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 ２０１5 年～ 

 

(公社)日本アロマ環境協会認定資格 

 

アロマテラピー検定制度   ＊一般の方を対象とした試験 

 受験資格 対応コース 修了者特典 

２級    一 般 
アドバイザー養成コース アドバイザー認定講習会 

1 級   (非会員可) 

プロフェッショナルな資格 ＊協会が認定する協会会員に対するプロフェッショナルな資格 

アドバイザー 
検定１級合格者 

ＡＥＡＪ会員 
アドバイザー認定講習会 履修証明書発行 

インストラクター アドバイザー資格取得者 インストラクター養成コース 履修証明書発行 

セラピスト 

・アドバイザー資格取得者 

・インストラクター資格取得者 

（学科免除時間 30 時間あり） 

アロマセラピスト養成コース 

 ・学科 

 ・実技 

履修証明書発行 

実技テスト学内試験認定 

カルテ審査学内審査認定 

 

 

◎ 2014 年からＡＥＡＪの資格制度が大きく変わりました。 

アドバイザー認定講習会が全国の認定スクールで受講できるようになったり、 

認定校で学んだことによるインストラクター二次試験の免除がなくなり、認定校にて必須履修

科目を修了することが受験条件になる、等です。詳細は AEAJ ホームページをご覧いただく

か、アン・ナチュールまでお問合せください。 

 

AEAJ 資格認定コース受講ガイド  
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■ アロマテラピーアドバイザー養成コース    

・201５年５月１０日  第３２回 ＡＥＡＪアロマテラピー検定(２級/１級)対応 

・履修時間 ３時間×５回(１５時間)   

・受講料（税込） ￥3０,000 (アドバイザー認定講習会含む)   テキスト／教材費（税込）  ￥10,000 

◎ 当コースを規定時間(１２時間以上)履修すると「アロマテラピーアドバイザー認定講習会履修証明書」 

を発行いたします。 

    

≪アドバイザー養成コース日程／内容≫ 

      

※ 受講にあたって 

 〇 AEAJ 検定テキスト(２級・１級)と当校専用テキスト、アドバイザー認定講習会用テキストを使用します。 

 〇 講義は毎回実習を含みます。教材費は初回に一括徴収させていただきます。 

〇 振替受講は可能ですが基本的に補講はありません。 

〇 欠席された場合の実習教材は、次回受講時にお渡しします。 

 

※ 資格取得の手順 

①アドバイザー養成コース受講・検定受験願書配布 ＜検定申込み締切３月２４日＞ 

②検定受験願書協会提出、受験料協会振込   ＊受付期間や試験日、会場等の詳細については願書参照 

③試験日より約１ヶ月後に合否通知が送付されます(アドバイザーは検定１級合格が必要) 

④協会入会手続き   ＊詳細は検定合格時、協会より送付されます(入会金￥10,000 年会費は￥12,000) 

⑤アン・ナチュール発行の「アドバイザー認定講習会履修証明書」を申請者本人が協会宛てに郵送してください 

＊インストラクター、アロマセラピストの受験にはアドバイザー資格が必須条件となります。 

⑥協会よりアドバイザー手続きに関する書類が送付されます 

⑦協会宛てに書類を送付。アドバイザー認定料￥10,000 を送金   

↓ ↓ ↓ 

(公社)日本アロマ環境協会認定アロマテラピーアドバイザー資格取得 

 

 

■  アドバイザー認定講習会 

独学／他校生向け  (検定１級合格者で、ＡＥＡＪに入会された方)  受講料 ￥5,14０ (テキスト代込み)   

 

日曜 木/金曜 13:00～15:30 座学 15:30～16:00  製作実習 

3／15 3／20（金） アロマテラピーの定義・歴史  精油のプロフィール 精油各論１ ルームフレグランス 

３／２９ ３／２７（金） 香りのメカニズム・健康学   精油のプロフィール 精油各論２ 発泡入浴剤 

4／5 4／３（金）  環境学           精油のプロフィール 精油各論３ リップクリーム 

4／19 4／９（木） アドバイザー認定講習会      クレイのパック 

4／26 4／2４（金） 試験直前対策          トリートメントオイル 
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■ アロマテラピーインストラクター養成コース ≪ＡＥＡＪ新制度対応≫ 

