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アロマ＆ハーブスクール

校則

○講座の開催場所
ＮＡＧＯＭＩ アロマ＆ハーブスクール
東京都府中市八幡町 3-17-15 ともやビル ４Ｆ
Tel：042-310-9992

Fax：042-370-1579

○講座のお申し込み方法
・お電話、メール、または窓口にて受け付けております。 十分に内容をご確認いただいた
後、お申込書に必要事項を御記入の上、受講料をそえてお申込み下さい。
•各講座とも、定員になり次第締切りとさせていただきます。尚、キャンセル待ちのご予約
を承ります。
•講座により、年令、性別の制限がある講座もございます。
•お申込が最少開講人数に達しない場合、講座の開講を延期又は中止することがございます。
•開講については、講座開講日（連続講座については初回開講日）１週間前をめどに決定い
たします。中止の場合は、お申込された方へその旨を連絡致します。
•受講申込後に日程の変更や講師代行となる場合がございます。
○男性の方の講座への参加
アロマテラピーアドバイザー資格対応コース、アロマテラピーインストラクター資格対応
コース、アロマセラピスト資格対応コースの学科は参加可能です。アロマセラピスト資格
対応コースの実技は個別にご相談ください。なお男性の生徒さんの場合は事前に面接させ
ていただいてからのご参加になります。
ご希望にそえず、講座への参加をお断りさせていただく場合もあります。あらかじめご了
承ください。
○講座申し込みのキャンセルに関して
・原則として講座費用の入金後のキャンセルはお受けしかねます。ただし、講座開始前（７
日前まで）の場合は、手数料 10,000 円を差し引いた金額を返金致します。
※開講日以降の返金は致しません。
•開講人数に満たず開講中止になった場合は、全額返金致します。
※尚、受講料振込や送金にかかった手数料の返金は致しかねますことご了承ください。

○休講に関して
・講師の都合によりやむを得ず休講、または日程を変更させていただく場合がございます。
・交通機関の事情、天災地変などでやむを得ず休講させていただく事があります。その場
合は日程変更、講師代行にて講座を設定致します。
•講師の都合により、やむを得ず休講、日程変更、講師代行となる場合がございます。
○欠席に関して
・欠席される場合は、前日迄にご連絡ください。また急病等で、やむを得ず欠席される場
合は、速やかにご連絡ください。
•資格対応コースの場合、30 分以上の遅刻早退は欠席となります。遅刻、早退、欠席の場
合は事前に認定校までご連絡をお願いします。
○定員に関して
アロマテラピーアドバイザー資格対応コース、アロマテラピーインストラクター資格対応
コース、アロマセラピスト資格対応コースの学科は 6 名 、アロマセラピスト資格対応コー
スの実技は 2 名になります。最少開講人数は 2 名になります。ただしアロマセラピスト資
格対応コースの実技の場合、モデルを用意していただくことで 1 名での参加が可能となる
場合があります。
○振替・補講に関して
•資格対応コース以外は、受講生の都合による欠席の場合、振替受講は行っていません。
•資格対応コースに限り、振替制度を設けております。ただし、定員、開講状況等によりご
希望のクラスで振替受講が出来ない場合もございます。
•資格対応コースのトリートメント実技講座の場合は、相モデルで行う為、振替受講をお受
け出来ない場合があります。なお、振替の場合、希望される日時までに規定時間に達さな
い場合がありますが、この場合はその期での修了書発行はできません。また振替頻度が高
い場合に対応しきれない場合があります。また必要に応じて補講をおこなう場合がありま
す。
○お申し込み後の講座・コース変更について
お申込後の講座、コース変更は原則承っておりません。ただし、 資格対応コースに限り、
やむを得ない理由で、申込時に登録した講座・コースでの履修が出来なくなった場合は講
座・コース変更を認める場合もございます。•上記の場合、スクールまでご相談下さい。
•所定の用紙に記入の上、提出をお願いします。その後、変更手続きを行います。お申し出
が無いまま欠席された場合は、欠席扱いとなります。
•また上記の理由で、講座・コース変更後は、その後の変更は認められません。

○ 休学・復学について
•やむを得ない理由により受講が困難となった場合（出産、介護、入院等）は、お申し出よ
り１年以内であれば、復学することが出来ます。休学・復学をご希望される場合は必ずス
クールへお問合せ下さい。事前の届け出が無い場合は、休学・復学の対象となりません。
その場合欠席扱いとなりますので、ご注意下さい。
•復学を希望される場合は、事前に必ず休学申請をしたスクールへお知らせ下さい。
復学は原則として同スクール・同コース（曜日・講師）となり、休学申請を受理された日
から１年以内となります。この期間を過ぎた場合は、復学をお受け出来ない場合がござい
ます。また状況により同スクールで開講されない場合もございます。
スクールから事前にご連絡は致しません。ご自身で日程の管理をお願いいたします。
○入学金等に関して
当校では、各講座費用以外に入学金は徴収致しません。別途テキスト代
○お支払い方法に関して
現金あるいは銀行振込・郵便振替になります。カード等は使えません。
＊＊＊銀行振込＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
三井住友銀行 府中支店 普通口座 7362063

