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2泊4日(10時間）

ȇǒԣԣԣԣԣԣԣԣԣԣԣ3泊5日(15時間）
4泊6日(20時間） ¥137,000

ӑЯ

6泊8日(25時間）
¥263,000

ȇǒ 6285,000

18泊20日(75時間）     ¥315,000
22泊24日(85時間）     ¥347,000ԣ
28泊30日(110時間）¥428,000

ˮƜ̱̉̔ż̌	 ȇМ 9泊11日(35時閤） ¥245,000
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レッスン会場となるのは、デンパサール（バリ島）空港から車で
約30分のサヌールにあります。バリ島の観光地のなかでも治安
が良く、のんびりとした時間が流れる長閑なビーチリゾートで
す。
スクールは、2001年にスクールを開校し、2004年6月に
インドネシア政府公認エステスクールに認定された
『Abian Spa Aesthetic Academy』エステスクールとしては
バリ島最大規模を誇ります。
滞在先は、直営の『Abian Harmony Hotel』（アビアンハーモ
ニーホテル）は、スクールに隣接してるため通学面での心配はあ
りません。レッスン終了後も研修室が無料で使え、自習練習する
事もできますので、勉強するにはまたとない環境です。

ホテルはスクールと同敷地内！！レッスンはマンツーマン
レッスン、日本語通訳付き

各技術のレッスンの最初には施術
体験があり、技術を体験習得する
前にまずご自身がエステ体験する
ことによって、その技術やテク
ニックを体感していただくことが
できます。

授業は、講師＋モデルが付き、
マンツーマンレッスンですので、
ご自身のペースに合わせて
授業を受けていただけます。
日本語通訳も付きますので、言葉
の心配も要りません。
また、経験豊富な講師が
明確かつ丁寧に教えますので、
初心者の方でも安心して受講して
いただけます。
単なる技術習得だけでなく、人を
癒すために必要な精神や姿勢につ
いても学ぶことができるのがこの
Abian Spa Aethetic Academy
でのバリエステ 習得プログラム
です。
レッスンを受講した参加者全てに
はレッスンを受講したことを証明
する『受講証明書』が授与されま
す。

Abian Harmony Hotelは、2017年にオープン、学校
は、2018年に移転。新しく変わりました。
ホテルには、24時間警備員が常駐しているので、安心して
滞在できます。お一人様一人部屋（朝/昼食付き）を
ご用意しており、全室エアコン、WIFI無料、テレビ、バ
ス・トイレ付きです。毎日のランドリーサービス、ベッド
メイキングもあります。

ホテル館内には、エステサロンをはじめ、
スイミングプール、両替所、コンビニがあり、
ビーチまで徒歩5分、周辺には、カフェ、
インドネシアレストランをはじめ、
多国籍（イタリアン・韓国・インド・日本・中華等）
レストランや、コンビニ、スーパーなどあります。
観光はもちろん、生活にも非常に便利な
立地環境です。

¥121000

¥79,000

¥157,000
13泊15日(55時間）

15泊17日（65時間）

料金日数（研修時間）

※ 記載のない研修時間数と日数の料金に関しては、
別紙料金表をご参照ください。

●入校手続きや航空券等の手配
※弊社にご依頼いただいてもご自身で手続きいただいても
結構です

ご出発

1～２週間前後

３週間前後

希望出発日の
1ヶ月前～2ヶ月前後

◉インドネシア政府公認資格認定証
（要試験合格）を最短でクリームバスまたは
シロダーラは、3泊5日
トラディショナル（バリエステの基本）は6泊８日で
取得可能！
◉授業は、講師＋モデルが付き、マンツーマンレッスン
なので、ご自身のペースに合わせて授業を受けていただ
けます。日本語通訳も付きますので、言葉の心配も要り
ません。 
◉スクールとホテルは同敷地内なので通学面の心配
不要！
◉バリ島祝祭日（年3～4日）を除いて、土・日含む、
毎日の入校が可能！
◉Abian認定校制度のインストラクター養成コース
は、40日で取得可能！
◉ホテルは一人部屋（朝・昼食付き）、全室WIFI無料
ランドリーサービス、日本語スタッフ常勤なので、
バリ島安心の現地サポートがあります。

