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IFA コース、セラピストクラス、アロマセラピーインストラクタークラス修了生の皆様 

 

ホリスティックスクール ニールズヤード レメディーズ 

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-1-17 グリーンスクエア 

TEL:03-5778－3597 FAX:03-5778-6136 

e-mail:ps@nealsyard.co.jp 

パートナーシップ担当：杉浦・鎮西・鈴木 

                               

                                    

ニールズヤード パートナーシップ講師募集のご案内  
 

初夏の候、皆様には益々ご健勝のことと存じます。 

さて、IFA コース修了生、アロマセラピストクラス及びアロマセラピーインストラクタークラス修了生の皆様に向

けて、第 18 期パートナーシップ講師の募集をご案内いたします。ニールズヤードで学んだ知識を活かし、地

域にてニールズヤードが認定するアロマセラピークラスを開講し、自然療法の啓発、普及に努めていただくこ

とを目的としています。 

  ニールズヤード パートナーシップ講師とは？ 

ご自宅や地域のカルチャー教室などで、ホリスティックスクール ニールズヤードレメディーズの

「アロマセラピークラス」を開講することができます。 

＜開講時の特典＞ 

・ 直営校と同じ、ニールズヤードのオリジナルテキストが使用できます。 

・ パートナーシップ校にて認定クラス修了者には、直営校と同じ修了証を発行できます。 

・ 講座で使用するニールズヤード製品の一部を割引価格で購入できます。 

＜パートナーシップ講師の特典＞ 

・ 特別ワークショップにご参加できます。 

・ さらに、条件を満たしていれば、フラワーエッセンスのパートナーシップ講師（＊１）やビジネスパート

ナー（＊２）としての登録が可能（別途審査有り） 

（＊１） フラワーエッセンス パートナーシップ講師 

パートナーシップ講師登録２年目以降、フラワーエッセンス応用クラスを修了された方は別途申請し、審査 

を受けると、ニールズヤード フラワーエッセンス基礎クラスをご自宅や地域のカルチャー教室などで開講可能 

（＊２） ビジネスパートナー 

パートナーシップ講師登録２年目以降、製品の販売を希望する場合、別途申請し、審査を受けると、ビジネス 

パートナーとしてニールズヤード製品の販売が可能 

＜登録料＞ 

   ・  パートナーシップ アロマセラピー認定講師           年間 ￥10,000- ＋税 

   ・  パートナーシップ アロマセラピスト（＊3）も同時に登録する場合  年間 ￥15,000- ＋税 
（＊3） パートナーシップ アロマセラピスト    
ニールズヤードの直営校にてＩＦＡコース、または、アロマセラピストクラスを修了された方で、ご自宅等で 

トリートメントを行う場合、別途申請すると、サロンで使用するニールズヤード製品を割引価格で購入可能 
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《応募資格》 

・ ＩＦＡコース修了者(前年までの修了者、及び 18期４月生で卒業見込みの方) 

・ 2016年 8月末までに「アロマセラピーインストラクタークラス（旧応用クラス）」「アロマセラピーボディマッサ

ージ」「カラーで学ぶ精油の化学」の 3クラス修了者及び修了見込みの方 

・ 2016年 8月末までに「アロマセラピストクラス」「カラーで学ぶ精油の化学」の 2クラス修了者。 

＊ ボディマッサージクラスなど、一部のクラスで 9月中に修了見込みの方も含めます。 

ご応募の際、あるいはクラスお申込み時にご確認ください。 

 

《応募からパートナーシップ講師として活動開始するまでの大まかな流れ》 

2016年 7月～8月 説明会・・・・・・・・・・・・・・・・①   

応募受付・・・・・・・・・・・・・・②  

9月     審査(筆記試験・面接)・・・・③  

筆記試験： 出題範囲は、アロマセラピー基礎テキスト程度の内容です。(小論文含む) 

面接   ： お一人 20分程度。各校により日程が違いますので、ご確認ください。 

人数によって 3人 1組となることもあります。 

    インターン講師講習会・・・・④   

10月～1月 直営校アロマセラピークラス（アロマセラピーレッスン）インターン聴講 (9時間) 

開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑤  

2017年 2月    講義実習審査・・・・・・・・・・・⑥  

 3月    認定講習会、認定書授与・・⑦  

        4月   パートナーシップ アロマセラピー基礎クラス認定講師活動開始 

＊ 認定講習会で認定証を授与されるまでは、パートナーシップ講師インターン期間となります。 

＊ 各校での日程が異なったり、開催校が限られたりしますので、次ページ以降の詳細をご確認下

さいますよう、お願い致します。 

 