ナチュラルオーガニック株式会社

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊郵便振替＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
郵便振替 10180-1853941 ナチュラルオーガニック株式会社
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
○分割支払に関して
アロマテラピーインストラクター資格対応コース、アロマセラピスト資格対応コースに関
しては分割支払い可能です。
アロマテラピーインストラクター資格対応コースは２回、アロマセラピスト資格対応コー
スは４回の分割が可能です。
金利手数料等は発生しません。
○進路指導に関して
当校では進路に関して、就職を保証するものではありませんが 、関連する情報の提供や進
路に関する相談については真摯に対応致します。

○ 受講にあたっての注意、禁止事項
・講座内で使用する道具、刃物、火気、薬品等の取扱いは慎重にし、事故やケガ等の発生
が無いよう十分注意をお願いします。
・講座での試飲や試食、作製した実習、化粧品等の使用については、自己責任のもとで行
って下さい（特にアレルギー等お持ちの方はご注意下さい）
。
・当校の施設・教室内での宗教、政治活動などへの勧誘、無許可での物品販売・宣伝活動、
飲食、喫煙、酩酊、口論、暴力行為、携帯電話等他の人や講師の迷惑になる行為、その
他講座の秩序を乱す行為はおやめ下さい。又、講師や他の受講生に迷惑をかける行為が
あった場合は、受講をお断りする場合がございます。
・お子様が受講生の場合を除き、お子様連れの受講はできません。
・ペットやご友人等受講生以外の同伴の受講はできません。
・緊急時以外は受講中の電話の取り次ぎ、呼び出しは致しません。
・貴重品、現金は、手元に置くなどして各自で責任をもって管理して下さい。
・ご本人の不注意による事故、紛失、盗難の責任は負いません。
・施設内での健康管理には十分ご注意下さい。教室等での病気、ケガ等については、明ら
かに施設側の過失による場合のほかは、責任を負いかねますのでご了承下さい。
・講義中は携帯電話の電源をお切りいただくか、マナーモードにして下さい。
・教室内では、録音・録画・写真撮影はお断り致します。
・受講生が持参された資料、道具類は当校ではお預かりはできません。
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アロマ＆ハーブスクール 【アロマテラピー】コース体系図＞

各コースは社団法人 日本アロマ環境協会 （以下 AEAJ と略す）の認定コースです。
○アロマテラピーアドバイザーを目指す方が受講する講座
（１）アロマテラピー検定対応コース
○アロマテラピーインストラクターを目指す方が受講する講座
（２）アロマテラピーインストラクター資格対応コース
○アロマセラピストを目指す方が受講する講座
（２）アロマテラピーインストラクター資格対応コース
＊アロマセラピスト資格対応コース 学科前半を兼ねる
（３）アロマセラピスト資格対応コース
・アロマセラピスト資格対応コース 学科後半
・アロマセラピスト資格対応コース 実技（実技試験・カルテ審査含む）
＊アロマテラピーインストラクターの資格をお持ち、あるいは他校の日本アロマ環境協
会認定校でアロマテラピーインストラクター資格対応コースを終了済みの場合は（２）
の受講は免除されます 。
（1）AEAJ 認定 アロマテラピー検定対応コース
履修時間：2 時間×6 回 計 12 時間
特

典：当コースを規定時間終了するとアドバイザー認定講習会の受講が免除されます。

修了条件：標準カリキュラム管理学習時間を含む 10 時間以上の履修。
アドバイザー講習会履修証明書を発行します。
＜標準カリキュラム＞
学科科目

管理学習時間

アロマテラピーアドバイザーについて（精油の安全性含む）
アロマテラピー関連法規

3 時間以上

公益社団法人 日本アロマ環境協会
アロマテラピーについて、精油の基礎知識
アロマテラピー利用法

7 時間以上

アロマテラピーと健康
精油学
アロマテラピーの歴史
アロマテラピーと地球環境
アロマテラピーアドバイザー合計時間数

10 時間以上

（2） AEAJ 認定 アロマテラピーインストラクター資格対応コース
履修時間：2 時間×24 回 計 48 時間
受講条件：アドバイザー資格取得者または取得予定者
特

典：当コースでインストラクター必須履修科目を修了すると、アロマテラピーイン
ストラクター試験を受験することができます。
当コースでインストラクター必須履修科目を修了すると、アロマセラピスト資
格対応コースを受講できます。