  1ヶ月前後

Abian Spa Aesthetic Academy 事務局
株式会社ナビックス　グローバル　ネットワーク
〒277-0802
千葉県柏市船戸１-3-26-302 
Tel:04（7136）1488
URL：https://www.abianspa.com
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2泊4日(10時間）

ȇǒԣԣԣԣԣԣԣԣԣԣԣ3泊5日(15時間）
4泊6日(20時間） ¥137,000

ӑЯ

6泊8日(25時間）
¥263,000

ȇǒ 6285,000

18泊20日(75時間）     ¥315,000
22泊24日(85時間）     ¥347,000ԣ
28泊30日(110時間）¥428,000

ˮƜ̱̉̔ż̌	 ȇМ 9泊11日(35時閤） ¥245,000
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レッスン会場となるのは、デンパサール（バリ島）空港から車で
約30分のサヌールにあります。バリ島の観光地のなかでも治安
が良く、のんびりとした時間が流れる長閑なビーチリゾートで
す。
スクールは、2001年にスクールを開校し、2004年6月に
インドネシア政府公認エステスクールに認定された
『Abian Spa Aesthetic Academy』エステスクールとしては
バリ島最大規模を誇ります。
滞在先は、直営の『Abian Harmony Hotel』（アビアンハーモ
ニーホテル）は、スクールに隣接してるため通学面での心配はあ
りません。レッスン終了後も研修室が無料で使え、自習練習する
事もできますので、勉強するにはまたとない環境です。

ホテルはスクールと同敷地内！！レッスンはマンツーマン
レッスン、日本語通訳付き

各技術のレッスンの最初には施術
体験があり、技術を体験習得する
前にまずご自身がエステ体験する
ことによって、その技術やテク
ニックを体感していただくことが
できます。

授業は、講師＋モデルが付き、
マンツーマンレッスンですので、
ご自身のペースに合わせて
授業を受けていただけます。
日本語通訳も付きますので、言葉
の心配も要りません。
また、経験豊富な講師が
明確かつ丁寧に教えますので、
初心者の方でも安心して受講して
いただけます。
単なる技術習得だけでなく、人を
癒すために必要な精神や姿勢につ
いても学ぶことができるのがこの
Abian Spa Aethetic Academy
でのバリエステ 習得プログラム
です。
レッスンを受講した参加者全てに
はレッスンを受講したことを証明
する『受講証明書』が授与されま
す。

Abian Harmony Hotelは、2017年にオープン、学校
は、2018年に移転。新しく変わりました。
ホテルには、24時間警備員が常駐しているので、安心して
滞在できます。お一人様一人部屋（朝/昼食付き）を
ご用意しており、全室エアコン、WIFI無料、テレビ、バ
ス・トイレ付きです。毎日のランドリーサービス、ベッド
メイキングもあります。

ホテル館内には、エステサロンをはじめ、
スイミングプール、両替所、コンビニがあり、
ビーチまで徒歩5分、周辺には、カフェ、
インドネシアレストランをはじめ、
多国籍（イタリアン・韓国・インド・日本・中華等）
レストランや、コンビニ、スーパーなどあります。
観光はもちろん、生活にも非常に便利な
立地環境です。

¥121000

¥79,000

¥157,000
13泊15日(55時間）

15泊17日（65時間）

料金日数（研修時間）

※ 記載のない研修時間数と日数の料金に関しては、
別紙料金表をご参照ください。

●入校手続きや航空券等の手配
※弊社にご依頼いただいてもご自身で手続きいただいても
結構です

ご出発

1～２週間前後

３週間前後

希望出発日の
1ヶ月前～2ヶ月前後

◉インドネシア政府公認資格認定証
（要試験合格）を最短でクリームバスまたは
シロダーラは、3泊5日
トラディショナル（バリエステの基本）は6泊８日で
取得可能！
◉授業は、講師＋モデルが付き、マンツーマンレッスン
なので、ご自身のペースに合わせて授業を受けていただ
けます。日本語通訳も付きますので、言葉の心配も要り
ません。 
◉スクールとホテルは同敷地内なので通学面の心配
不要！
◉バリ島祝祭日（年3～4日）を除いて、土・日含む、
毎日の入校が可能！
◉Abian認定校制度のインストラクター養成コース
は、40日で取得可能！
◉ホテルは一人部屋（朝・昼食付き）、全室WIFI無料
ランドリーサービス、日本語スタッフ常勤なので、
バリ島安心の現地サポートがあります。

