
こんにちは！国際アロマテラピー学院 沖縄校です。

今回は、数あるアロマスクールのなかから、国際アロマテラピー学院の『認定アロマテラピスト
養成コース』に興味を持っていただき、ほんとうにありがとうございます。
こうしてこのレターを手にとってくださったこと、この出会いもきっとご縁かもしれません。

当校は、大きくて立派なスクールではなく、有名でもありませんが、講師スタッフともにアロマ
テラピーとそれを生かすことへの情熱にかけては、どこにも負けていないと思っています。
まずは、じっくりとパンフレットをお読みいただき、わたしたちのことを良く知っていただけた
らと思います。ご都合があえば、ぜひ定期的に開催している学校説明会にもお越しください。

そうして、ここで勉強してみたい！と思ってくださったなら、こんなにうれしいことはありません。
あなたが、「本当のアロマ」と、そして一緒に学ぶ魅力的な仲間たちと出会うことができますよう、
願っています。

ご不明の点がありましたら、どうぞ遠慮なくお尋ねください。
教室でお会いできるのを心待ちにしています。

沖縄校のポイント
キャリア豊富な講師陣と、優しいアシスタントが、皆さんの学習をサポートします。うちな〜（沖縄）らしい
なごやかな教室の雰囲気も人気のひとつ。開催場所は南部からも北部からも参加しやすい沖縄市です。
受講される方には、合わせて開催される「介護アロマテラピストコース」同時受講割引の特典もあります。

あなたの夢・目標は？

自宅サロンや店舗での独立開業

関連業種に就職

介護や福祉、医療分野での活用

自分と家族の健康管理（アロマでホームドクター）

現役セラピストとしてさらにスキルアップ

国際アロマテラピー学院 沖縄校事務局 担当：奥野・比嘉
E-mail: aroma@ats-j.com WEB: http:/www.ats-j.com
事務局：沖縄市山内 3-26-5-102 和（nagomi）内

LINE公式



お申し込み後の解約（キャンセル）について

受講料

■ 講座名： 認定アロマテラピスト養成コース
■ 日 程： 同封のスケジュール表をご覧ください。
■ 場 所： IAAコザ教室 サロン和（nagomi） 沖縄県沖縄市山内 3丁目 26ー5ー102

□ 振込一括払い（ゆうちょ銀行振込・送金）
□ クレジットカード一括払い
Paypal を利用してWeb上で各種クレジットカードにてお支払いいただけます。
お申込後にこちらからWeb決済用のご請求書をメールにてお送りします。
※カード払いの場合は振込一括割引は適用されません。

□ 当校ローン（分割手数料なし）
2 回払い :88,000 円（税込）×2 回 3回払い :58,700 円（税込）×２回 +58,600 円（税込）×１回
※分割授業料希望の方は同封の「分割授業料 申請・同意書」にご署名が必要です。

□ その他各銀行の学資ローン等のサポートをいたします。10 回以上分割可能です。

IAPA認定アロマテラピスト養成コース 講座日程と教室

□ 認定アロマテラピスト養成コース： 176,000円（税込）
□ 介護アロマテラピストコース※同時受講割： 22,000 円（税込）（定価 33,000円 ▼11,000 円 OFF）
※ 内容は同封の「介護アロマテラピストコース」案内をご覧ください。

□ 同時受講合計 198,000円（税込）＊ 〔アロマテラピストコース＋介護コースの合計〕
＊アロマテラピストコース授業料分割払いの場合は、２回目 /３回目の入金時までに介護コース同時受講費（税込 22,000 円）
も納めてください。

◎ 一括払い割引： 受講料一括払いの場合は割引が適用されます【4,800円引き】
アロマテラピストコース受講料: 176,000円 (税込) → 171,200円 (税込)
介護コースとの同時受講： 198,000円 (税込) → 193,200円 (税込)
※クレジットカードでのお支払いは割引対象外です

支払い方法

解約の時期により、下記の通り解約金をお支払いいただきます。解約金の銀行振り込み手数料はご負担いただきます。
●申込日から 14日前まで 解約金：なし（入学金の返金はありません）
●開始日 14日前から開催日 7日前まで 解約金：受講料合計額の 20％（入学金の返金はありません）
●開催 7日前から開始前日 解約金：受講料合計額の 50％（入学金の返金はありません）
●コース開始日以降 解約金：受講料合計額の 100％（入学金の返金はありません）
※別紙「スクール規約」も必ずご一読ください。

■ 受講料に含まれるもの：
・入学金（11,000 円（税込）） ・授業料 ・テキスト代
・教材費（授業中使用する精油・オイル・クラフト材料・およびサンプル精油 1８種）
・検定受験料 ・修了証及び認定証発行料 ※教材費などの追加請求はありません。

入学前にもっと情報が欲しい方に・・・
無料の体験授業＆説明会を開催いたします。ご希望の方は事務局までご相談ください。



「介護アロマテラピスト養成コース」のご案内

高齢者介護施設や医療現場などで取り入れやすく、
効果の高いトリートメント施術法を学ぶコースです。

オプショナルコース

介護施設や医療現場などでのアロマトリートメントは、

最近需要が高まっている分野のひとつです。

でも、サロンでの一般的なアロマテラピートリートメント

とは、施術の方法や状況、また注意点などが大きく異なり

ます。

この専門コースでは、アロマテラピスト養成講座で学ん

だ事柄をベースに、実際の現場でどのように効果的なト

リートメントが行えるかを学びます。

介護アロマテラピスト養成コース（オプショナルコース）カリキュラム＆募集案内

１回
午前中

午後①

午後②

講義 施術のポイントと心構え
実技１ ハンドトリートメント

実技２ 肩と腰のトリートメント

実技３ 足のトリートメント

■受講に際しては、基本的にアロマテラピスト養成講座の実技と同様の持ち物・服装となります。
■持ち物として、バスタオル（大き目）3 枚、フェイスタオル（厚くないもの）2 枚をご用意ください。