修了条件：標準カリキュラム管理学習時間を含む 48 時間以上の履修。
インストラクター必須履修科目履修証明書を発行します。
＜標準カリキュラム＞

は必須履修科目

学科科目

管理学習時間

アロマテラピーの歴史

1 時間以上

解剖生理学

9 時間以上

タッチング論

1 時間以上

ボランティア論

1 時間以上

基材論

2 時間以上

健康学

5 時間以上

ストレスとメンタルヘルス

2 時間以上

ホスピタリティとコミュニケーション

2 時間以上

精油学総論

7 時間以上

精油学各論

7 時間以上

アロマテラピー利用法

6 時間以上

アロマテラピー教育

5 時間以上

インストラクター合計時間数

48 時間以上

（3） AEAJ 認定 アロマセラピスト資格対応コース
・アロマセラピスト資格対応コース 学科
履修時間：2 時間×23 回 計 46 時間
受講条件：AEAJ インストラクター資格対応コース修了者または受講中で AEAJ 認定アドバイ
ザー資格取得者
AEAJ 認定インストラクター資格取得者
特

典：当コースでアロマセラピスト必須履修科目を修了すると、アロマセラピスト学
科試験を受験することができます。

修了条件：標準カリキュラム管理学習時間を含む 48 時間以上の履修。
アロマセラピスト必須履修科目履修証明書を発行します。

・アロマセラピスト資格対応コース 実技（実技試験・カルテ審査含む）
履修時間：2.5 時間×23 回、4.5 時間×1 回 計 62 時間
受講条件：AEAJ インストラクター資格対応コース修了者または受講中で AEAJ 認定アドバイ
ザー資格取得者
AEAJ 認定インストラクター資格取得者
修了条件：標準カリキュラム管理学習時間を含む 60 時間以上の履修。
アロマセラピスト必須履修科目履修証明書を発行します。
＜標準カリキュラム＞

は必須履修科目 ※インストラクター共通科目

学科科目

管理学習時間

解剖生理学 ※

23 時間以上

顔面の皮膚科学

3 時間以上

衛生学

2 時間以上

ボディ・フェイストリートメント理論

4 時間以上

ケーススタディ

13 時間以上

基材論 ※

2 時間以上

健康学 ※

5 時間以上

ストレスとメンタルヘルス

※

2 時間以上

ホスピタリティとコミュニケーション※

2 時間以上

精油学総論 ※

7 時間以上

精油学各論 ※

7 時間以上

アロマテラピー利用法 ※

6 時間以上

コンサルテーション理論

2 時間以上

コンサルテーション実技

5 時間以上

カルテ作成指導

3 時間以上
学科合計時間数

86 時間以上

ボディトリートメント実技

50 時間以上

フェイストリートメント実技

10 時間以上

実技合計時間数

60 時間以上

アロマセラピスト合計時間数

146 時間以上
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アロマ＆ハーブスクール 【ハーブ】コース体系図＞

各コースは特定非営利法人日本メディカルハーブ協会（以下 JAMHA と略す）の認定コース
です。
○メディカルハーブコーディネーターを目指す方が受講する講座
（１）メディカルハーブ検定対応コース
○ハーバルセラピストを目指す方が受講する講座
（２）ハーバルセラピスト資格対応コース

（1）JAMHA 認定 メディカルハーブ検定対応コース
履修時間：2 時間×5 回 計 10 時間
＜標準カリキュラム＞
学科科目
メディカルハーブを使う

2 時間

ハーブのプロフィール

2 時間

メディカルハーブの世界と歴史

2 時間

メディカルハーブの効果と仕組み

2 時間

ハーブによる癒しのレシピ

2 時間

（2）JAMHA 認定ハーバルセラピスト資格対応コース
履修時間：2 時間×18 回 計 36 時間
受験資格付与について：当コースでハーバルセラピスト履修科目を修了すると、ハーバル
セラピスト試験の受験資格が与えられます。
修了条件：13 単位以上の履修。
ハーバルセラピスト資格対応コース修了証明書を発行します。
＜標準カリキュラム＞
学科科目

単位数

メディカルハーブの歴史と今後の展望

1

メディカルハーブの基礎知識Ⅰ

1

メディカルハーブの基礎知識Ⅱ

1

アロマテラピーの基礎知識

1

メディカルハーブと精油の安全性

1

メディカルハーブ製剤Ⅰ

1

メディカルハーブ製剤Ⅱ

1

代謝を助けるメディカルハーブ

1

ライフスタイルの改善とＱＯＬの向上

1

生活習慣病の予防に役立つメディカルハーブ

1

外敵から身体を守るメディカルハーブ

1

ストレス対策と心身症の予防に役立つメディカルハーブ

1

女性のためのメディカルハーブ

1

若さを保つメディカルハーブ

1

五感を保つメディカルハーブ

1

キッチンファーマシー（我が家の台所薬局）

1

ハーバルライフのデザイン

1

自然治癒力を高めるライフスライル・修了式

1