・201５年９月２７日(日)   第３６回アロマテラピーインストラクター試験対応 

A 履修時間 ６時間×５回(３０時間)  ＜９単位＞  医療関係者向け（解剖生理学なし） 

    受講費（税込）  ９単位コース  ￥ 80,000（税込）  テキスト／教材費（税込） ￥9,072 

B 履修時間 ６時間×８回(４８時間)  ＜１６単位＞   

受講費（税込） １６単位コース  ￥125,000（税込）  テキスト／教材費（税込） ￥9,072 

当コースを規定時間(９単位２５時間以上)履修すると「インストラクター履修証明書」を発行します。 

A ３時間×１０回  B ３時間×１６回 の短時間コースも可能です。 

インストラクター受験／受講条件：アドバイザー資格取得者 

 

 

 

  A 履修時間 3 時間×10 回(３０時間)  ＜９単位＞  医療関係者向け（解剖生理学なし） 

 

≪インストラクター養成コース日程／内容≫  

     Ｂ コースに合わせての開催のため、日程が前後しているのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

希望者のみ 

直前対策セミナー 
まとめ／模擬テスト         別途￥５,０００ 

 

 

 

 

５回コース 
10：00 ～ 17：00 (13：00～14：00 休憩)  

１０回コース 18：00 ～ 21：00 

4/7 
精油学総論Ⅰ (３ｈ) 精油学各論Ⅰ (3ｈ) 

4/14 

4/21 
精油学総論Ⅱ (４ｈ) 精油学各論Ⅱ (2ｈ) 

4/28 

5/1 
アロマテラピー利用法 (６ｈ) 

5/12 

6/9 
アロマテラピー教育 (５ｈ) 精油学各論 Ⅳ (１ｈ) 

6/26 

5/19 
精油学各論 Ⅳ (１ｈ) 精油学テスト／解剖生理学ポイント 

5/26 

 必須履修科目 

2015.9.27 試験向け 

には開講予定なし 



 セラピールーム an nachu-ru 受講ガイダンス 

  

 

 

Copyright[c] 2012 an nachu-ru Limited all rights reserved. 4 

 

B 履修時間 ３時間×16 回(４８時間)  ＜１６単位＞ 

≪インストラクター養成コース日程／内容≫  

4/7 
精油学総論Ⅰ (３ｈ) 精油学各論Ⅰ(3ｈ) 

4/14 

4/21 
精油学総論Ⅱ (４ｈ) 精油学各論Ⅱ(2ｈ) 

4/28 

5/1 
アロマテラピー利用法(4ｈ) 各論 Ⅳ  まとめ＆テスト(２ｈ) 

5/12 

5/19 アロマテラピー利用法(2ｈ) 
基材論（２ｈ） 

5/26 アロマテラピー教育Ⅰ(2ｈ) 

6/2 

6/9 

アロマテラピー教育Ⅱ(３ｈ)   

歴史        (１ｈ) ホスピタリティーとコミュニケーション(２ｈ) 

6/19 解剖生理学 １ 身体の発生 （2ｈ）   健康学Ａ  (1ｈ) 

6/26 解剖生理学 ２ 神経系  （２ｈ）   健康学Ｂ  (1ｈ) 

7/7 メンタルヘルス （２ｈ） タッチング論(１ｈ)   

7/17 解剖生理学 ３ 嗅覚/皮膚の構造(1ｈ) 解剖生理学 ４ 免疫系  （２ｈ） 

7/24 ボランティア論(１ｈ) 解剖生理学 ５ 内分泌系  （２ｈ） 

7/31  健康学Ｃ  (3ｈ)  

希望者のみ 

直前対策セミナー 
まとめ／模擬テスト         別途￥５,０００ 

 

 