  1ヶ月前後

Abian Spa Aesthetic Academy 事務局
株式会社ナビックス　グローバル　ネットワーク
〒277-0802
千葉県柏市船戸１-3-26-302 
Tel:04（7136）1488
URL：https://www.abianspa.com

�����
� ��

�������	��

���������������

� ��

̵̜ϙ

¾ϛ]
ÂƧ]

ǚϨưѺ]V�X²°(Ρή0�ƿ
ƿӦ] ̒�û���
Ҹ�] 0��īV�X²°(�

ǶĊq �'
Wn� �����	
ǛәѫҦ��ħã��
[À®;�¾Èӣ�
ѝϟϳÂƧ
�ńĶěī͕Ʒ
�*ńĲěīԁƷ
ȏ�[�Ëϥ
ž���,�ѻϗĩ
[À�Ǜ˄�ʾĐĈ
0�̡�X˰�¼�ďƴǎ

ğĈ]
ƺ¼]


/���,��ú��	ѾѓB.Ы˂�*Ʃë��
����	0�ƾ�¿µ��Ƈ�Wq���ȅѪ&��
<�(����ҨSѮ$�ҎЪ&�ć�ǋ��¯Ū;�
��Ѡў�ԂάÂ��ƴ��үъ��ӱĜÃ¸���
q���
B��	ϕ& їǘ�,��ËĶĲ*ĒԆB.	
ҥ3ύ�ӿ��Ã¸��ǘ���Ѱ.���
���

Ϣɳ�����Ɖ�	�/ô�'˻(�ë�ğ
θ��η�Bc.��7��
 ��qͱ�πͧ�S�Ӥū
ƶ�Ĥ.���
μrc�	Ğ�͇�Х[�К��f��ǧU 
�.хю�����S�ѡ��7��,;�Ù
�ú��B.Ǖˊҕ��[�ͽ	ǅĤ���
ĞϘ�ŻƎ˳��¯Ū�Ğ�ǧU�����ǚҭ
���0���S�ѱэ�ƺ¼Ͱѵ�ξU�Ċ
О�Ĥ.����7�̈́�(�ϴ&��ѢѤ�
����Ù

�

��
Ȏ
ȼ����� �
�
�

�

͂

̓


�
�

�
�
�

�

�
�

��

��� �
� �������

̄ � ̈ ӲοЖɤ �

ͥԌ

2泊4日(10時間）

ȇǒԣԣԣԣԣԣԣԣԣԣԣ3泊5日(15時間）
4泊6日(20時間） ¥137,000

ӑЯ

6泊8日(25時間）
¥263,000

ȇǒ 6285,000

18泊20日(75時間）     ¥315,000
22泊24日(85時間）     ¥347,000ԣ
28泊30日(110時間）¥428,000

ˮƜ̱̉̔ż̌	 ȇМ 9泊11日(35時閤） ¥245,000
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レッスン会場となるのは、デンパサール（バリ島）空港から車で
約30分のサヌールにあります。バリ島の観光地のなかでも治安
が良く、のんびりとした時間が流れる長閑なビーチリゾートで
す。
スクールは、2001年にスクールを開校し、2004年6月に
インドネシア政府公認エステスクールに認定された
『Abian Spa Aesthetic Academy』エステスクールとしては
バリ島最大規模を誇ります。
滞在先は、直営の『Abian Harmony Hotel』（アビアンハーモ
ニーホテル）は、スクールに隣接してるため通学面での心配はあ
りません。レッスン終了後も研修室が無料で使え、自習練習する
事もできますので、勉強するにはまたとない環境です。

ホテルはスクールと同敷地内！！レッスンはマンツーマン
レッスン、日本語通訳付き

各技術のレッスンの最初には施術
体験があり、技術を体験習得する
前にまずご自身がエステ体験する
ことによって、その技術やテク
ニックを体感していただくことが
できます。