日 時： 開催日は日程表をご覧ください。時間：午前 10：00 〜 午後 17：00 頃

教 室： サロン和（nagomi）

受講料： 22,000 円（税込）（アロマテラピスト養成コース同時受講 限定割引価格）

（卒業生 27,500 円（税込・IAA卒業生特別価格）） ※一般 33,000 円（税込）

お申し込み方法： 添付の入学申込書にチェック □

＊受講者には修了証が発行されます。
＊定員に限りがありますので、お早めにお申し込み・お手続きください。

開催日は
日程表で
ご確認
ください。



介護アロマテラピスト〈オプショナルコース〉

国際アロマテラピー学院

認定アロマテラピストコース

※受講費（分割の場合は１回目）の振込確認ができた時点で受講確定となります。
※申込後の解約は、規約に定めるとおりの手数料が発生します。
※申込後の解約において、いずれの期間でも入学金（11,000円(税込)）は返金されません。
※この受講申込書のご提出により、別紙のスクール規約について承諾したものといたします。

アンケート

この学校についてはどちらでお知りになりましたか？
情報誌・チラシ
インターネットで検索
友人・知人の紹介
紹介者名（ ）

受講費のお振込

振込済み ・ 予定 （ 月 日）

○で囲んでください。ご予定の方は、必ず予定日もご記入ください。
・授業料は募集のご案内をご確認ください。
・早割などキャンペーン適用の場合は振込期限をご確認ください。

お支払方法

受講コース・講座

分割払い希望の方は裏面「分割払い申請・同意書」もご提出ください。

振込先金融機関 振込名義
ゆうちょ銀行 七〇八支店(ナナゼロハチ）1290941
ゆうちょ銀行からの場合： 記号17070-2 番号12909411
名義：株式会社アンビエンス（カブシキガイシャアンビエンス）

入校希望理由 卒業後の希望

現在お持ちの資格

記入後、申込書を右下に記載の事務局まで、以下の方法でお送りください。
送付方法：撮影またはスキャンしてEメールかLINEで送付（FAX、郵送も可）
申込書原本は、必ず受講初日に受付へご提出ください。

受講申込書

LINE ID

PCメール 携帯メール

振込一括払い
分割払い（ 回）
クレジットカード一括払い（Web決済）

沖縄校・福岡校 アンビエンスセラピストスクール

aroma@ats-j.com
FAX 03-3832-2757（東京本部）

LINE公式

国際アロマテラピー学院
国際アロマフィトテラピー協会認定校

沖縄県沖縄市山内3-26-5-102

※申込書送付方法は上部に記載しています

Webサイトからのお申し込みはこちら



国際アロマテラピー学院

分割授業料ご希望の方は、下記の必要事項を記載のうえ、署名・捺印をしてください。
作成後、お持ちの携帯やスマートフォンで申込書の写真を撮り、aroma@ats-j.com まで送信してください。
この原本は、必ず受講初日に受付へご提出ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　（FAX、郵送も可）

分割授業料 申請・同意書

□２回払い

お支払い回数を選択し、お支払い希望日をご記入ください。（1回目は開催前まで、最終支払日はコースの終了前まで※）

□３回払い

1回目　　　月　　　日までに入金します。

2回目　　　月　　　日までに入金します。

1回目　　　月　　　日までに入金します。

2回目　　　月　　　日までに入金します。

3回目　　　月　　　日までに入金します。

同意書

印

私は授業料の支払いに関する上記の内容に同意し、
期日にしたがって支払います。

1回目授業料　 88,000円（税込）  [ 入学金11,000円を含む ]

2回目授業料　 88,000円（税込）

1回目授業料　 58,700円（税込）  [ 入学金11,000円を含む ]

2回目授業料　 58,700円（税込）

3回目授業料　 58,600円（税込）

振込先

□　ゆうちょ銀行　七○八支店（ナナゼロハチ）口座番号１２９０９４１
□　ゆうちょ銀行から送金の場合　記号１７０７０-２　番号１２９０９４１１
 　  名義：株式会社アンビエンス（カブシキガイシャアンビエンス）

※１回目入金後、受講確定となります。下記の注意事項もご確認ください。

合計支払い金額：176,000円（税込）　＊分割手数料：なし

合計支払い金額：176,000円（税込）　＊分割手数料：なし

※ 株式会社アンビエンスは国際アロマテラピー学院沖縄校・福岡校の運営会社です。
※ 申込後に解約される場合は所定の解約金がかかります。（スクール規約をご確認ください）
※ 解約の時点で未納分がある場合でも、支払い義務は残ります。
※ 一旦ご入金いただいた入学金の返金はいずれの時期でも一切行われません。

[アロマテラピスト]

□ 介護アロマテラピストコース同時受講　22,000円（同時受講割・税込）※上記２回目　    ３回目期日までに入金　または

国際アロマテラピー学院

0120-917-184

国際アロマフィトテラピー協会認定校

沖縄校・福岡校 アンビエンスセラピストスクール
（沖縄事務局）沖縄県沖縄市山内3－26－5－102
816－0802福岡県春日市春日原北町2－7－3－705

※申込書送付方法は上部に記載
 aroma@ats-j.com  

FAX 03-3832-2757（東京本部）
LINE公式