※ 受講にあたって 

 〇 (公社)日本アロマ環境協会のインストラクター資格認定コース標準カリキュラムに準拠しています。 

〇 講義では AEAJ 検定テキスト(２・１級)、アロマテラピー用語辞典、「目でみるからだのメカニズム」(医学書院)  

「ぜんぶわかる人体解剖図」(成美堂出版)、当校専用テキストを使用します。 

資格マニュアル最新版も毎回ご持参ください。 

〇 急なお休みの場合、極力振替受講していただけるようにしますが日程的に難しい場合もあります。 

〇 講座の一部に課題レポートの提出があります。 

〇 アロマテラピー教育では、実践報告の発表があります。 

 

 

  18：00 ～ 21：00  

 必須履修科目 
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※ 資格取得の手順 

①インストラクター養成コース受講 

②試験受験願書協会提出・受験料￥5,140 協会振込・履修証明書提出＜受付期間 201５年８月中～下旬＞ 

＊詳細は直前の協会会報誌をご覧ください    ＊履修証明書は授業最終日にお渡しします 

③テキストは 201５年９月２７日 第３６回アロマテラピーインストラクター試験対応 

④試験日より約１ヶ月後に合否通知が送付されます 

⑤協会よりインストラクター資格登録手続きに関する書類が送付されます 

⑥協会宛てに書類とインストラクター認定料￥10,260 を入金   

↓ ↓ ↓ 

(公社)日本アロ環境協会認定アロマテラピーインストラクター資格取得 

 

 

■ アロマセラピスト養成コース  

● アロマセラピスト資格取得の流れ 

  ① セラピスト学科試験合格           

② 実技試験合格      

③ カルテ審査合格 

・201５年１１月２２日(日) 第３３回アロマテラピーセラピスト学科試験対応 

・履修時間 Ａ：６時間×１５回 (９０時間)  

 受験／受講条件：アドバイザー資格取得者   

・受講費 ￥170,000  テキスト／教材費 別途  

・履修時間 Ｂ[学科一部免除コース]：6 時間×１０回(６０時間)  免除時間(３０時間) 

・受講費 ￥125,000  テキスト／教材費 別途    

受験／受講条件…インストラクター資格取得者 

当コース（A,B 共に）を規定時間(30 時間以上)履修すると「アロマセラピスト必須履修科目履修証明書」 

    を発行いたします。〈アロマセラピスト学科試験の受験申し込みに必要となります〉 

   〇 (公社)日本アロマ環境協会のアロマセラピスト資格認定コース標準カリキュラムに準拠しています。 

〇 講義では AEAJ 検定テキスト(２級・１級)、アロマ用語辞典、「ぜんぶわかる人体解剖図」(成美堂)、 

目でみるからだのメカニズム(医学書院)、当校専用テキストを使用します。 

青字テキストを本コースの教材費にて購入していただきます。ある場合は購入不要。 

 

※ アロマセラピスト学科試験までの手順 

①インストラクター資格取得者またはインストラクター養成講座受講者  

(アドバイザーからセラピストを目指す方は、Ａコースを受講していただけば受験可能です。) 

②アロマセラピスト養成講座＜学科コースＡまたはＢ＞受講 

③試験受験願書協会提出・受験料協会振込・アロマセラピスト必須履修科目履修証明書提出 

＊詳細は直前の協会会報誌をご覧ください。 

＊授業終最終日に「アロマセラピスト必須履修科目履修証明書」を発行いたします。 
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≪アロマセラピスト養成コース学科 Ａ 日程／内容≫  

インストラクター養成コースとセラピスト養成コース学科Ｂクラスに出席していただくため、 

開催日は順不動となります。             問合せ/お申込みがあり次第開講いたします 

     

 

 

 集中 

クラス 

時間記載がない日は以下の時間 

  集中コース 10：00～１７：００ (13：00～14：00 休憩) 

 
 

1 1 章 アロマテラピーの定義(0.5ｈ)・２章 AEAJ について(0.5ｈ)・４章 精油学総論Ⅰ(２ｈ)  

 2 4 章 精油学総論Ⅱ(3ｈ) 

 
 

