
JSTA認定スポーツアロマトレーナー®資格取得コース　

●　一般クラス；下記日程表の短期集中制　および　通学制をご確認ください。

●　医療従事者・ATクラス　；下記日程表の短期集中制　および　通学制をご確認ください。

■東京校　短期集中制【一般クラス】【医療従事者・ATクラス】　日程表（いずれのクラスも　9:30－18:00）
通学（曜日）
GW集中 2021/4/28 (水) 4/29 (木祝) 4/30 (金) 5/1 (土) 5/2 (日) 5/3 (月祝) 5/4 (火祝) 5/5 (水祝) 5/6 (木)

土日祝日 2021/7/17 (土) 7/18 (日) 7/22 (木祝) 7/23 (金祝) 7/24 (土) 7/25 (日) 8/7 (土) 8/8 (日) 8/9 (月祝)

秋集中 2021/9/18 (土) 9/19 (日) 9/20 (月祝) 9/21 (火) 9/22 (水祝) 9/23 (木) 10/8 (金) 10/9 (土) 10/10 (日)

■東京校　通学制　【一般クラス】【医療従事者・ATクラス】　日程表（いずれのクラスも　9:30－18:00）
通学（曜日）

火曜 2021/4/13 (火) 4/20 (火) 4/27 (火) 5/11 (火) 5/18 (火) 5/25 (火) 6/1 (火) 6/8 (火) 6/15 (火)

火曜 2021/6/29 (火) 7/6 (火) 7/13 (火) 7/20 (火) 7/27 (火) 8/3 (火) 8/10 (火) 8/17 (火) 8/24 (火)

土日 2021/6/12 (土) 6/19 (土) 6/20 (日) 6/26 (土) 6/27 (日) 7/3 (土) 7/4 (日) 7/10 (土) 7/11 (日)

土曜 2021/6/12 (土) 6/19 (土) 6/26 (土) 7/3 (土) 7/10 (土) 7/24 (土) 7/31 (土) 8/7 (土) 8/14 (土)

水曜 2021/6/30 (水) 7/7 (水) 7/14 (水) 7/21 (水) 7/28 (水) 8/4 (水) 8/11 (水) 8/18 (水) 8/25 (水)

木曜 2021/7/1 (木) 7/8 (木) 7/15 (木) 7/29 (木) 8/5 (木) 8/12 (木) 8/19 (木) 8/26 (木) 9/2 (木)

土日 2021/8/29 (日) 9/5 (日) 9/4 (土) 9/11 (土) 9/12 (日) 9/25 (土) 9/26 (日) 10/9 (土) 10/10 (日)

日曜 2021/8/29 (日) 9/5 (日) 9/12 (日) 9/26 (日) 10/3 (日) 10/10 (日) 10/17 (日) 10/24 (日) 10/31 (日)

火曜 2021/8/31 (火) 9/7 (火) 9/14 (火) 9/28 (火) 10/5 (火) 10/12 (火) 10/19 (火) 10/26 (火) 11/2 (火)

水曜 2021/9/1 (水) 9/8 (水) 9/15 (水) 9/29 (水) 10/6 (水) 10/13 (水) 10/20 (水) 10/27 (水) 11/3 (水)

木曜 2021/9/2 (木) 9/9 (木) 9/16 (木) 9/30 (木) 10/7 (木) 10/14 (木) 10/21 (木) 10/28 (木) 11/4 (木)

土日 2021/11/6 (土) 11/13 (土) 11/14 (日) 11/27 (土) 11/28 (日) 12/11 (土) 12/12 (日) 12/25 (土) 12/26 (日)

土曜 2021/11/6 (土) 11/13 (土) 11/20 (土) 11/27 (土) 12/4 (土) 12/11 (土) 12/18 (土) 12/25 (土) 1/8 (土)

火曜 2021/11/9 (火) 11/16 (火) 11/23 (火) 12/7 (火) 12/14 (火) 12/21 (火) 1/11 (火) 1/18 (火) 1/25 (火)

水曜 2021/11/10 (水) 11/17 (水) 11/24 (水) 12/8 (水) 12/15 (水) 12/22 (水) 1/12 (水) 1/19 (水) 1/26 (水)

木曜 2021/11/11 (木) 11/18 (木) 11/25 (木) 12/9 (木) 12/16 (木) 12/23 (木) 1/13 (木) 1/20 (木) 1/27 (木)

土日 2022/1/30 (日) 2/6 (日) 2/5 (土) 2/12 (土) 2/13 (日) 2/19 (土) 2/20 (日) 2/26 (土) 2/27 (日)

日曜 2022/1/30 (日) 2/6 (日) 2/13 (日) 2/20 (日) 2/27 (日) 3/6 (日) 3/13 (日) 3/20 (日) 3/27 (日)

火曜 2022/2/1 (火) 2/8 (火) 2/15 (火) 2/22 (火) 3/1 (火) 3/8 (火) 3/15 (火) 3/22 (火) 3/29 (火)

水曜 2022/2/2 (水) 2/9 (水) 2/16 (水) 2/23 (水) 3/2 (水) 3/9 (水) 3/16 (水) 3/23 (水) 3/30 (水)