《説明会から認定講習会までの詳細》 

＊下記①～⑦は、Ｐ２の《大まかな流れ》の①～⑦の詳細となります。 

① 説明会 パートナーシップ制度、インターンの内容等についての説明会を開催いたします。 

    【表参道】  7月 20日（水） 11：00～12：00   8月 9日（火）  11：00～12：00 

    【大阪】    7月 9 日（土） 13：00～14：00   8月 4日（木）  11：00～12：00 

    【福岡】    7月 23日（土） 10：30～11：30  8月 4日（木）  11：00～12：00 

開催場所： 各校セミナールーム 

＊ 説明会に参加できない方もご応募することは可能ですが、パートナーシップ制度について、事前に 

ご理解いただくためにも、説明会へのご参加をお勧めしております。 

＊ 応募される方は、こちらの「ニールズヤード パートナーシップ講師募集のご案内」をお持ちの上、ご参

加ください。 
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② 応募方法  

１． 8月 19日（金）までに受験料￥１0,800（税込）を下記の口座にお振込み下さい。 

 

お振込み口座：三菱東京ＵＦＪ銀行 表参道支店 

普通口座 1873329 

(株)ニールズヤードレメディーズ 

お振込みの際、氏名の前にＰＳ と明記して下さい 

２． ご入金後、以下の書類をそろえて郵送にてお送り下さい。 

＊ 添付している応募申込書（必要事項を全てご記入下さい） 

＊ 履歴書（顔写真貼付） 

 

     応募受付期間・・・7月 19日（火）～8月 19日(金)   

書類送付先：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-1-17 グリーンスクエア B１F 

ホリスティックスクール ニールズヤード レメディーズ パートナーシップ担当 宛 

《募集人数》 全校で 30名程度    

 

③  審査  

1. 筆記試験：  【表参道】 ・【大阪】 ・ 【福岡】  各校セミナールームにて実施 

日程：  9月 2日(金） 表参道校 13：00～15：00、大阪校 10：30～12：30、福岡校 10：00～12：00 

 ２． 面接：筆記試験合格者のみ。   （3名 1組で面接を行う場合もあります。） 

 【表参道】 9月 14日（水） 10：30～16：00  （筆記試験の合否結果は 9/9までに郵送にて通知） 

 【大阪】  9月 2日 （金） 13：30～15：30  

 【福岡】  9月 2日 （金） 12：15～13：00   

＊表参道の面接時間につきましては、筆記試験の結果とともに該当者に、郵送にて通知いたします。 

＊大阪、福岡は筆記試験後に皆さま面接を行います。 

＊面接の合否結果は 9/20頃までに郵送にて通知いたします。 

 

④ インターン講師講習会  【表参道】・【大阪】・【福岡】 にて実施 

【表参道】 9月 27日（火） 13：30～16：30  

【大阪】   9月 29日（木） 13：30～16：30  

【福岡】   9月 23日（金） 13：30～16：30  

＊審査に合格された方はインターン講師講習会に参加していただきます。 講座の進め方、 
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講義テクニック、オリジナルテキストの使い方等についてオリエンテーションをします。  

聴講時の注意点などもお話しいたしますので、必ずご参加ください。 

 

⑤  聴講   (ニールズヤード直営校 アロマセラピーレッスン） 

       日程：  2016年 10月～2017年 1月 

＊指定のクラス(9 時間)をインターン生として聴講します。 聴講日程を決定するにあたり、あらかじめ

聴講希望用紙をお配り致します。可能な限り調整させていただきますが、ご希望に添えない場合も

ございますので、ご了承ください。 

 

⑥  講義実習審査   【表参道】 ・ 【大阪】  にて実施 

      【表参道】  2017年 1月 30 日（月）・ 31日（火）・ 2月 1日（水）  10:30～16:00（終了予定） 

      【大阪】    2017年 2月 3日(金)  10:30～16:00（終了予定） 

      ＊聴講したアロマセラピーレッスンの指定した内容から、15分の模擬講義をしていただきます。 

 審査の結果、最終合否を通知いたします。 

＊講義審査につきましては、他の方の実習を見ていただく良い機会でもあり、今後の講師活動にも

参考にしていただけますので、各日 4名以上の人数で行います。日程の変更、あるいは表参道校

のみでの開催となる場合がございます。 

 

⑦  認定講習会、認定書授与式 【表参道】 のみで開催 

       2017年 3月 23日（木） （時間の詳細については後日ご連絡） 

＊合格された方は、認定講習会に必ずご参加ください。弊社販売事業部より、今後のお取引に 

ついての説明もあります。 

      ＊4月からの販売事業部とのお取引（製品、教材の発注、お知らせ等）は、FAXにて行います。 

        FAXをお持ちでない方は、この時までに各自ご用意ください。 

 

◆お問い合わせ・送付先◆（パートナーシップに関する郵送物は、全て表参道校で承ります。） 

     ホリスティックスクール ニールズヤード レメディーズ  パートナーシップ担当                                                           

     ◆表参道：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-1-17 グリーンスクエア B１F 

               TEL：03-5778-3597 （10:00～18:00 日・祝休） 

 ◆大阪：   TEL：06-6376-8125 （10:00～18:00 日・祝休）   

 ◆福岡：   TEL：092-713-8619 （10:00～18:00 日・祝休）    


