
ゴールドアビアン特待生コース 

バリ本校 ASAA（アビアンスパエステティックアカデミー）の最高資格、ゴールドアビア

ン取得コースです。 
ゴールドアビアン取得には、バリ本校 ASAA での受講と試験が必要ですが、前もって当ス

クールの特待生コースにて基礎受講すれば、バリ本校 ASAA での受講時間を大幅に短縮で

きます。 
バリ滞在を 1 か月未満に短縮できるのでビザも不要です。 
直接留学よりバリ滞在日数が短縮されるので、長く日本を離れる事が難しい方にお勧めで

す。 
バリ本校にて資格試験に合格すると、合格認定書が発行されます。 
ゴールドアビアン取得後、日本で 3 か月間経験を積むと、インストラクター受験資格が得

られます。 
当スクール受講科目 
受講科目を選択します。 
ボディマッサージ３科目選択＋フットマッサージ＋クリームバス 
 
当スクール受講時間 レッスン料 
受講時間５５時間 ４９５，０００円（税抜） 
追加レッスン：５時間 ４５，０００円（税抜） 
注意：バリ留学費用は含まれません。 
 
当スクールレッスンの特徴 
マンツーマンで指導致します。 
モデル代は含まれておりませんので、ご自身でモデルさんをご用意下さい。 
当スクールでモデルをご用意する場合・・・１回３時間 ３，０００円 
生徒様の進み具合によって・・・得意な科目は時間を短く、苦手な科目は時間を長くとい

うふうに調整しながら、指導させて頂きますのでご安心ください。 
 
ＡＳＡＡ（バリ本校）レッスンの特徴 
個室タイプの部屋で先生＆モデルさんとマンツーマンで指導を受けます。 
１科目の受講が終わるごとに実技試験を受けます。（７６点以上で合格） 
１試験につき、２，０００円を支払い。追試は１，０００円 
★知識試験（筆記テスト）免除になります。 
 
  