木曜 2022/2/3 (木) 2/10 (木) 2/17 (木) 2/24 (木) 3/3 (木) 3/10 (木) 3/17 (木) 3/24 (木) 3/31 (木)

■福岡校/くまもと校　【一般クラス】日程表
通学（曜日）
GW集中 2021/4/28 (水) 4/29 (木祝) 4/30 (金) 5/1 (土) 5/2 (日) 5/3 (月祝) 5/4 (火祝) 5/5 (水祝) 5/6 (木)

金曜通学 2021/6/4 (金) 6/18 (金) 7/2 (金) 7/16 (金) 7/30 (金) 8/20 (金) 9/3 (金) 9/17 (金) 10/1 (金)

秋集中 2021/9/18 (土) 9/19 (日) 9/20 (月祝) 9/21 (火) 9/22 (水祝) 9/23 (木) 10/8 (金) 10/9 (土) 10/10 (日)

■全校：ご案内
・「短期集中制」はよりまとめた日程で集中してカリキュラムを取得できます。　「通学制」はゆっくりめのペースで進むことができます。

※カリキュラム内容は短期集中制および通学制での違いはございません。

・医療従事者・ATクラスの場合、専用カリキュラムの日程を調整いたします。詳細はお申し込み時にご案内いたします。

・お振替については有料にて承れます。詳細はお問い合わせください。

■東京校：カリキュラム日程につきまして
日程１および日程２は座学を行います。この両日はオンライン講習会にて対応することがございます。詳細はお問い合わせください。

■福岡校/くまもと校：カリキュラム日程につきまして
日程１および日程２は座学を行います。この両日はオンライン講習会にて対応することがございます。詳細はお問い合わせください。

開催会場については事前にご相談させていただきます。

■その他
講習日程は予告なく変更する場合がございます。ご相談させて頂く場合がございます。

 【202１年度】プレミナスポーツアロマスクール講習会

入校時は80％の方がマッサージ経験初心者です。マッサージ経験がまったくの初心者の方でも、卒業時には全身のスポーツアロママッサージをできるようになり、ご自身でもその成
長に驚かれて卒業をしています。
また、すでにマッサージの経験をお持ちの方でも、よりレベルの高いスポーツアロマの技術を得ることができます。
経験豊富な講師陣は、初心者から上級者まで、どのようなレベルの方でも親身に技術と知識をお伝えいたします。
●一般クラス；セラピスト、一般の方向きです。しっかりと身体の仕組みの基礎を学び、スポーツアロマトレーナーに必要な知識および技術を身に着けます。
●医療従事者・ATクラス；スポーツアロマトレーナーに必要な知識および技術の他に、「医療従事者向け精油学」および「トレーナーのための英会話」のカリキュラムが追加されま
す。※このクラスは「JSTA標準カリキュラム」の解剖生理学、コンディショニング理論、関係法規は免除となります。

講習費；360,000円＋消費税36,000円　（税込価格　396,000円）

日程9のクラス最終日は、「スポーツアロマトレーナー実技試験（有料）」を開催いたします。
受験の際は施術モデルをお連れください。施術モデルについてはスクールで募集のご協力もいたします。

日程1（座学） 日程2（座学） 日程3

日程8 日程9（試験含む）

日程4 日程5 日程6 日程7 日程8 日程9（試験含む）

日程6 日程8

日程9のクラス最終日は、「スポーツアロマトレーナー実技試験（有料）」を開催いたします。
受験の際は施術モデルをお連れください。施術モデルについてはスクールで募集のご協力もいたします。

お申込者が1名様にて開講の場合、施術モデルご協力をお願いいたします。できるだけ施術モデルについてお連れいただきますようご協力をお願いします。
当スクールでも卒業生のご協力の募集等でフォローいたします。

日程9（試験含む）

・スクール説明会は、対面式、オンラインともに随時開催中です。校長神崎もしくは講師にて対応いたします。メールにてお問い合わせください。

日程6 日程7

日程1（座学） 日程2（座学） 日程3 日程4 日程5

日程1（座学） 日程2（座学） 日程3 日程4 日程5

日程7

神崎貴子スポーツアロマトレーナーの学校

プレミナスポーツアロマスクール

https://puremina.com/ 

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町4-7 インプレストコア代官山

東京校；080-6553-2281 Email： spoaro@puremina.com



スポーツアロマ１日講習会

■東京校

2021/5/16 (日) 　9:00－12:00 会場；東京校（代官山）

2021/6/13 (日)

2021/6/18 (金)

2021/7/24 (土)

2021/8/15 (日)

2021/9/5 (日)

■福岡校

2021/5/21 (金)

2021/6/28 (月)

■くまもと校

2021/5/21 (金)

2021/6/28 (月)

神崎塾　家族のための愛情スポーツアロママッサージ　1日間

■くまもと校限定；
時間

7/2 (金)

7/20 (火)