3  5 章 解剖生理学１ (2ｈ)身体の発生 

 4 １２章 精油学各論Ⅰ (1ｈ)    5 章解剖生理学 2 (3ｈ)脳神経系 

 
 

５ １２章 精油学各論Ⅱ  (1ｈ)  

 6 １４章 ホームケア論Ⅰ(３ｈ) 5 章解剖生理学 3 (２ｈ)内分泌系 

 
 

7 １２章 精油学各論Ⅲ (1ｈ) ５章解剖生理学４ (2ｈ)免疫系 

 8 １４章 ホームケア論Ⅱ(２ｈ) 5 章解剖生理学５ (１ｈ)嗅覚 

  9 ６章 基材論(２ｈ)  

  10 11 章 衛生学(２ｈ)   

 
 

11 7 章 ボディートリートメント理論Ⅰ(２ｈ) 5 章解剖生理学 5 (１ｈ)筋肉系Ⅰ 

 12 7 章 ボディートリートメント理論Ⅱ(２ｈ) 5 章解剖生理学 5 (１ｈ)筋肉系Ⅱ 

 
 

13 ９章Ⅰ コンサルテーション理論(２ｈ)  5 章解剖生理学 6 (１ｈ)呼吸器系 

 14 8 章 ケーススタディーA(３ｈ)  

 
 

15 8 章 ケーススタディーＢ(２ｈ) 5 章解剖生理学 7 (１ｈ)消化器系 

 16 8 章 ケーススタディーＣ(２ｈ) 5 章解剖生理学 8 (１ｈ)泌尿器系 

 
 

17 ３章 健康学２(３h)  

 18 ３章 健康学１(３h)  

 
 

19 8 章 ケーススタディーＤ(２ｈ) 5 章解剖生理学 9 (１ｈ)循環器系Ⅰ 

 20 8 章 ケーススタディーＥ(２ｈ) 5 章解剖生理学 9 (１ｈ)循環器系Ⅱ 

 
 

21 8 章 ケーススタディーＦ(3ｈ)  

 22 ９章Ⅱ コンサルテーション実技１(２ｈ) 5 章解剖生理学 10 (１ｈ)生殖器 

 
 

23 10 章 心理学Ⅰ(２ｈ) 5 章解剖生理学 11 (１ｈ)感覚器 

 24 13 章 アロマセラピストの心得(１ｈ) 10 章 心理学Ⅱ(２ｈ) 

 

 

25 ９章Ⅱコンサルテーション実技２(２ｈ) 5 章解剖生理学 12 骨格(１ｈ) 

 
26 ９章Ⅱコンサルテーション実技 3（1ｈ） 5 章解剖生理学 13 皮膚(１ｈ) 

８章ケーススタディーＧ(１ｈ) 

  27 解剖生理まとめ(質疑応答)(２ｈ) 実力テスト(１ｈ) 
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Ｂコース下欄に記載の 「※受講にあたって」は共通ですのでご覧ください。 

≪アロマセラピスト養成コース学科 Ｂ 日程／内容≫     問合せ/お申込みがあり次第開講いたします 

  インストラクター資格取得者向け 免除コース  2015 年  

※ 受講にあたって   

 〇 (公社)日本アロマ環境協会のアロマセラピスト資格認定コース標準カリキュラムに準拠しています。 

〇 講義では AEAJ 検定テキスト(２級・１級)、アロマ用語辞典、「ぜんぶわかる人体解剖図」(成美堂)、 

「目でみるからだのメカニズム」(医学書院)、キャリアオイル辞典(東京堂)、美容皮膚科学辞典(中央書院)、 

当校専用テキストを使用します。 

赤字テキストはお持ちでない場合は購入していただきます。 

青字テキストは購入していただくことをおすすめします。 

※ アロマセラピスト学科試験までの手順 

①インストラクター資格取得者またはインストラクター養成講座受講者  

(アドバイザーからセラピストを目指す方は、Ａコースを受講していただけば受験可能です。) 

