
イオンボディ
アロマテラピースクール

資格取得講座
公益社団法人 日本アロマ環境協会資格認定校

特定非営利活動法人 日本メディカルハーブ協会認定校

スクール説明会＆
アロマクラフト体験

イオンボディ アロマテラピースクール

お問合せ・ご予約

048-990-1346

公益社団法人 日本アロマ環境協会（AEAJ） 認定校
特定非営利活動法人 日本メディカルハーブ協会（JAMHA） 認定校

アロマテラピーやハーブを取り入れてみたい方！資格取得にご興味をお持ちの方！
ぜひ一度、イオンボディアロマテラピースクールの見学＆体験にお越しください。
ハーブティを飲みながら、資格取得講座や各種講座の内容などをご紹介いたします。

アロマクラフト作りを特別価格にてご体験いただけます。

アロマクラフト体験（お好きなものをお選びいただけます。お一人２個まで）
◆クレイパック ◆スキンジェル ◆バスボム ◆手ごね石けん
クラフト各種 一個 ¥300（税抜き）¥330（税込）

初めての方にも
楽しんでいただける講座を
毎月開催！！

資格取得講座は少人数制で
アフターフォローもばっちり！

２/２２（土） １１：００～１２：００ / １３：００～１４：００
２/２８（金） １１：００～１２：００ / １３：００～１４：００

全日同じ内容です。お一人1回限り。お好きな日時をお選びいただけます。

次回のスクール説明会＆アロマクラフト体験は
９月頃の予定です。
講座のご紹介は随時おこなっています。
お気軽にお問合せください。

説明会＆アロマクラフト体験会 日程



イオンボディアロマテラピースクール レイクタウン店

お問い合わせ・ご予約 TEL 048-990-1346
イオンボディ店舗（中央レジ）またはお電話にて予約受付けております。
※定員になり次第、締切りとさせて頂きます。ご予約は２日前までにお願い致します。尚、この講座は開催
２日前までに２名様以上予約が入らない時は中止させて頂く事がございますのでご了承ください。その場
合は事前にご連絡致します。

＊交通機関の事情・天変地異などで休講させて頂く場合がございます。＊講師の体調不良や、やむを得ない事情により急遽休講・日程変更
となる場合がございます。＊教室内での録音・録画・飲食・喫煙・受講生の方以外の方の同伴・見学・ペットの連れ込みはお断りいたします。＊
受講料金の返金は一切致しません。＊スクールの受講料金は特別割引や特別特典の対象外とします。＊キャンセルは開催2日前までにご連
絡ください。

公益社団法人 日本アロマ環境協会（AEAJ）
アロマテラピー検定１級

検定対策講座

【アロマテラピー検定対策講座受講からAEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格取得までの流れ】

アロマテラピ—検定

対策講座受講
(受講しなくてもアロマテラピー検定

を受験することは可能です）
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検定1級受験⇒合格
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アロマテラピ—アドバイザー

認定講習会の受講

AEAJ直接開催（２月・８月）
または

認定スクール開催（不定期）
（各スクールのスケジュールをご確認下さい）
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アロマテラピ—

アドバイザー
として認定

日 時 ：木曜日コース（全３回）１０：００～１５：００（途中休憩1時間）

①４月９日（木）・②４月１６日（木）・③４月２３日（木）

日曜日コース（全３回）１０：００～１５：００（途中休憩1時間）

①３月２２日（日）・②４月５日（日）・③４月１９日（日）

受講料 ： ３２，０００.10円（教材費・税込） 定員６名

教材：アロマテラピー検定公式テキスト１級・２級（2019年1月改訂版）、検定対応精油セット、製作材料
※教材をお持ちの方は受講料金から教材費を差し引かせていただきます。

当講座は、２０２０年５月１０日（日）に開催されるアロマテラピー検定1級合格を目的とした講座です。
アロマテラピーの知識を深めたい方など、どなたでもご受講いただけます。
１級検定合格後は、（公社）日本アロマ環境協会の認定するアロマテラピーアドバイザー資格を目指すことができます。
詳しくは別紙、公益社団法人 日本アロマ環境協会（AEAJ）アロマテラピーアドバイザー認定講習会チラシをご覧ください。

２０２０年

学習内容 ◇アロマテラピーの基本 ◇きちんと知りたい、精油のこと ◇アロマテラピーの安全性 ◇アロマテラピーを実践する
◇アロマテラピーのメカニズム ◇アロマテラピーとビューティ＆ヘルスケア ◇アロマテラピーの歴史をひもとく
◇アロマテラピーに関係する法律 ◇クラフト作り（ルームスプレー、化粧水、トリートメントオイル）