授業は、講師＋モデルが付き、
マンツーマンレッスンですので、
ご自身のペースに合わせて
授業を受けていただけます。
日本語通訳も付きますので、言葉
の心配も要りません。
また、経験豊富な講師が
明確かつ丁寧に教えますので、
初心者の方でも安心して受講して
いただけます。
単なる技術習得だけでなく、人を
癒すために必要な精神や姿勢につ
いても学ぶことができるのがこの
Abian Spa Aethetic Academy
でのバリエステ 習得プログラム
です。
レッスンを受講した参加者全てに
はレッスンを受講したことを証明
する『受講証明書』が授与されま
す。

Abian Harmony Hotelは、2017年にオープン、学校
は、2018年に移転。新しく変わりました。
ホテルには、24時間警備員が常駐しているので、安心して
滞在できます。お一人様一人部屋（朝/昼食付き）を
ご用意しており、全室エアコン、WIFI無料、テレビ、バ
ス・トイレ付きです。毎日のランドリーサービス、ベッド
メイキングもあります。

ホテル館内には、エステサロンをはじめ、
スイミングプール、両替所、コンビニがあり、
ビーチまで徒歩5分、周辺には、カフェ、
インドネシアレストランをはじめ、
多国籍（イタリアン・韓国・インド・日本・中華等）
レストランや、コンビニ、スーパーなどあります。
観光はもちろん、生活にも非常に便利な
立地環境です。

¥121000

¥79,000

¥157,000
13泊15日(55時間）

15泊17日（65時間）

料金日数（研修時間）

※ 記載のない研修時間数と日数の料金に関しては、
別紙料金表をご参照ください。

●入校手続きや航空券等の手配
※弊社にご依頼いただいてもご自身で手続きいただいても
結構です

ご出発

1～２週間前後

３週間前後

希望出発日の
1ヶ月前～2ヶ月前後

◉インドネシア政府公認資格認定証
（要試験合格）を最短でクリームバスまたは
シロダーラは、3泊5日
トラディショナル（バリエステの基本）は6泊８日で
取得可能！
◉授業は、講師＋モデルが付き、マンツーマンレッスン
なので、ご自身のペースに合わせて授業を受けていただ
けます。日本語通訳も付きますので、言葉の心配も要り
ません。 
◉スクールとホテルは同敷地内なので通学面の心配
不要！
◉バリ島祝祭日（年3～4日）を除いて、土・日含む、
毎日の入校が可能！
◉Abian認定校制度のインストラクター養成コース
は、40日で取得可能！
◉ホテルは一人部屋（朝・昼食付き）、全室WIFI無料
ランドリーサービス、日本語スタッフ常勤なので、
バリ島安心の現地サポートがあります。

  1ヶ月前後

Abian Spa Aesthetic Academy 事務局
株式会社ナビックス　グローバル　ネットワーク
〒277-0802
千葉県柏市船戸１-3-26-302 
Tel:04（7136）1488
URL：https://www.abianspa.com
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2泊4日(10時間）

ȇǒԣԣԣԣԣԣԣԣԣԣԣ3泊5日(15時間）
4泊6日(20時間） ¥137,000

ӑЯ

6泊8日(25時間）
¥263,000

ȇǒ 6285,000

18泊20日(75時間）     ¥315,000
22泊24日(85時間）     ¥347,000ԣ
28泊30日(110時間）¥428,000

ˮƜ̱̉̔ż̌	 ȇМ 9泊11日(35時閤） ¥245,000
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レッスン会場となるのは、デンパサール（バリ島）空港から車で
約30分のサヌールにあります。バリ島の観光地のなかでも治安
が良く、のんびりとした時間が流れる長閑なビーチリゾートで
す。
スクールは、2001年にスクールを開校し、2004年6月に
インドネシア政府公認エステスクールに認定された
『Abian Spa Aesthetic Academy』エステスクールとしては
バリ島最大規模を誇ります。
滞在先は、直営の『Abian Harmony Hotel』（アビアンハーモ
ニーホテル）は、スクールに隣接してるため通学面での心配はあ
りません。レッスン終了後も研修室が無料で使え、自習練習する
事もできますので、勉強するにはまたとない環境です。

