
※オリジナルテキスト込み

開催期間
～ 3/31

開催期間中お申込み頂くと対象講座が特別価格でご受講頂けます。

（木） （火）2/20

－メンタルウェルネス－ －冷えとむくみ－ －慢性的な睡眠障害－
仕事や人間関係のストレスでちょっと
疲れ気味という方から心療内科を受診
中の方まで、悩みや症状はひとりひと
り違います。うつ病やパニック障害な
どの精神疾患について理解し、メディ
カルアロマで心を癒す方法やコント
ロール方法を学びます。

2/19（水）
3/18（水）
5/14（木）
6/4   （木）

時間 :13:00 ～ 16:00

◆オリジナルテキスト込み

なかなか改善されないがんこな冷え性
や、慢性的なむくみに有効なメディカ
ルアロマのケア方法を学びます。カイ
ロやお風呂で身体を温めているのに冷
える、マッサージをしても改善されな
い、といった方はケア方法を見直して
みるきっかけに。

時間 :10:00 ～ 13:00

◆オリジナルテキスト込み

「眠れない」を改善するメディカルアロ
マの活用法を学びます。不眠を改善す
るためには、1．不眠のタイプを知る、
2．不眠の原因を知る、3．自分に合っ
た改善法を見つける、が重要です。ア
ロマテラピーで慢性的な不眠の解消を
目指します。

時間 :14:00 ～ 17:00

◆オリジナルテキスト込み

3/11（水）
4/9   （木）
5/14 （木）

アロマセラピスト
資格対応コース

アロマトリートメントの実技をメイン
に習得できる、初心者・中級者向けの
講座です。身体の触れ方、正しい姿勢
や圧のかけ方など、実技の基礎を一か
ら学べます。「セラピストに興味がある
けれど、実際に人の身体に触ったこと
がないから不安・・」という方にも分
かりやすく丁寧にご指導いたします。

①③⑤⑦
10:00 ～ 13:00
②④⑥⑧
14:00 ～ 17:00
          

◆オリジナルテキスト込み

「メディカルアロマとは？」の基礎から、
精油の薬理作用や心療内科、婦人科、
皮膚科などで活用できるケア方法まで
しっかり学べる講座です。

技 理アロマメディカリスト
資格対応コース

日数：全 8 回【24 時間】 ◆オリジナルテキスト込み

初心者でも大丈夫！！

ABLC オリジナル講座

3時間 3時間 3時間

資資
アロマテラピー
インストラクター
資格対応コース

アロマテラピーの専門家になるための
知識が学べます。アロマテラピーの活
用法を第三者に正しく伝える力が身に
付きます。認定試験のための必須の講
座です。

時間 :13:00 ～ 18:00

※公式テキスト（別途要）
※履修証明書発行

日数：全 10 回【50 時間】

※1. ※2．6/4     14:00 ～ 17:00

4/9（木）
6/4（木）

※3．3/11   13:00 ～ 16:00

※3.

6/3   ①②  6/10③④
6/17⑤⑥  6/24⑦⑧

【水曜開催】  全 5 回
4/15①②  4/22③④
5/13⑤⑥  5/20⑦⑧
5/27⑨⑩

①③⑤⑦⑨
10:00 ～ 12:00
②④⑥⑧⑩
13:00 ～ 15:00
      

時間：【水曜開催】 時間：

キャンペーン
のまなび応援春

【火曜開催】
4/14, 4/21 
5/12, 5/19, 5/26
6/2, 6/9 , 6/16, 6/23 
6/30

【日曜開催 】 全 10 回
3/29
4/12, 4/19, 4/26
5/10, 5/17, 5/31
6/7, 6/21, 6/28

時間：10:00 ～ 12:00

※1．5/14  10:00 ～ 13:00

※2.

※ 最終日は試験（40 分）があるため終了時間が異なります再受講１クール無料



ホームページの「CONTACT」の「ご質問・ご相談」に
「春のまなび応援キャンペーン / ご希望の日時 / 講座名」を明記の上、必要事項を入力して送信して下さい。

「春のまなび応援キャンペーンについて」とお伝えいただくとスムーズです。

下記を明記の上、　aroma@ps-intl.co.jp　までメールをお送り下さい。
①お名前　　②性別　　③電話番号　　④住所　　⑤ご希望の日時 / 講座名　　⑥ご質問・ご要望等

Mail

ホームページ

https://abl-college.jp/

03-5484-1821　＜受付時間＞月～金（土日祝休）10：00 ～ 18：00

aroma@ps-intl.co.jp

お電話

※メールの表題に「春のまなび応援キャンペーン」を明記ください。

所在地 / 東京都港区芝浦 3-14-6 バリュー芝浦ビル 6F　　TEL　03-5484-1821

認 認定証・資格が取得できる講座 ※全て税込表記   初心者～中級者にオススメ

一般

スクール環境

交通機関

【充実した施設】

◆電車でお越しの方：JR「田町」駅から徒歩約 6 分
◆新幹線でお越しの方：

・「品川」駅から「田町」駅まで電車で 3 分
・「東京」駅から「田町」駅まで電車で約 6 分
　　　　　　　　　　　 「田町」駅から徒歩約 6 分

  

アロマ ビューティ ライフ カレッジ

お申込み方法

（株）ピー・エス・インターナショナル

メディカルアロマ１day 講座

アロマメディカリスト認定クラス

アロマセラピスト認定クラス

3 時間

キャンペーン特別価格

12,000 円

150,000 円

138,000 円

9,600 円

120,000 円

110,400 円

講座

認

認

通常価格日程

全 10 回
20 時間

全 8 回
24 時間

◇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　　　　
 　　　　　　ナチュラルビューティスタイリスト

専任講師
前川  清恵

アロマスクールの講師として介護施設や大学病院、クリニックで
メディカルアロマ導入のアドバイザーをする傍ら、自身の手話ス
キルを活かし、聴覚障害者向け講座、企業向け講座などの開催に
も積極的に取り組んでいる。メディカルアロマ講師として多数メ
ディアに出演した経歴を持つ。
　＜メディア掲載＞ ・公益社団法人日本アロマ環境協会公式サイト
　　　　　　　　 　「アロマの現場」にインタビュー掲載
　　　　　　　　・AEAJ 機関誌 NO.94
　　　　　　　　　 「プロに教わる「アロマ」ゼミナール」に記事掲載

アロマテラピーインストラクター資格対応コース 全 10 回
50 時間 180,000 円 144,000 円 認

◇ABLC認定　アロマメディカリスト
　　　　　　  アロマセラピスト