スクール説明会を２/２２(土)・２/２８(金)におこないます。
各種講座や資格取得講座について詳しくご紹介します。また協会や資格制度もわかりやすくご紹介します。
参加者は特別価格にて、クラフト作りをご体験いただけます。是非ご参加ください。（詳細は別紙をご確認ください。）

アロマテラピー検定（試験）のお申込み締切は3/11（水）です。各自AEAJへお申し込みください。

試験日
５/１０
（日）

２０２０年
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・AEAJ直接開催の認定講習会を受講

・認定スクールで認定講習会を受講
（当日に履修証明書を発行）

または
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アロマテラピー
アドバイザー
として認定

【AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格取得までの流れ】
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※社団法人 日本アロマ環境協会（ＡＥＡＪ）への入会前でも認定講習会は受講可能です。
認定講習会受講後発行される履修証明書の有効期限は５年間になります。
年４回のアロマテラピーアドバイザー認定講習会の履修証明書の提出期間内にＡＥＡＪへ各自送付し、
履修証明書の提出と入会の両方確認後、AEAJより資格登録手続きに関する書類が送付されます。

１月３１日（金） １０：００～１３：００

受講料金 ： ４,７６０円（税抜き）５,２３６円（税込）定員12名

受講資格 ： アロマテラピー検定１級合格された方

〈持ち物〉 AEAJ機関誌（お持ちの方）・筆記用具

■アロマテラピ―アドバイザーとは
アロマテラピーに関する知識を備え、安全性や法律面から正しく社会に伝えることができる能力を認定する資格です。
プロフェッショナルとして販売に携わったり、一般の方に安全なアロマテラピーをアドバイスするのに適しています。
■アロマテラピーアドバイザー資格取得後は、本科資格〈アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト〉
専科資格〈アロマハンドセラピスト・アロマブレンドデザイナー〉の資格取得へさらにステップアップしていくことができます。

イオンボディ店舗（中央レジ）またはお電話にて予約受付けております。
※定員になり次第、締切りとさせて頂きます。ご予約は２日前までにお願い致します。尚、この講座は開催
２日前までに２名様以上予約が入らない時は中止させて頂く事がございますのでご了承ください。その場
合は事前にご連絡致します。

＊交通機関の事情・天変地異などで休講させて頂く場合がございます。＊講師の体調不良や、やむを得ない事情により急遽休講・日程変更
となる場合がございます。＊教室内での録音・録画・飲食・喫煙・受講生の方以外の方の同伴・見学・ペットの連れ込みはお断りいたします。＊
受講料金の返金は一切致しません。＊スクールの受講料金は特別割引や特別特典の対象外とします。＊キャンセルは開催2日前までにご連
絡ください。

イオンボディアロマテラピースクール レイクタウン店

TEL 048-990-1346

公益社団法人 日本アロマ環境協会（AEAJ）
アロマテラピーアドバイザー

認定講習会

お問い合わせ・ご予約

日 時 ： ２０２０年

順
不
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公益社団法人 日本アロマ環境協会（AEAJ）

アロマハンドセラピスト資格対応コース

安全にアロマセラピーを行うための知識を持ち、アロマハンドトリートメントの技術を身につけられる講座です。
身の周りの方をはじめ、ボランティアや地域活動などにおいて、
さまざまな方にアロマハンドトリートメントを実践することができます。

持ち物：筆記用具、「AEAJ認定ハンドセラピスト公式テキスト」、大判のバスタオル２枚、
AEAJ会員カード※腕の出せる服装でお越しください

イオンボディ店舗（中央レジ）またはお電話にて予約受け付けております

※定員になり次第、締切とさせて頂きます。ご予約は２日前までにお願い致します。尚、この講座は開催2日前までに

２名様以上予約が入らない時は中止させて頂くことがございますのでご了承ください。その場合は事前にご連絡いたします。

AEONBODYアロマテラピースクールレイクタウン店 TEL048-990-1346

※アロマハンドセラピスト公式テキストをお持ちの方はご持参ください。

アロマハンドセラピスト資格は5時間のアロマハンドセラピスト資格対応コースを受講することで
資格申請が可能となります。

下記のいずれか1日（5時間）の受講で履修証明書を発行いたします。

受講料：¥15,000（税抜き）¥16,500（税込）

トリートメントオイル製作材料費は含まれます。
別途 アロマハンドセラピスト公式テキスト¥1,760（税込）

講師：池田 眞津枝
（AEAJ認定アロマテラピーインストラクター/アロマセラピスト）

受講対象：ＡＥＡＪ認定アロマテラピーアドバイザー資格取得者

２月１３日（木） １０：００～１６：００ （途中休憩１時間含む）

２月２４日（祝月） １０：００～１６：００ （途中休憩１時間含む）

３月 ８日（日） １０：００～１６：００ （途中休憩１時間含む）

３月１２日（木） １０：００～１６：００ （途中休憩１時間含む）

＊交通機関の事情・天変地異などで休講させて頂く場合がございます。＊講師の体調不良や、やむを得ない事情により急遽休講・日程変更となる場合がございます。＊教室内での録音・録画・飲食・
喫煙・受講生の方以外の方の同伴・見学・ペットの連れ込みはお断りいたします。＊受講料金の返金は一切致しません。＊スクールの受講料金は特別割引や特別特典の対象外とします。＊キャンセル
は開催2日前までにご連絡ください。