ホテルはスクールと同敷地内！！レッスンはマンツーマン
レッスン、日本語通訳付き

各技術のレッスンの最初には施術
体験があり、技術を体験習得する
前にまずご自身がエステ体験する
ことによって、その技術やテク
ニックを体感していただくことが
できます。

授業は、講師＋モデルが付き、
マンツーマンレッスンですので、
ご自身のペースに合わせて
授業を受けていただけます。
日本語通訳も付きますので、言葉
の心配も要りません。
また、経験豊富な講師が
明確かつ丁寧に教えますので、
初心者の方でも安心して受講して
いただけます。
単なる技術習得だけでなく、人を
癒すために必要な精神や姿勢につ
いても学ぶことができるのがこの
Abian Spa Aethetic Academy
でのバリエステ 習得プログラム
です。
レッスンを受講した参加者全てに
はレッスンを受講したことを証明
する『受講証明書』が授与されま
す。

Abian Harmony Hotelは、2017年にオープン、学校
は、2018年に移転。新しく変わりました。
ホテルには、24時間警備員が常駐しているので、安心して
滞在できます。お一人様一人部屋（朝/昼食付き）を
ご用意しており、全室エアコン、WIFI無料、テレビ、バ
ス・トイレ付きです。毎日のランドリーサービス、ベッド
メイキングもあります。

ホテル館内には、エステサロンをはじめ、
スイミングプール、両替所、コンビニがあり、
ビーチまで徒歩5分、周辺には、カフェ、
インドネシアレストランをはじめ、
多国籍（イタリアン・韓国・インド・日本・中華等）
レストランや、コンビニ、スーパーなどあります。
観光はもちろん、生活にも非常に便利な
立地環境です。

¥121000

¥79,000

¥157,000
13泊15日(55時間）

15泊17日（65時間）

料金日数（研修時間）

※ 記載のない研修時間数と日数の料金に関しては、
別紙料金表をご参照ください。

●入校手続きや航空券等の手配
※弊社にご依頼いただいてもご自身で手続きいただいても
結構です

ご出発

1～２週間前後

３週間前後

希望出発日の
1ヶ月前～2ヶ月前後

◉インドネシア政府公認資格認定証
（要試験合格）を最短でクリームバスまたは
シロダーラは、3泊5日
トラディショナル（バリエステの基本）は6泊８日で
取得可能！
◉授業は、講師＋モデルが付き、マンツーマンレッスン
なので、ご自身のペースに合わせて授業を受けていただ
けます。日本語通訳も付きますので、言葉の心配も要り
ません。 
◉スクールとホテルは同敷地内なので通学面の心配
不要！
◉バリ島祝祭日（年3～4日）を除いて、土・日含む、
毎日の入校が可能！
◉Abian認定校制度のインストラクター養成コース
は、40日で取得可能！
◉ホテルは一人部屋（朝・昼食付き）、全室WIFI無料
ランドリーサービス、日本語スタッフ常勤なので、
バリ島安心の現地サポートがあります。

  1ヶ月前後

Abian Spa Aesthetic Academy 事務局
株式会社ナビックス　グローバル　ネットワーク
〒277-0802
千葉県柏市船戸１-3-26-302 
Tel:04（7136）1488
URL：https://www.abianspa.com
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2泊4日(10時間）

ȇǒԣԣԣԣԣԣԣԣԣԣԣ3泊5日(15時間）
4泊6日(20時間） ¥137,000

ӑЯ

6泊8日(25時間）
¥263,000

ȇǒ 6285,000

18泊20日(75時間）     ¥315,000
22泊24日(85時間）     ¥347,000ԣ
28泊30日(110時間）¥428,000

ˮƜ̱̉̔ż̌	 ȇМ 9泊11日(35時閤） ¥245,000
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レッスン会場となるのは、デンパサール（バリ島）空港から車で
約30分のサヌールにあります。バリ島の観光地のなかでも治安
が良く、のんびりとした時間が流れる長閑なビーチリゾートで
す。
スクールは、2001年にスクールを開校し、2004年6月に
インドネシア政府公認エステスクールに認定された
『Abian Spa Aesthetic Academy』エステスクールとしては
バリ島最大規模を誇ります。
滞在先は、直営の『Abian Harmony Hotel』（アビアンハーモ
ニーホテル）は、スクールに隣接してるため通学面での心配はあ
りません。レッスン終了後も研修室が無料で使え、自習練習する
事もできますので、勉強するにはまたとない環境です。

