより電話致します。

１） ～あなたの素肌と魅力を開花する～

（スポアロ出張などでサロン不在の場合ありの為。）

顔タイプ診断メイクレッスン

〒336-0021埼玉県さいたま市南区別所7-10-22-101店舗

■随時募集

（スポーツショップギャラク内サロンRAKU）

■受講時間2．5～3H

武蔵浦和駅より1分。クリーニング・歯科並び。

■費用 33,000円（税込）

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。

※お肌の弱い方でもメイクを楽しめます

ライン受付が可能に

２） 最適なスキンケアと化粧品の選び方講座

ライン：＠846uoexw 検索 友達申請をお願いいたします

■隋日募集

TEL.048-866-0044 FAX.048-862-8255

■受講時間 90分

担当 平井

E-mail：galac@galac.net

■費用 5,000円（税抜き）

URL：http://raku-aroma.net

※詳細はHP・ブログをご覧ください

『武蔵浦和・アロマテラピー』で検索下さい

■お申込み＆お問合せ

※RAKUスポーツアロマ卒業生に関しては別途対応いたしますので

アロマ ハーブスクール＆エステサロンサシェまで、

会員入会でご相談ください。

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。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〒187-0035 東京都小平市小川西町4-12-15 ﾄﾞﾐﾈﾝﾄ202

☆ Aroma&Herb天使のて アロマスクール

担当 鴨下ｖ徳子

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～

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

アロマの仕事。まずはアロマクラフト教室からはじめたい方へ、

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

25レシピと講師としての秘訣を伝授します。

☆アロマサロンスクール&フットケア ラミニョンベリー

■日程：平日コース、土日集中 全２～４回。

1）介護看護に活かすよりそいアロマケア講座

１回の講習時間はコースにより異なります。

～セラピストの為の実践アロマケア～

■費用 どなたでも104,500円～

施設や在宅で介護看護分野に役立てたい思いはあっても

■会場：松戸市胡録台

現実の壁を感じていませんか？

■講師名：八木美沙季

個々に遭う病気の症状や状態に対応する精油選びや施術方法に

■持ち物：筆記用具

自信がないと躊躇していませんか？

■お申込み＆お問い合わせ

アロマテラピーの大切な基本であるメカニズム、精油の取扱、安全性、

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

薬理成分などの座学はもちろん、現場で遭遇する症状別の精油選びや

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。

クラフト実習、身体が不自由な方へ対応する施術の実技を学び、

お問合せ・お申込みは件名に「アロマクラフト講師講座」と明記の上、

実践できるアロマケア活用方法を勉強します。

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。

介護の仕組みも学習。

出張開催に関しても、ご相談ください。【天使のて松戸←検索】

「誰かによりそう気持ちを大切にしたい」

〒271-0075千葉県松戸市胡録台

よりそいの心を持つアロマケアです。

TEL：080-1021-0104

■日程 2020年2月18日（火）・3月10日（火）・3月31日（火）・4月21日（火）

担当：八木美沙季

■時間 10時～16時30分（全4回全22時間）

E-mail：info@aroma-angelhands.com

■費用 正会員・受講生 107,800円 一般121,000円 ※材料費込

URL：http://aroma-angelhands.com

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2）ニーズの高いフェイシャルのノウハウを学ぶ講座

■費用 どなたでも

～ボディの続きに介護でも喜ばれるメニュー～

◎オーガニックsoap プライベート１Day Lesson 6,000円程

■日程 2020年2月13日（木）・2月25日（火）・3月12日（木）・3月24日（火）・

(カット後仕上がり 8～10個)

4月9日（木）

◎Hawaiian Medical Herb Soap ⅠorⅡ 各3回 各7,000円

■時間 10：00～13：00（全5回全15時間、最終日試験）
■費用 正会員・受講生 118,800円 一般132,000円

◎一般社団法人ハンドメイド石けん協会認定

※材料費：3,850円（美肌アロマフェイシャルオイルと、かっさの合計）

(講習時間トータル約24H) 約100,000円

上記2講座ともに

ジュニアソーパー資格講座 total10回
(キット、材料費、受講料、テキスト、認定料 込み)