②アロマセラピスト養成講座＜学科コースＡまたはＢ＞受講 

③試験受験願書協会提出・受験料協会振込・アロマセラピスト必須履修科目履修証明書提出＜受付期間 20１5 年１０月頃＞ 

＊詳細は直前の協会会報誌をご覧ください。 

土・日曜集中 

コース 
 10：00～１７：００ (13：00～14：00 休憩) 

 
１ 1 章 ＡＥＡＪアロマセラピスト概論 解剖生理学７ (３ｈ)骨格系 

２ 2 章 衛生学(１ｈ)  

 
３ 3 章 ボディートリートメント理論Ⅰ(２ｈ) 解剖生理学８ (１ｈ)筋肉系Ⅰ 

４ 3 章 ボディートリートメント理論Ⅱ(２ｈ)  (１ｈ)筋肉系Ⅱ 

 
５ ４章Ⅰ コンサルテーション理論(２ｈ)  解剖生理学９ (１ｈ)呼吸器系 

６ ５章 ケーススタディーA(３ｈ)  

 
７ ５章 ケーススタディーＢ(２ｈ) 解剖生理学１０ (１ｈ)消化器系 

8 ５章 ケーススタディーＣ(２ｈ) 解剖生理学１１ (１ｈ)泌尿器系 

 
9 ５章 ケーススタディーＤ(２ｈ) 解剖生理学１２ (１ｈ)循環器系Ⅰ 

10 ５章 ケーススタディーＥ(２ｈ)  (１ｈ)循環器系Ⅱ 

 
11 ５章 ケーススタディーＦ(3ｈ)  

12 ４章Ⅱ コンサルテーション実技１(２ｈ) 解剖生理学１３ (１ｈ)生殖器 

 
13 ６章 心理学Ⅰ(２ｈ) 解剖生理学１４ (１ｈ)感覚器 

14 ７章 アロマセラピストの心得(１ｈ) ６章 心理学Ⅱ(２ｈ) 

 

15 ４章Ⅱコンサルテーション実技２(２ｈ) 解剖生理学インスト１～３復習(１ｈ) 

16 ４章Ⅱコンサルテーション実技 3（1ｈ） 

５章ケーススタディーＧ(１ｈ) 

解剖生理学インスト４～６復習(１ｈ) 

 17 解剖生理まとめ(質疑応答)(１ｈ) 実力テスト(２ｈ) 
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＊授業終最終日に「アロマセラピスト必須履修科目履修証明書」を発行いたします。（３3 回試験以降も有効） 

 

● アロマセラピスト養成コース実技 

・履修時間： ４時間×1５回(60 時間)  

・修了条件： ５０時間以上の履修 

  ・学内試験： 実技試験・口頭試問(ボディートリートメント実技コース最終日予定) 

         カルテ審査(３０ケース)提出 (当店受付期間 ４月中旬／１０月中旬) 

         当校より、AEAJ に資格申請およびカルテの提出をします。 

         AEAJ への資格申請期間 毎年 ①７月１日～８月３１日 ②１月１日～２月２８日  

  ・学内試験受験資格： アロマセラピスト学科試験合格者 

   ＊学内実技試験は学科試験の合否に関わらず、実技コースの中で実施されます。 

   ＊カルテ審査は学科試験合格者のみ受け付けます。 

   ＊実技コースのみ受講を希望される方、もしくは学科コースに先行し実技コースを受講される方は、 

    学科コースの「コンサルテーション理論」(２ｈ)の受講していただきます。 

   ＊学科試験合格後、２年２ヶ月以内にボディートリートメント実技試験／カルテ審査を受験してください。 

               

２０１5 年 4 月 開講予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ フェイシャル講習でマスク(フェイシャルパック)の講習があります。 

  商材を使用しますが、１回分のみ教材費に含めますが、２回目以降に希望があれば 

別途￥１,０００の材料費にてマスク練習も可能です。 

 

 

 

 

 

 日曜日クラス 実技講習     １３:00～1７:00  (お昼を済ませてお出かけください)   