講座ではブレンドオイルを製作。
ご自宅での練習にご活用ください。

２０２０年

当校でご受講いただいた方（希望者）には、
資格取得後にハンドトリートメントを実践できるイベントやフォローアップ講座をご案内しております。

講 師： 池田 眞津枝
（AEAJ認定アロマテラピーインストラクター、アロマセラピスト）

受講対象者： AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー有資格者

事前説明会 3/30（月）10:00～11:00
5/24（日）10:00～11:00

受講をご希望の方は必ずご参加下さい。
また、受講をご検討されている方は、
ご相談もお受けいたしますのでぜひご参加ください。
予約制ですので、ご希望の方はご連絡下さい。

2020年9月27日（日）に行われる
第46回アロマテラピーインストラクター試験

受験対応講座です。

◆資格対応コース（長時間コース） 52.5時間

受講料 ￥１４６，７６０（税抜き）￥１６１，４３６（税込）

月曜日クラス・日曜日クラス両方開講の場合、指定の範囲内での振替受講が可能になります。
また、ご都合が合わない場合でも補講日程を確保させて頂きます。（別途料金を頂戴いたします）

お申込み・お問い合わせ
イオンボディ レイクタウン店
０４８-９９０-１３４６

※2日前までに2名以上のご予約がない場合には中止となる事がございますのでご了承下さい。中止の際には前日までにご連絡をさせて頂きます。

＊交通機関の事情・悪天候・講師の病気などやむを得ない事情により急遽休講・日程変更となる場合がございますので予めご了承ください。
＊受講生以外の方の同伴・見学などはお断りしております。＊スクールの受講料金は特別割引や特別特典の対象外といたします。

●どちらのコースとも講座内で、ルームスプレー・クレイパック・化粧水・ミツロウクリームを製作します。

4/6（月）
10:00～13:30

4/13（月）
10:00～13:30

4/20（月）
10:00～13:00

4/27（月）
10:00～14:00

5/11（月）
10:00～14:00

5/18（月）
10:00～14:00

5/25（月）
10:00～13:00

6/1（月）
10:00～12:00

6/8（月）
10:00～12:30

6/15（月）
10:00～13:00

6/22（月）
10:00～12:00

6/29（月）
10:00～13:00

7/6（月）
10:00～13:00

7/13（月）
10:00～13:00

7/20（月）
10:00～13:00

7/27（月）
10:00～13:00

8/3（月）
10:00～13:00

4/6（月）
10:00～13:30

4/13（月）
10:00～13:30

4/20（月）
10:00～13:00

4/27（月）
10:00～14:00

5/11（月）
10:00～14:00

7/20（月）
10:00～13:00

7/27（月）
10:00～13:00

8/3（月）
10:00～13:00

5/31（日）
10:00～15:00

6/7（日）
10:00～16:00

6/14（日）
10:00～16:00

6/21（日）
10:00～17:00

6/28（日）
10:00～16:30

7/5（日）
10:00～16:00

7/12（日）
10:00～16:00

7/19（日）
10:00～16:00

7/26（日）
10:00～15:00

8/2（日）
10:00～16:00

8/9（日）
10:00～13:00

5/31（日）
10:00～15:00

6/7（日）
10:00～16:00

6/14（日）
10:00～16:00

6/21（日）
10:00～17:00

8/2（日）
10:00～16:00

8/9（日）
10:00～13:00

4/6スタート月曜クラス・長時間コース 計52.5h

5/31スタート日曜クラス・短時間コース 計28h5/31スタート日曜クラス・長時間コース 計52.5h

4/6スタート月曜クラス・短時間コース 計28h

カリキュラム要項
◇アロマテラピーの歴史
◇解剖生理学
◇タッチング論
◇ボランティア論
◇基材論
◇健康学

◇ストレスとメンタルヘルス
◇ホスピタリティとコミュニケーション
◇精油学総論※
◇精油学各論※
◇アロマテラピー利用法※
◇アロマテラピー教育※

※は必須履修科目

◆必須履修科目コース（短時間コース） 28時間

受講料 ￥８０，０９３（税抜き）／￥８８，１０２．３０（税込）

全ての金額に教材費・実習費が含まれます。