■講師 松本 裕子

※初心者対象～経験者

■場所 ラミニョンベリー

◎ALOHA基礎オリジナルコース

■お申込み＆お問い合わせ

8,000円×6回＋10,000円(オリジナル作品作成＋修了証)

アロマサロンスクール&フットケア ラミニョンベリーまで

※初心者～経験者対象

電話またはメールにてお申し込みください。

◎Manna Lani認定基礎ｺｰｽ・ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ 各ｺｰｽ４回 32,000円 + 税

〒236-0017 神奈川県横浜市金沢区西柴4-18-5

※自宅にて石けん作り経験者対象 資格取得講座

TEL：090-2329-3270 FAX：045-785-1633 担当：松本 裕子

2）ハンドトリートメント検定受講（通学コース）

E-mail：yorisoiaroma@gmail.com URL：準備中

■日程 随時

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■費用 どなたでも

☆癒しのサロン＆スクール Oblate～オブラート～

受講参加費35，000円 ＋税

1） 直感で選ぶ！アロマブレンドを楽しむ会

（Lesson1～3Lesson代、DVD、教材、検定受講代込）

～アロマブレンドの実践体験と潜在意識を探る～

※JAA会員様 Lesson時のキャリアオイルサービス

アロマブレンドチャクラ講座の体験会としても、ご利用ください。

上記 1）、2）

■日程 【全1回】 ご希望日程での開催

■お申し込み＆お問い合わせ

■時間 10時～12時（もしくは13時～15時）

Hoku Lani ～Natural Health Beauty Style～までご連絡下さい。

■費用 どなたでも 3,500円 （ブレンドオイルのお土産付）

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

2）アロマブレンドチャクラ講座

E-mail：Hoku18Lani@gmail.com

～アロマブレンド力と表現力の底上げをして、ワンランク上のセラピストに～

URL：https://peraichi.com/landing_pages/view/hokulani

■日程 【全8回】 平日・土曜日隔週コース

URL：http://ameblo.jp/ho-ku-lani

■時間 10時〜13時（ご相談可）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＊開講スケジュールはご相談（集中レッスンや土曜日開催も可）

☆ アロマハウスRosemary＆アロマケアスクールMommy

■費用 どなたでも 96,000円 【分割あり一括の場合は割引あり】

名古屋開催☆楢林式膝のアロマケア～セルフケア講座

上記2講座共に

～膝の痛みに91.2％の良い変化～

■会場：癒しのサロン＆スクール Oblate〜オブラート〜

なぜ膝ケアにアロマと植物油がよいのか理論を学び、

（東急田園都市線市が尾駅・無料駐車場完備）

その後ご自身で大腿から膝までをトリートメントしていきます。

■お申し込み＆お問い合わせ

夏に向けて美脚を目指したい方、浮腫みやすい方 、膝に痛みのある方 、

癒しのサロン＆スクール Oblate～オブラート～までお問い合わせください。

スポーツをしている方にもおススメの内容です。

〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町

アロマが初めての方でもご参加いただけます。

TEL：045-294-1635 担当：水森 美希

■日程 2020年6月13日（土）

E-mail：oblate_aroma@yahoo.co.jp

■時間 13：30～16：30

URL：http://oblate.yu-yake.com

■費用 8,800円

URL：http://ameblo.jp/oblate0907

■会場 ウインクあいち

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■講師 一般社団法人日本アロマ膝ケア協会インストラクター

☆メディカルアロマテラピーサロン Chelsea

駒田直美、前田智巳

助産師&セラピストによる「マタニティアロマ講座」

■持ち物：筆記用具・大腿部まででる短パン、フェイスタオル・バスタオル各1枚

～①「マタニティ編」 ②「分娩編」～

■お申込み・お問合せ

「マタニティアロマ」「お産」「産後ケア」について助産師、

アロマ膝ケア会名古屋まで、お電話または下記申込フォームより

メディカルアロマセラピストが現場での経験をお話します。

お申込みください。

■日程 2020年2月2日(日)