１ ４/６ 準備：ベッドの設定・タオルワーク(0.5ｈ) 伏臥位 脚 基本手技 

２ ４/２３ 手技用語と期待できる作用(0.5) 伏臥位 背面 肩／腰のケア  

３  トリートメントシートの書き方(1 ｈ) 仰臥位 脚・腕・お腹・デコルテ 

４   肩の緊張緩和におすすめ精油(0.5)シート記入(0.5) トータルボディケア 

５    フェイシャルの準備品と注意点について(1 ｈ) フェイシャルトリートメント(3ｈ)  

６    フルボディートリートメント フェイシャルトリートメント(２ｈ)  

７  フルボディートリートメント フェイシャルトリートメント(２ｈ) 

８    フルボディートリートメント フェイシャルトリートメント(3ｈ) マスク 

９    フェイシャル付フルボディートリートメント “プロフェッショナル”を考える 

10   実技試験／口頭試問 

以
降
、
受
講
生
間
で
日
程
調
整

中 
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各カリキュラムの概要 

 

コース名/定員 およその受講期間 受講料/(税込) 教   材 

 

アドバイザー養成コース 

4 名 

 

２～５ヶ月 

３ｈ×５回 １5ｈ 

受講料 ￥30,000 

テキスト／教材費 ￥10,000 

※アドバイザー認定講習会費用 

全て含む 

・検定テキスト 1 級・２級 

・検定対象精油セット 0.5～1ｍｍ２０本 

・アドバイザー認定講習会テキスト 

アドバイザー認定講習会 

(検定１級合格/ＡＥＡＪ会員対象) 
３h×１回 受講料 ￥5,140 

・アドバイザー講習会テキスト 

(受講料に含む) 

インストラクター養成 

コース 4 名 

４ヶ月 

６ｈ×８回 ４８ｈ 

受講料 ￥125,000 

テキスト／教材費 ￥9,072 

・「ぜんぶわかる人体解剖図」(成美堂出版) 

￥2,052 

・目でみるからだのメカニズム（医学書院） 

￥3,240 

・アロマ用語辞典￥3,780 

4 ヶ月(必須履修のみ) 

６ｈ×５回 ３０ｈ 

受講料  ￥80,000 

テキスト／教材費 ￥9,072 

アロマセラピスト養成 

コース学科 

4 名 

７ヶ月 

３ｈ×２７回 ８１ｈ 

受講料 ￥170,000 

テキスト／教材費  

必要であれば購入 
・目でみるからだのメカニズム（医学書院） 

・「ぜんぶわかる人体解剖図」(成美堂出版) 

・キャリアオイル辞典(東京堂出版) 

・美容皮膚科学辞典(中央書院) 

・アロマ用語辞典 

＊インストラクター資格所有

者↓ 

３～４ヶ月 

６ｈ×９回 ５１ｈ 

（最終回のみ３ｈ） 

受講料 ￥125,000 

 テキスト／教材費     

必要であれば購入 

アロマセラピスト養成 

コース実技  ４名 

４ヶ月 

６ｈ×１０回 ６０ｈ 

受講料 ￥180,000 

教材費 ￥12,000 

＊教材費は１０回分の植物油、精油代 

 １回分のフェイシャルパック代 

※家庭練習用に施術ベッドをご購入ください 

 

 

１ クラスの定員： 最大４名様 

＊募集したクラスは１名様でも開講します。 

 

２ 入学選考方法： 定員よりオーバーする場合は、申込み順で選考させていただきます。 

 

３ 入学手続き： 入学申込み用紙に記入後、受講料を銀行振り込みにてご入金ください。 

         両方が揃った時点で正式なお申込みとなります。 

          

４ 受講料について：コース毎の料金設定となっておりますので、上記一覧表をご参照ください。 

         お支払は基本的に開講前に一括にて銀行振り込みでお願いいたします。 

領収書が必要な場合はお申し付けください。１回目の授業時に発行いたします。 

（基本的には振込記録をもって領収書とさせていただきます。） 

＊申込み書と受講料を直接当店まで持参していただいてもかまいません。 

＊受講料の支払いに伴う振込み手数料は、申し訳ございませんがご負担ください。 

 なお、弊校は入学金システムはございませんのでご安心ください。 
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         ＊分割払いをご希望の方はご相談ください。 