ホテルはスクールと同敷地内！！レッスンはマンツーマン
レッスン、日本語通訳付き

各技術のレッスンの最初には施術
体験があり、技術を体験習得する
前にまずご自身がエステ体験する
ことによって、その技術やテク
ニックを体感していただくことが
できます。

授業は、講師＋モデルが付き、
マンツーマンレッスンですので、
ご自身のペースに合わせて
授業を受けていただけます。
日本語通訳も付きますので、言葉
の心配も要りません。
また、経験豊富な講師が
明確かつ丁寧に教えますので、
初心者の方でも安心して受講して
いただけます。
単なる技術習得だけでなく、人を
癒すために必要な精神や姿勢につ
いても学ぶことができるのがこの
Abian Spa Aethetic Academy
でのバリエステ 習得プログラム
です。
レッスンを受講した参加者全てに
はレッスンを受講したことを証明
する『受講証明書』が授与されま
す。

Abian Harmony Hotelは、2017年にオープン、学校
は、2018年に移転。新しく変わりました。
ホテルには、24時間警備員が常駐しているので、安心して
滞在できます。お一人様一人部屋（朝/昼食付き）を
ご用意しており、全室エアコン、WIFI無料、テレビ、バ
ス・トイレ付きです。毎日のランドリーサービス、ベッド
メイキングもあります。

ホテル館内には、エステサロンをはじめ、
スイミングプール、両替所、コンビニがあり、
ビーチまで徒歩5分、周辺には、カフェ、
インドネシアレストランをはじめ、
多国籍（イタリアン・韓国・インド・日本・中華等）
レストランや、コンビニ、スーパーなどあります。
観光はもちろん、生活にも非常に便利な
立地環境です。

¥121000

¥79,000

¥157,000
13泊15日(55時間）

15泊17日（65時間）

料金日数（研修時間）

※ 記載のない研修時間数と日数の料金に関しては、
別紙料金表をご参照ください。

●入校手続きや航空券等の手配
※弊社にご依頼いただいてもご自身で手続きいただいても
結構です

ご出発

1～２週間前後

３週間前後

希望出発日の
1ヶ月前～2ヶ月前後

◉インドネシア政府公認資格認定証
（要試験合格）を最短でクリームバスまたは
シロダーラは、3泊5日
トラディショナル（バリエステの基本）は6泊８日で
取得可能！
◉授業は、講師＋モデルが付き、マンツーマンレッスン
なので、ご自身のペースに合わせて授業を受けていただ
けます。日本語通訳も付きますので、言葉の心配も要り
ません。 
◉スクールとホテルは同敷地内なので通学面の心配
不要！
◉バリ島祝祭日（年3～4日）を除いて、土・日含む、
毎日の入校が可能！
◉Abian認定校制度のインストラクター養成コース
は、40日で取得可能！
◉ホテルは一人部屋（朝・昼食付き）、全室WIFI無料
ランドリーサービス、日本語スタッフ常勤なので、
バリ島安心の現地サポートがあります。

  1ヶ月前後

Abian Spa Aesthetic Academy 事務局
株式会社ナビックス　グローバル　ネットワーク
〒277-0802
千葉県柏市船戸１-3-26-302 
Tel:04（7136）1488
URL：https://www.abianspa.com
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※下記スケジュールは、学校が推奨のスケジュールです。ご希望受講技術に応じ
てスケジュールをお組みすることが可能です。
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※下記スケジュールは、学校が推奨のスケジュールです。ご希望受講技術に応じ
てスケジュールをお組みすることが可能です。
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※下記スケジュールは、学校が推奨のスケジュールです。ご希望受講技術に応じ
てスケジュールをお組みすることが可能です。
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※下記スケジュールは、学校が推奨のスケジュールです。ご希望受講技術に応じ
てスケジュールをお組みすることが可能です。

バリスピリットマッサージ