※1日完結型クラスです

※お申し込みは各クラスとも「２名様」以上で開講決定をいたします。

※講習日程は予告なく変更する場合、ご相談させて頂く場合がございます。

※順次開催予定です

※くまもと校；〒860-0821　熊本県熊本市中央区本山4-3-6

神崎塾　初めてのスポーツアロマレッスン(初心者向け) 3日間コース

■くまもと校限定；神崎塾
時間

6/25 (金) 7/20 (火) 8/26 (木)

※お申し込みは各クラスとも「２名様」以上で開講決定をいたします。

※講習日程は予告なく変更する場合、ご相談させて頂く場合がございます。

スクール説明会（無料）　/　スポーツアロママッサージ体験（有料）

9：30-15：00
＜背面編＞

＜太もも＆ふくらはぎ後面編＞

講習費；70,000円＋税7,000　（税込価格　77,000円）

※このクラスを卒業後、JSTA認定スポーツアロマトレーナー®資格取得コースへ
進む場合は、JSTA認定スポーツアロマトレーナー®資格取得コースの講習費よ
り２万円の割引がございます。
※くまもと校；〒860-0821　熊本県熊本市中央区本山4-3-6

日程1 日程２ 日程3

9：30-15：30
　その他日程はお問合せください

内容

　9:00－12:00 会場；くまもと校

　9:00－12:00 会場；東京校（代官山）

　10:00－13:00 会場；くまもと校

日程1

会場；天神付近予定

 【202１年度】プレミナスポーツアロマスクール講習会

講習費；15,000円＋税1,500円　（税込価格　16,500円）

講習費；20,000円＋税2,000円　（税込価格　22,000円）

　9:00－12:00 会場；東京校（代官山）

　9:00－12:00 会場；東京校（代官山）

　9:30－12:30 会場；東京校（代官山）

　9:30－12:30 会場；東京校（代官山）

　9:00－12:00 会場；天神付近予定

　10:00－13:00

東京校；080-6553-2281 Email： spoaro@puremina.com

スポーツアロマのパイオニアとして、業界を作り上

げてきた特定非営利活動法人日本スポーツアロマ

トレーナー協会 設立者 神崎貴子のスクールです。

数多くのアスリート・スポーツ選手・スポーツ愛好家

に施したこれまでの経験を積み重ね、常に進化をし

ている「スポーツアロマ」。

このクラスは、その導入編として、基礎およびス

ポーツケアの最新情報を知ることができます。

【このような方におすすめです】

・家でできるスポーツのケアを本格的に学びたい

・子供たちの怪我を治せるような手技を知りたい

・サロンや治療院など仕事に活かせる手技を学びたい

・スポーツアロマトレーナー資格に興味がある

・オイルを使ったスポーツケアを学んでみたい

神崎貴子スポーツアロマトレーナーの学校 プレミナスポーツアロマスクール

https://puremina.com/ 

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町4-7 インプレストコア代官山

下記説明会およびスポーツアロマ体験は随時開催しています。

詳細は当スクールのウェブサイト（ https://puremina.com/ ）をご確認ください。

■スクール説明会（無料）
説明会では校長の神崎や、実技を担当する講師が入校前のお問い合わせ・カリキュラム等を丁寧にご説明致します。

校長神崎にスポーツアロマトレーナーのお仕事や、スポーツ大会での活用法、子どもたちのケガの予防に役立つお話、

などご自由にご質問ください。

対面式、オンラインZoom（ビデオ会議）、お電話によるスクール説明会。ご都合にあわせて開催いたします。

■スクール見学会（無料） ※開催している講習会のみ
実際に開催されている講習会のご見学をいただけます。

■スポーツアロママッサージ体験（有料：5,000円+消費税）
スポーツアロマの施術を実際に受けてもらうことで、どのような手技かをご自身にて体験していただけます。

東京・恵比寿にて承ります。

ジュニアサポートに長けている校長・神崎によ

る

ジュニアを支えるためのクラスです。

子供達に寄り添い、励ましながら、可能性を

引き出し、共に喜び会える時間を共有しませ

【スクール説明会 ご参加者様の声】

説明会にご参加くださった方々からは、「初心者で心

配でしたが実際に聞くことで不安が解消しました！ 」

「お休みしたときのことが気になっていたが補講がで

きると聞いて安心しました」「費用のことで相談できて

良かった！」など受講前のお悩みが解消できます。

講習の様子、カリキュラムの内容、費用、卒後の進

中学生、高校生のJr.アスリートをサポートするトレー

ナー神崎貴子の”神崎塾 家族のための愛情スポーツ

アロママッサージ”です。

初心者の方、お忙しい方のために受講しやすい1日完

結型・シリーズ 神崎塾です！
怪我になりやすい部分を中心に、身体の部位ごとのスポーツアロママッサージ法

を学びます。

このマッサージ法で子供達を怪我から守るを術を学びましょう。

・シリーズ【背中・腰編】

・シリーズ【太もも・ふくらはぎ後面編】

をシリーズ講座としてご用意いたしました。各シリーズは1回完結です。

成長期の怪我を予防し、子供に寄り添うスポーツアロママッサージを３日間で

しっかり学べます。足のマッサージ／背中のマッサージ／腕のマッサージを中心

にスポーツアロママッサージを学びます。