カリキュラム 
☆フットマッサージ 
日本受講時間 ５時間 ４５，０００円税抜（バリ本校ＡＳＡＡ 受講時間 ２時間） 
 
☆トラディショナル 
日本受講時間 １５時間 １３５，０００円税抜（バリ本校ＡＳＡＡ 受講時間１０時間） 
 
☆スウェディッシュ 
日本受講時間 １５時間 １３５，０００円税抜（バリ本校ＡＳＡＡ 受講時間１０時間） 
 
☆バリスピリッツ 
日本受講時間 １５時間 １３５，０００円税抜（バリ本校ＡＳＡＡ 受講時間１０時間） 
 
☆ワツゥバラ（ストーンセラピー） 
日本受講時間 １５時間 １４５，０００円税抜（バリ本校ＡＳＡＡ 受講時間１０時間） 
 
☆クリームバス 
日本受講時間 １０時間 ９０，０００円税抜（バリ本校ＡＳＡＡ 受講時間５時間） 
 
バリ留学（最短日程例） 
１１泊１３日＋１泊延泊 受講時間５２時間  

２６７，３００円＋３，０００円（１泊延泊） 
（スクール併設アビアンスラマホテル：１泊延泊 ３，０００円） 

 
★一度の留学でゴールドアビアン資格を取得するコースです。 
 
★大学と同じポイント制ですので何度かに分けて留学し、ゴールドアビアン資格を取得す

る事もできますので、ご相談ください。 
 
※「バリ留学費用について」も併せてご覧ください。 



ＢＡＬＩ留学コース 

バリ本校ＡＳＡＡ（アビアンスパエステティックアカデミー）へ直接留学するコースです。 
バリ本校ＡＳＡＡにて資格試験に合格すると合格認定書が発行されます。 
 
バリ本校ＡＳＡＡ（アビアンスパエステティックアカデミー）規定受講時間 
バリエステカリキュラム一覧 
トラディショナル ............... ２０時間 
スウェディッシュ ............... ２５時間 
バリスピリッツ .................. ２５時間 
タパックバリ ...................... ２５時間 
テラパックカキ .................. ３５時間 
ギタ サンティ .................. ２５時間 
ヒドゥップ クンバリ........ ２５時間 
ワツゥ バラ ...................... ２５時間 
ルンバルンバ ...................... ２５時間 
クリームバス ...................... １５時間 
シロダーラ .......................... １５時間 
フェイス＆ヘッド ............... １０時間 
フット .................................... ５時間 
ラブ ルルール ..................... ５時間 
ラブ ボレー ......................... ５時間 
ラブ スクラブ ..................... ５時間 
ラブ コーヒースクラブ ....... ５時間 
ラブ ボディマスク .............. ５時間 
  



受講時間 レッスン留学費用 
プログラム    研修時間   料金 
体験コース 
２泊４日     １０Ｈ    ６９，０００円 
３泊５日     １５Ｈ    １００，５００円 
４泊６日     ２０Ｈ    １３２，０００円 
 
短期プログラム 
４泊６日     １５Ｈ    １０３，５００円 
６泊８日     ２５Ｈ    １６７，０００円 
７泊９日     ３０Ｈ    １８２，０００円 
 
中期プログラム 
８泊１０日    ３５Ｈ    ２０７，０００円 
９泊１１日    ４０Ｈ    ２２７，０００円 
１０泊１２日   ４５Ｈ    ２３８，０００円 
１２泊１４日   ５０Ｈ    ２５５，０００円 
１３泊１５日   ６０Ｈ    ２７３，０００円 
１５泊１７日   ６５Ｈ    ２８５，４６０円 
 
長期プログラム 
１８泊２０日   ７５Ｈ   ３１３，０００円 
２２泊２４日   ８５Ｈ   ３４７，０００円 
２８泊３０日  １１０Ｈ   ４２８，０００円 
 
※「バリ留学費用について」も併せてご覧ください。 
 



インストラスター養成コース 

バリ本校ＡＳＡＡ（アビアンエステティックアカデミー）のみで受講できます。 
ゴールドアビアン取得後、「インストラクター資格」を希望される場合、下記の条件を満た

せば受講資格が得られます。 
 
受講資格 
ゴールドアビアン全科目（９１点以上）で合格された方 
ゴールドアビアン全科目（７６点以上）で合格→帰国後３か月経験を積んだ方 
 
ＢＡＬＩ留学 
  ９泊１１日 

受講時間３５時間  ２３５，０００円 
（スクール併設アビアンスラマホテル延泊 １泊につき３，０００円 ） 

 
インストラクター養成コースの流れ 
① 未取得の資格を１科目（受講時間：２５時間）お選び頂き、高得点で試験に合格して頂

きます。（９１点以上合格） 
↓ 
② さらにくじ引きで１科目（今までの取得科目）試験を受けます。（受講時間５時間） 
↓ 
③ 知識研修を受け、日本語による筆記の知識試験を受けます。（９１点以上合格） 
↓ 
④ バリ本校ＡＳＡＡ校長先生よる面接試験に合格 
 
①～④全て９１点以上で合格すると、インストラクター資格を取得できます。 
 
 
※「バリ留学費用について」も併せてご覧ください。 
 



バリ留学費用について 

下記コースに共通する留学費用についての説明です。 
・バリ直接留学コース 
・ゴールドアビアン特待生コース 
・インストラクターコース 
 
費用に含まれるもの 
往復送迎費 デンバサール国際空港～ホテル間 
ホテル宿泊費 スクール併設のアビアンスラマホテル宿泊（お一人様１室） 
       他のホテル宿泊する場合１，０００差し引きます。 
食費 （朝食・昼食） 
飲料 （朝食・昼食・研修中）コーヒー・紅茶・ジュース・ウォーター 
洗濯 衣類１日４枚まで無料 
携帯 日本へ連絡出来る携帯貸与 
授業料 先生＆モデルレッスン費用、材料費、教材費 
貸衣裳 卒業式に着用する民族衣装貸与（先生が着付けて下さいます。） 
資格証明 資格証明書発行費用 
 