【電話】059-228-6830（担当 駒田）

■時間 ①10時～12時 ②13時～15時

【申込フォーム】https://ws.formzu.net/fgen/S74588621/

■費用 単独受講は各々3,500円/ ①と②セット受講は6,000円

2）名古屋開催☆日本ブレスト協会乳がん予防講座

※妊婦様の受講は、旦那様の同伴可能(無料)

～未来も笑顔で乳がん予防講座～
増え続ける乳がんをできるだけ発症させないように日常できるセルフケアを

※少人数制セミナーの為、先着8名様とさせて頂きます。
■会場：メディカルアロマテラピーサロン Chelsea(鎌倉)
■講師 アロマセラピスト原 奈美・川口 梓

学んでいきます。
大切なおっぱいを守るために 私達と一緒にまなびませんか。

助産師 裏野 美苗(池川クリニック他勤務)

■日程 2020年5月24日（日）

■お申し込み＆お問い合わせ

■時間 13：15～16：45

メディカルアロマテラピーサロンChelsea(鎌倉)のホームページの

■費用 13.000円

問い合わせフォームよりお申し込み下さい。

■会場 ウインクあいち

http://salondechelsea.com/contact/

■講師 日本ブレスト協会インストラクター 駒田尚美、前田智巳

〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町6-4

■持ち物：筆記用具・大きめのTシャツ

TEL：0467-22-1573 担当：原 奈美

■お申込み・お問合せ

E-mail：app@salondechelsea.com URL：http://salondechelsea.com

お電話または下記申込フォームよりお申込みください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【お電話】059-228-6830（担当 駒田）

☆ Hoku Lani ～Natural Health Beauty Style～

【申込フォーム】https://ws.formzu.net/fgen/S86870246/

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■日程 随時

☆スポーツアロマサロン＆スクールnao華
1）スポーツアロマ実技講座～パフォーマンスの向上を目指して～

■日程 随時受付（リクエスト可能）

☆サロン・ド・フルール

■時間 全5日間+事前説明会

クライアントさんの気持ちがわかる心理学講座

■費用 ペアレッスン110,000円(個人レッスン132,000円)

～セラピストが知るべき心理とは？～

2）楢林式アロマ膝ケア実習講座～相モデル講座/セルフケア講座～

こころとからだはつながっています。

■日程 随時受付（リクエスト可能）

一社)日本マインドワーク協会の代表がお伝えするセラピストには絶対

■時間 約3.5時間

必要な心理についてお話しします。

■費用 11,000円（個人レッスン18,700円）

■日程 2020年3月24日

3）パパママトレーナー講座～がんばるわが子に10分ケア～

■時間 13：30ー16：00

■日程 随時受付（リクエスト可能）

■費用 正会員・受講生4,800円 一般5,500円

■時間 4時間

■会場 大阪市内

■費用 14,800円(ご夫婦で参加の場合は 19,800円)

■講師 濱田恭子

上記3講座ともに

■持ち物 筆記用具

■講師 宮木 奈保子

■お申し込み＆お問い合わせ

■場所 スポーツアロマサロン＆スクールnao華など

サロン・ド・フルールまでschoolsfla@gmail.comへお願いいたします

■お申込み＆お問い合わせ

〒630-8114 本社)奈良市芝辻町2-3-9

スポーツアロマサロン＆スクールnao華まで

TEL：0742-36-8504 担当：井上 敦子

メールまたはお電話にてお待ちしています。

E-mail：schoolsfla@gmail.com URL：https://salon-fr.com/

お問合せなどお気軽にご連絡ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〒470-2201 愛知県知多郡阿久比町白沢天神裏1-1 ピースフル白沢5号棟

