
 

 

 

＜オンライン講座・セッション一覧＞ 
 

こちらは小泉美樹が提供するオンラインセッション（年運鑑定）および講座の一覧とご案内になります。 

講座では各内容と関連する香り（精油）の紹介がありますが、こちらより香り（精油）の提供はいたしませんので、ご自身で

ご準備ください。 

 

【共通事項】 

支払方法：銀行振込（振込手数料はお客様ご負担） 

受け方：オンライン（LINEを使用します） 

申込方法：LINE 

 

下記より LINEのお友達追加をしてください。 
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運勢（バイオリズム）を知る【年運鑑定】 

【年運鑑定】ではホロスコープを用いて、下記の内容を鑑定します。 

⚫ 1年間の活動エネルギーの傾向 

⚫ スポットライトが当たるテーマ 

⚫ 強く意識されやすいテーマ 

⚫ 月ごとに意識すべきテーマ 

私たちは普段さまざまなことに意識をめぐらしていて、集中できていません。婚活をしようと思いながら仕事をしていた

り、起業したいと思いながら休日はだらだらしてしまう。 

集中するのは難しいのです。だから、思うように結果を得ることができないのです。 

 

年運鑑定により今年のテーマがわかると、そのテーマに意識を集中することができます。 

健康に注意したほうが良いと言われれば、健康管理をしっかりします。出会いに縁のある年と言われれば、積極的に人

の集まる場に出かけます。 

意識して集中して行動するので結果がでる、望んだ未来になるのです。 

 

こんな方におすすめ 

⚫ いつも納得できる選択ができなくて後悔する。 

⚫ 自分で決められない。 

⚫ 友達に相談して失敗したことがある。 

⚫ 少しでも将来が知りたいと思う。 

⚫ 1年の計画を立てる時に悩む。 

  



 

 

 

詳細 

年運鑑定は誕生日からの1年をお調べしますので、誕生日1ヶ月前後のお申込みがおすすめです♪ 

鑑定料：16,500円（税込） 

所要時間：60分 

 

お申込み方法 

1. 下記より LINEのお友達追加をしてください。 

2. 「年運鑑定希望」と必要事項（ 生年月日・出生時間・出生地（市区町村まで） ）と希望日時（第3希望ま

で）をメッセージしてください。 

3. 日時確定後、お振込のご案内をいたします。入金が確認できた時点で予約確定となります。 
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月の満ち欠けとアロマ講座 

生まれてから私たちは幾度となく月が満ちては欠け、また欠けて

は満ちていく様を目にしてきました。 

普段の生活ではあまり意識していなくても、その満ち欠けのリズ

ムは、私たちの心と体の奥深くに刻まれています。 

月から受ける影響は人によって違います。 

月のリズムをつかみ、エネルギーの波に乗るコツを覚えれば、

「今」という瞬間が持つエネルギーを味方にすることができます。波に逆らって泳ぐと大変な割には対して進めませんが、

波のリズムをつかみ、自然の力に協調すれば心地よくぐんぐん進みます。 

 

この講座では、生まれた時のムーンフェイズ（月の形）ごとの個性、月の満ち欠けのリズムに合わせた過ごし方、それぞ

れのシーンに相応しい香り（精油）を学びます。 

すると、自分に相応しい香りに出会い、「今」という瞬間が持つエネルギーを味方にすることができ、ワクワクしながら夢、

目標を叶えることができるようになります。 

月のエネルギーを知るということは、幸運を引き寄せる（開運）の早道なのです。 

 

こんな方におすすめ 

⚫ 月の神秘と心身の関係を知りたい方 

⚫ 自分の良さをもっと引き出したい方 

⚫ 叶えたい夢がある方 

  



 

 

 

詳細 

内容：月のサイクル・生まれた時のムーンフェイズとその個性・月の満ち欠けと過ごし方 

受講費：16,500円（税込） 

所要時間：約 120分 

 

お申込み方法 

1. 下記より LINEのお友達追加をしてください。 

2. 「月の満ち欠け希望」と希望日時（第3希望まで）をメッセージしてください。 

3. 日時確定後、お振込のご案内をいたします。入金が確認できた時点で予約確定となります。 
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数秘術とアロマ講座 

数秘術(ヌメロロジー)とは西洋占星術や易学などと並ぶ占術の 1つです。生年月日

（西暦）や姓名などから、「数」を算出して、運勢傾向や先天的な宿命を占います。 

1から 9までの数はそれぞれ性質があり、どの数を持っているかによって、運命を読

み解くことができるとされます。 

自分にまつわる数を知ることで、自分をより知り、本質や使命、人生の流れ、タイミン

グを知り、活かすすべとすることが数秘術を学ぶ意味です。 

 