 
費用に含まれないもの 
渡航費、上記以外の食費、現地到着時ビザ申請料、海外旅行保険料、個人的な諸経費、 
資格受験料→試験の際、お支払します。 
実技テスト１試験につき２，０００円 再試験１，０００円 
知識テスト（筆記）１，０００円 再試験５００円 
↓ 
全ての資格試験は実技テスト＋知識テストがあります。 
ただし、ゴールドアビアン特待生コースのみ、知識テストは免除になります。 
 



バリ留学についてのＱ＆Ａ 

 
Ｑ：エステ未経験ですが大丈夫でしょうか？ 
 
Ａ：これまで入校された生徒様の７割以上の方がエステ未経験です。 
バリ本校には個室タイプの教室で生徒様のレベルに合わせて、モデルさんと講師がマンツ

ーマンで指導しております。 
個人のレベルに合わせて親切丁寧にご指導致しますのでご安心下さい。 
 
Ｑ：日本語しかできないのですが… 
 
Ａ：現在バリ本校の全スタッフが日本語教育を受講していますが…完全ではありません。

スクール内には日本人の通訳が常勤しております。 
またホテルスタッフも何人かは簡単な日本語であれば通じます。 
バリ在住の（日本人）マスターがおりますのでプライベートで何かお困りのことがありま

したら、ご相談下さい。 
研修期間中、しっかりとサポートしますので、ご安心ください。 
 
Ｑ：試験を受けたくないのですが。必ず受けないといけないのでしょうか？ 
 
Ａ：各プログラムの最低受講時間を受講されますと、試験を受けなくても 
「受講修了証明書」を全員に発行致します。アビアン校の資格試験は強制ではありません。

希望者のみの受験となります。 
合格出来るように講師陣は全力でご指導致します。 
なかなかないチャンスですので、ぜひ挑戦してみませんか？ 
 
Ｑ：ゴールドアビアンは一度で習得しなければならないのでしょうか？ 
 
Ａ：いいえ。大丈夫です。 
ＡＳＡＡ（アビアン スパ エステティック アカデミー）は大学と同じ単位制です。 
何回かに分けて留学し、自分のペースで少しずつバリエステの資格を取得され、 
ゴールドアビアン資格を取得された方もたくさんいらっしゃいます。 
お仕事で長期休暇が取れない方も多く、柔軟な対応を心がけております。 
お気軽にご相談ください。 
 
 



Ｑ：インストラクター（講師資格）だけ受講できますか？ 
Ａ：インストラクターは受講資格としてＡＳＡＡのゴールドアビアン資格が必要です。 
規定では、ゴールドアビアン資格を修得して日本で３か月間の熟練期間を過ごしてから 
インストラクター養成プログラムに参加できます。 
また、１回の留学でゴールドアビアン資格とインストラクター資格まで短期間で一気に習

得する特別プログラムもございます。 
一か月以上の滞在になりますので現地でビザの申請が必要です。 
 
Ｑ：バリではスクールと併設のホテルに宿泊しないと受講できないのでしょうか？ 
Ａ：スクールはサヌール地区にあります。 
遠方のホテルでもスクールへ通学可能であれば問題ありません。 
費用の中に宿泊費も含まれておりますので、１泊につき１，０００円差し引きます。 
 
Ｑ：バリエステスクールの入校日は決まっているのですか？ 
Ａ：３６５日特別なお祭りの日以外はいつでも入校出来ます。 
インストラクターコースのみ毎月１日・１１日・２１日入校。 
到着時間に合わせて２４時間いつでもバリ島の空港へスクール専用車がお迎えにまいりま

す。夜中や明け方に到着する格安航空券でも安心してご入校下さい。 
 
Ｑ：研修期間中にやむをえない理由で帰国した場合、どうなりますか？ 
Ａ：申し訳ございませんが、バリエステ留学研修費用のご返金は応じかねます。 
しかしながら、振替受講は出来ますのでご安心ください。 
 


	ゴールドアビアン特待生コース
	ＢＡＬＩ留学コース
	インストラスター養成コース
	バリ留学費用について
	バリ留学についてのＱ