５ 入学契約の解除／中途解約について： 

    ・ご契約から８日以内、または対象コースの開校前日まではクーリングオフ制度に従い、 

全額返金いたします。その際、テキストを開封された際はテキスト代のみ頂戴いたします。   

    ・開校後はいかなる場合においても返金は致しかねます。 

 

６ 進級、卒業、退学、除籍の基準 

進級 ① 標準カリキュラムの各学習科目の出席率が５分の４以上に達していること。 

     ② 実力診断テストを受験していること。 

③ その他標準カリキュラムの修了が不十分でないこと。 

④ 各資格の関連、資格制度の条件を満たしていること。 

 

卒業 ①～④ 同上。 

 

退学、除籍の基準： 受講生や講師、当スクールに迷惑や損害を与える行為があった場合。 

          当スクールの警告に従わない場合。 

（ 教室内での録音・録画・写真撮影・喫煙・ペットの同伴は、ご遠慮ください） 

            生徒さん同士の物品の販売、勧誘等の営業は固くお断りいたします。 

            担当講師を通しての受講生間のＰＲや情報交換等は可能です。 

* 前項により弊校が受講生の受講を拒否することにより生じたすべての費用および損害について、

弊校は受講生に請求できるものとします。また学費の返還は致しません。 

 

 

７ インストラクター養成コースとセラピスト養成コース(学科／実技)は、ＡＥＡＪの指定 

時間数以上、受講された方へは、最終日に当店「修了証」を発行いたします。 

 

 

８ 各コース、ＡＥＡＪの指定時間以上受講され、実力テストを受けた方に履修証明書を発行します。。 

  各コースの修了条件は「ＡＥＡＪ資格対応コース受講ガイド」をご覧ください。 

 

 

9 授業の振替は同時期に開催している他クラス、それ以降または以前に開講している 

同様のカリキュラムへ振替が可能です。前日までにご連絡ください。 

手数料等はかかりません。初回参加日より２年以内。 

 ＊個人的な「補講」にもできる限り対応いたします 

 

 

■ 受講／受験サポート 

〇 直前対策講座 本校受講生 ￥5,000         必須履修コース修了生・他校生 ￥10,000 

 

〇欠席時の対応 

 ・規定時間の履修を満たすためには振替対応をお願いします 

 ・履修証明書は不足分の履修が修了した時点で発行いたします
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申込年月日  平成  年  月  日 

 

フリガナ 

お名前 ：                   

 

ご住所  ： 〒                               

 

TEL：                                    

 

FAX:                                     

 

携帯:                                      

 

携帯メールアドレス                           

 

受講コース:                                                 

 

受講料：      円    教材費：     円   合計金額：     円  

 

受講料お振込み予定日またはお振込み日 ：     年  月  日  

 

受講コース(受講クラス)：                   

 

 

 

≪アロマテラピー歴≫ 該当する方の( )へ〇をつけてください。 

        

アドバイザー資格   有（  ）・無（  ） ・取得年月     年    月 

インストラクター資格 有（  ）・無（  ） ・取得年月     年    月 

セラピスト学科試験合格（  ）・セラピスト実技試験合格（   ） 

 

 

 

受講申込書 
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受講申し込み書をご記入いただき、Fax.0265-86-6620 または郵送にてお送りいただください。 

コース内容等で不明なことは事前に電話でお問合わせください。 携帯： 080-5143-6470 

下記指定銀行口座に受講料お振込完了後、正式に受付となります。 

直接、当店のほうへ持参していただいてもかまいません。 

 

送付先： 〒399‐3704 

長野県上伊那郡飯島町本郷58－8 

  セラピールーム アン・ナチュール行 

 

 

問合せ先： TEL／FAX  0265－86－6620(自宅兼用)  080-5143-6470(店舗専用) 

  

お振込先： 

≪銀行口座≫ 

          八十二銀行飯島支店 （普）230755  アン・ナチュール株式会社 

 

申し訳ございませんが、振込手数料はご負担ください。 

領収書が必要な方は開講時にお申し付けください。 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ M E M O ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 