当講座では、1から 9までの数の性質を読み解き、これにプラスして自分にまつわる数に対応するアロマオイル（精油・

エッセンシャルオイル）まで学びます。本質や使命、人生の流れ、タイミングを知り、活かすときにアロマを使うことで、相乗

効果となります。 

 

こんな方におすすめ 

⚫ 数秘術に興味のある方 

⚫ 自分のことを知りたい方 

 

  



 

 

 

詳細 

内容：全4回のコース 

1. わかりやすい特徴・基本資質・本来の自分 

2. 生まれ持っていないもの・現世ですること 

3. 人生の最終到達地点・現世の使命にどのように取り組むか・第一印象 

4. 出会う人々や物事にどのように反応するか・その時期に出会う出来事・年月ごとの傾向 

受講費：88,000円（1回22,000円）（税込） 

所要時間：各回 120分 

お申込み方法 

1. 下記より LINEのお友達追加をしてください。 

2. 「数秘術希望」と希望日時（第3希望まで）をメッセージしてください。 

3. 日時確定後、お振込のご案内をいたします。入金が確認できた時点で予約確定となります。 
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7 つのアロマとアロマリーディング講座 

植物の 7つの抽出部位（根・花・種子・果実・木/枝・樹脂・葉/茎）

を通してアロマの心理的効果を学び、アロマリーディングができるよ

うになる講座です。 

植物の 7つの抽出部位に注目して、根はどんなイメージ？花は

どんなイメージ？種子は？果実は？と連想ゲームのように楽しみ

ながら、イメージング♪ この出てきたイメージこそが香りの心理効

果になります。 

アロマリーディングできるようになるにはカウンセリング経験が必要だと思っていませんか？当サロンのアロマリーディン

グはカウンセリング経験のない方でもその日のうちにできるようになる方法ですのでご安心ください。 

 

こんな方におすすめ 

⚫ 自分のことを知りたい方 

⚫ 香りを用いたカウンセリングに興味のある方 

⚫ 香りの心理効果を知りたい方 

⚫ アロマリーディングを覚えたい方 

 

詳細 

内容：抽出部位のイメージ・該当精油・心理作用（7部位）・アロマリーディングの方法 

受講費：27,500円（税込） 

所要時間：120分  



 

 

 

お申込み方法 

1. 下記より LINEのお友達追加をしてください。 

2. 「7つのアロマ希望」と希望日時（第3希望まで）をメッセージしてください。 

3. 日時確定後、お振込のご案内をいたします。入金が確認できた時点で予約確定となります。 
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チャクラとアロマリーディング講座 

チャクラを通してアロマの心理的効果を学び、アロマリーディング

ができるようになる講座です。 

チャクラとは、人間の体にある「気＝エネルギー」の出入口で７

つあります。エネルギーの通り道ですから、ちゃんと開いていること

が大切です。 

チャクラエネルギーを整えることは、幸運を引き寄せる（開運）の

早道でもあるのです。 

アロマリーディングできるようになるにはカウンセリング経験が必要だと思っていませんか？当サロンのアロマリーディン

グはカウンセリング経験のない方でもその日のうちにできるようになる方法ですのでご安心ください。 

 

こんな方におすすめ 

⚫ チャクラを知りたい方 

⚫ 自分のことを知りたい方 

⚫ 香りを用いたカウンセリングに興味のある方 

⚫ 香りの心理効果を知りたい方 

⚫ アロマリーディングを覚えたい方 

 

  



 

 

 

詳細 

内容：チャクラの基本・チャクラから読み解く精油の個性・チャクラアンバランスチェック・アロマリーディングの方法 

受講費：27,500円（税込） 

所要時間：120分 

 

お申込み方法 

1. 下記より LINEのお友達追加をしてください。 

2. 「チャクラ希望」と希望日時（第3希望まで）をメッセージしてください。 

3. 日時確定後、お振込のご案内をいたします。入金が確認できた時点で予約確定となります。 
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陰陽五行とアロマリーディング講座 

陰陽五行を通してアロマの心理的効果を学び、アロマリーディン

グができるようになる講座です。 

陰陽五行は私たちの身近にあるものです。子（ね）・丑（うし）・寅

（とら）・卯（う）…の干支や茶の湯の根本も陰陽五行なのです。 

感情と臓器の繋がりもわかります。 

わかりにくい陰陽五行の基本知識を、わかりやすくお話します。 

アロマリーディングできるようになるにはカウンセリング経験が必要だと思っていませんか？当サロンのアロマリーディン

グはカウンセリング経験のない方でもその日のうちにできるようになる方法ですのでご安心ください。 

 