☆ アロマスタジオパフューム

TEL. 090-5869-0651 担当：宮木 奈保子

漢方アロマセラピーベーシック講座 ～漢方医学の基本～

E-mail：aroma_naoka@yahoo.co.jp URL：https://ameblo.jp/rosewood427/

漢方アロマ精油の概念、漢方アロマ精油の選択

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■日程 随時（応相談）

☆ 自然の恵みAroma Lumiere

■時間 5時間

「アロマテラピーのための84の精油」講読会

■費用 どなたでも 45,000円（材料費込）

～一つの精油について知識を深める～

■会場（株）カラークリエーション

■日程 2020年1月30日、2月27日、3月26日

■講師 溝渕 邦子

■時間 10:30～、14:30～

■持ち物 筆記用具

■費用 1,000円

■お申し込み＆お問い合わせ

■会場 自然の恵みAroma Lumiere

アロマスタジオパフュームまで、電話かメールで申し込みを担当者に直接

■講師 菊永 洋子

申し込み下さい。

■お申し込み＆お問い合わせ

〒761-0113 香川県高松市屋島西町1956-26

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。

TEL：090-3184-6266 FAX：087-899-5690 担当：溝渕 邦子

返信メールをお送りしています。

E-mail：info@colorcreation.co.jp

〒573-0066 大阪府枚方市伊加賀西町7-35

URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000337898/

TEL：080-6144-3064 担当：菊永 洋子

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

E-mail：tateyoko50@gmail.com URL：https://ameblo.jp/aroma-lumiere-bouquet

☆ アロマの杜

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆ Herb Lovers アロマテラピースクール

アロマビジネスメンタル構築セミナー～目標設定と願望実現のために～
自分の特性と性質、人生の流れを知り、ビジネスマインドを構築するための

1）ちょっとだけアロマセラピスト！講座～BTTコース1日体験講座～

フロントセミナーです。

ブレンドオイルを作って背中または脚のトリートメントレッスン。

■日程 2020年1月18日

その後BTTコースの講座説明をします。

■時間 10：30～12：30

■日程 随時

■費用 正会員・受講生10,000円 一般12,000円

■時間 90分 1回

■会場 アロマの杜

■費用 2,200円

■講師 吉田雅一

2）せっけん作り～グリセリンが自然に含まれます～

■持ち物 筆記用具

～1か月後が楽しみ！私だけの石けん～
■お申し込み＆お問い合わせ
コールドプロセス製法。植物油と苛性ソーダ使用。精油はラベンダー他からお選び下さい。 アロマの杜までメールかお電話にてお申し込み下さい。
1リットルの牛乳パックに流し込んでお持ち帰りです。

〒818-0051 福岡県筑紫野市二日市北1-2-13-202

■日程 随時

TEL：090-8405-1729 担当：森 祥子

■時間 約2時間 1回

E-mail：aromanosizuku@yahoo.co.jp URL：https://aroma-mori.com

■費用 3,960円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3）JAMHAメディカルハーブ検定対策講座 ～美と健康にハーブを活用しましょう～
JAMHAメディカルハーブ検定テキストを使用して15種類のハーブの作用や使用方法を学びます。

アロマセラピストにもおすすめです。
■日程 随時
■時間 2時間 5回
■費用 19,800円 ※別途材料費6,600円
上記3つは
■会場 アロマ＆ハーブの専門店ハーブラバーズ
■講師 藤田 静代
■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、Ｅメールまたは電話でお問い合わせ・ご予約下さい。
ショップ営業時間11時～18時にお電話下さい。水・木曜定休日。冬期休業は12月30日～1月16日。

講座は10時～20時の間にできます。お一人から開講します。
〒670-0992 兵庫県姫路市福沢町144 TEL&FAX：079-295-0310 担当：藤田 静代
E-mail：aroma@mua.biglobe.ne.jp URL：http://www5b.biglobe.ne.jp/~aroma/