こんな方におすすめ 

⚫ 陰陽五行を知りたい方 

⚫ 自分のことを知りたい方 

⚫ 香りを用いたカウンセリングに興味のある方 

⚫ 香りの心理効果を知りたい方 

⚫ アロマリーディングを覚えたい方 

 

詳細 

内容：陰陽五行の基本・陰陽五行から読み解く精油の個性・アロマリーディングの方法 

受講費：27,500円（税込） 

所要時間：120分 



 

 

 

お申込み方法 

1. 下記より LINEのお友達追加をしてください。 

2. 「陰陽五行希望」と希望日時（第3希望まで）をメッセージしてください。 

3. 日時確定後、お振込のご案内をいたします。入金が確認できた時点で予約確定となります。 
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12 星座とアロマリーディング講座 

12星座を通してアロマの心理的効果を学び、アロマリーディング

ができるようになる講座です。 

星座って占いでしょ？という方がほとんどだと思います。 

古代の人たちは、星の動きでさまざまなことを測っていました。

植物の種まきや収穫の時期、定期的に満ち欠けを繰り返す月で時

を測り、暦を作ることも行われました。 

星と植物の関係については、古くから「植物は星の恵みである」という考えがあり、紀元前から人間が生きていくための知

恵として、とても長い歴史を持っているのです。 

アロマリーディングできるようになるにはカウンセリング経験が必要だと思っていませんか？当サロンのアロマリーディン

グはカウンセリング経験のない方でもその日のうちにできるようになる方法ですのでご安心ください。 

 

こんな方におすすめ 

⚫ 12星座を知りたい方 

⚫ 自分のことを知りたい方 

⚫ 香りを用いたカウンセリングに興味のある方 

⚫ 香りの心理効果を知りたい方 

⚫ アロマリーディングを覚えたい方 

 

  



 

 

 

詳細 

内容：占星術とは・12星座とは・12星座から読み解く精油の個性・アロマリーディングの方法 

受講費：27,500円（税込） 

所要時間：120分 

 

お申込み方法 

1. 下記より LINEのお友達追加をしてください。 

2. 「12星座希望」と希望日時（第3希望まで）をメッセージしてください。 

3. 日時確定後、お振込のご案内をいたします。入金が確認できた時点で予約確定となります。 
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占星術アロマ講座 

占星術アロマ講座は＜占星術＞と＜アロマセラピー＞を融

合させた講座です。 

⚫ 占星術の基本が学べます。 

⚫ 12星座、10天体とリンクしたアロマオイル（精油）を知ること

ができます。 

⚫ ホロスコープからあなたの生まれ持ったギフト（才能）や使

命を知ることができます。 

 

＜占星術＞と＜アロマセラピー＞を融合させた講座は多いのですが、私の講座の特徴は 

⚫ 各星座に合ったアロマオイル 

⚫ 天体×星座に合ったアロマオイル 

⚫ ハウスに対応したアロマオイル 

これらを知れることです。これは小泉美樹のオリジナルです。 

いくら自分を知っても、不調和があった時にどうすればいいか？が問題で、その問題を解決するのが香りだから

です。  

【占星術アロマ講座】は占星術のことを何も知らなくても大丈夫です。この講座を受けた方の 100％が占星術

＝ただの占いと思っていて、占星術を学んだことがない人＝初心者でした。それでもちゃんと理解して、人生

を変えることができています。 

 

  



 

 

 

こんな方におすすめ 

⚫ 占星術を知りたい方 

⚫ 自分のことを知りたい方 

⚫ 香りを用いたカウンセリングに興味のある方 

⚫ 香りの心理効果を知りたい方 

 

詳細 

内容：全6回のコース 

1. 12星座ごとの個性 

2. ホロスコープとは・月 

3. 水星・金星・太陽 

4. 火星・木星・土星 

5. 天王星・海王星・冥王星 

6. ハウス／アスペクト 

受講費：165,000円（1回27,500円）（税込） 

所要時間：各回 120分 

 

お申込み方法 

1. 下記より LINEのお友達追加をしてください。 

2. 「占星術希望」と希望日時（第3希望まで）をメッセージしてください。 

3. 日時確定後、お振込のご案内をいたします。入金が確認できた時点で予約確定となります。 
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